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【評価実施概要】 

 

事業所名 J キッズプラネット鶴見保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 3月 12日  （評価に要した期間）9か月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 評価機関から説明を受けた後、個々で自己評価票を記入した。 

② 月1回グループごとに話し合った。工夫事例をポストイットに書き

出し、同じものをグループごとにまとめていった。 

③ まとめたものを主任が項目ごとに整理した。 

④ 職員から提出された自己評価をもとに、園長と主任が園としてまと

めた。 

実施期間 

2014年 11月 26日まで 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（66 世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配布した。 

② 各保護者より、返信用封筒で、評価機関にあてて無記名で返送して

もらった。 

実施期間 

2014年 11月 4日～11月 18日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：書類調査。園長・主任にヒアリング。 

実施日 第 1日：2015年 1月 13日 

    第 2日：2015年 1月 19日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：各クラス担任保育士6名、栄養士1名、      

非常勤職員1名、主任の順にヒアリング。 

その後、園長・主任にヒアリング。 

最後に意見交換を行い、終了。 

4、利用者本人調査 ① 観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1日：2015年 1月 13日 

    第 2日：2015年 1月 19日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

Ｊキッズプラネット鶴見保育園はＪＲ京浜東北線「鶴見」駅から徒歩3分、「京急鶴見」駅から徒歩2分

という駅から至近距離にある保育園です。4 階建てのビルの最上階に位置しており、２か所の園庭があり、

すべり台やアーチ形の雲梯、砂場が設置されています。4 階までは保育園専用のエレベータが 1 基備え付

けられています。 

当保育園は社会福祉法人桑の実会が平成 12 年 4 月に横浜保育室として開設しましたが、平成 16 年に

認可保育所となりました。途中、鶴見駅前再開発のため、鶴見区内の別の場所で運営していましたが、平成

23年から当ビルに移転してきました。当法人は神奈川県、東京都、埼玉県などに10以上の保育園を運営

しており、鶴見駅近辺にはもう一つ系列の保育園があります。 

当保育園の周囲は駅の近くにもかかわらず、比較的静かな環境であり、近くにはいくつかの小さな公園が

あります。少し歩くと緑豊かな総持寺があり、これらは散歩コースになっています。 

定員は 70 名。開園時間は平日が 7:00～20:00 で、土曜日が 7:30～16:00 となっています。園の保

育理念は「その子らしさを大切に その人らしさを求めて」としていますが、園のモットーとして「ＪＫＩ

ＤＳ」の頭文字をとって「Ｊ：自分を大切に」「Ｋ：心やさしく」「Ｉ：いっぱいの笑顔で」「Ｄ：ドーナツ

みたいな輪（和）を広げ」「Ｓ：すくすくみんなで共育ち」と覚えやすくしています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】一人一人の子どもを丁寧に、ゆったりと保育しています 

 子どものそれぞれの特性を大切にし、自分のペースで物事を進められるように保育をしています。保育士

は子どもたちの自由な発想を取り入れるように、例えば子どもが「ごっこ遊び」ができるように、布や手提

げ袋、ままごと、ブロックなどを準備し、それを使って遊ぶことを支援しています。さらに、「お店屋さん

ごっこ」では、子どもたちの意見で「銀行」を作って手製の「お金」を使うようにしたり、「お菓子屋さん」

では廃材等でオーブンを作り、お菓子を焼いて出す真似をしたりしています。4、5歳児の場合は自分たち

でルールを考えながらトランプやカード、鬼ごっこなどの遊びを自由にしているのを、保育士は見守ってい

ます。 

 給食のときでも、食べるのが遅い子どもには無理して終わらせるのではなく、自分のペースで食べられる

ようにし、嫌いなものは無理せず「一口だけでも食べてみようか」と声をかけて励ましています。 

 子ども同士のいさかいが生じたときには、それぞれの言い分をよく聞いて、それによって相手がどのよう

な気持ちになるかを考えさせるように丁寧に対応しています。 

 

【2】保護者と積極的にコミュニケーションをとり、信頼関係を築いています 

保護者の活動が活発です。正式な保護者会は組織されていませんが、各クラスの保護者は園の運営に積極

的に参加しています。夕涼み会、餅つき大会など各種イベントは保護者主導で行われており、多くの保護者

が参加しています。そのような機会に園長や職員は積極的にコミュニケーションをとっていて、保護者の要

望や意見を聞くようにしています。また、イベントを行った後に保護者からアンケートをとり、そのイベン

トに対する意見を求めています。さらに、そのアンケートの結果はそのまま園内に掲示して、保護者にフィ
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ードバックをしています。すぐれた情報公開といえます。 

アンケートはイベント直後だけでなく、年度末にも保護者に対して行われています。これは園に対する全

体的な評価を求めるものです。保護者からの要望、意見は常に受け付けようとする姿勢があります。 

このように保護者との間で積極的なコミュニケーションをとっていることもあって、園に対する信頼度は

高いものがあります。今回の第三者評価の利用者（園児）家族アンケートについては、回収率が 8 割弱に

達した上で、園に対する総合満足度（「満足」＋「どちらかといえば満足」）が98.1％と、高い評価が得ら

れています。 

 

【3】職員が自分の目標を設定して、期末には振り返る仕組みが機能しています 

全職員は、Dｏ-CAPシートと呼ばれる業務管理・評価シートを用いて、目標の設定と振り返りを行って

います。園から与えられるのではなく、自分自身で目標を設定し、外部の研修、内部の勉強会などに参加す

ることで、スキルアップを図っていくものです。半年で目標設定→実行→振り返りというサイクルが決めら

れています。3月、9月には自分自身でその達成度を評価し、さらに園長との面談で達成度を確認する仕組

みとなっています。このように園で決められた仕組みにより、職員は自分自身でそれぞれのスキルアップを

図っていくことができます。 

さらに現在、運営法人本部を中心として職種・職階別に目標とする職員像とそれぞれに必要とする技術・

資格・知識を明確にした、改訂版の人材育成計画が作成中です。これが完成すると、個々の職員が必要とす

る技術や知識が明らかになり、職員の動機づけが高まるものと期待されます。 

 

 

●独自に取り組んでいる点 

外部の専門家の力を活用しています 

保護者からの要望もありますが、保育園として就学に向けての取り組みを行っています。3、4、5 歳児

のそれぞれのクラスを対象とした運動教室は月に 2回実施しており、スイミングおよび幼児学習は 5 歳児

を対象として毎月1回、英語リトミックでは遊びながら英語に触れる機会を月に１回取り入れています。 

通常の保育の中にこうした専門的な指導を受ける時間を作っています。これらは、外部の専門的な技術や

知識を持っている個人や組織に依頼して行っており、外部の資源を活用して保育の枠を広げようとしていま

す。 

 

 

●今後の取り組みが期待される点 

保育園としての自己評価の充実 

園としての強みや弱み、今後の課題を分析した上で、「事業報告」という保護者向けの分かりやすい資料

を作成し、配布しています。しかし、期初に立てた事業計画や目標に比較してどうであったかなど、評価基

準に基づいた園としての自己評価はなされていません。 

職員それぞれの目標設定と自己評価はできていますので、この結果をお互いに話し合って園全体に生かし

ていくことも含めて、園としての自己評価の充実が期待されます。 
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 分類別評価結果  

「ひょう太」 3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

横浜市の評価基準に基づいて、各評価分類は１～６つの評価項目によって構成され、評価項目の評価結果によ

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育課程等の作成 

(1) 保育の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものになってお

り、全職員が理解し、実践してい

るか。 

(2) 保育課程は、保育の基本方針に基

づき、子どもの最善の利益を第一

義にして作成されているか。 

(3) 日常の保育を通して子どもの意

見や意思を汲み取る努力をし、指

導計画に反映させているか。 

・保育理念は運営法人共通で「その子らしさを大切に、その人らしさを求

めて」となっています。それに基づき、保育方針を「生きる力を育む」

とし、具体的な園のモットーとしては園名の J-KIDS（J-キッズ）の頭

文字をとって、J「自分を大切に」、K「心やさしく」、I「いっぱいの笑

顔で」、D「ドーナツみたいな輪（和）を広げ」、S「すくすくみんなでと

も育ち」としています。こうすることによって、職員は、園のモットー

をいつでも理解して実践することができています。 

・保育課程の作成にあたっては、保育理念、園のモットーを基本として、

「一人一人の子どもの心を受け止め、共感し、適切な援助をしていく」

を初めとして「落ち着いて話が聞ける姿勢を、成長と共に自然と身に着

けていける環境を整えていく」といった保育姿勢を明示しており、子ど

もの最善の利益を第一に作成しています。 

・日々の保育の中で、保育士は子どもの態度、表情を注意深く見守りつつ

子どもの話を丁寧に聞き、これらをもとに指導計画を作成しています。

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

(1) 入園前や入園後すぐに子どもの

発達状況や課題を把握している

か。 

(2) 新入園児受け入れ時の配慮を十

分しているか。 

(3) 子どもの発達や状況に応じて指

導計画を作成しているか。 

・入園時の保護者との個人面談や提出書類などにより、子どもの課題や健

康状態、保護者の保育に対する要望を把握しています。 

・新入園時のならし保育は保護者の希望を取り入れて受け入れています。

さらに 0、1 歳児の場合、個別の主担当保育士を決めています。また、

それまでに家庭での心理的拠り所となっていたガーゼやぬいぐるみなど

の持ち込みを認めていて、新入園時の不安を取り除くように配慮してい

ます。 

・月間指導計画は、子どもの発達状況を反映しており、前期の振り返りを

行いながら次期の指導計画を作成しています。 
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Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

(1) 子どもが快適に過ごせるような

環境（清潔さ、採光、換気、照明

等）への配慮がなされているか。 

(2) 沐浴設備、温水シャワーなど体を

清潔にできる設備があるか。 

(3) 子どもの発達に応じた環境が確

保されているか。 

・どの保育室も窓を大きくとり、ベランダに面していることから陽光を十

分取り入れられる構造となっています。 

・保育室は床暖房となっており、空気清浄機も設置されているなど、室内

は快適な保育空間となっています。 

・沐浴設備が設置されており、また温水シャワー設備も備えられています。

・0歳児と1歳児は同じ保育室を使用していますが、保育士がそれぞれグ

ループ分けを行って小集団保育を行っています。3、４、５歳の幼児の

場合は、活動内容によっては部屋の仕切りをとって大きなスペースを作

り出して、運動や遊びをのびのびとできるように工夫しています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人ひとりの状況に応じ

て保育目標を設定し、それに応じ

た個別指導計画を作成している

か。 

(2) 子ども一人ひとりの発達の過程

に応じた対応をし、その記録があ

るか。 

・０、１、２歳児に関しては子ども一人一人について月間個別指導計画が

作成されています。前の月の振り返りと同時にその月にこのようになっ

てほしいという目標が設定されています。 

・さらに、指導計画のシートには健康、食事、などの領域別の毎日の状況

を記入できるようになっており、これが振り返りの時に参考にされてい

ます。 

・子ども一人一人について児童票が作成されており、生活、遊び、その他

の領域について記録されています。また、健康記録は月次の身長、体重

などが記録されて、個別のファイルが作成されています。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報が

職員間で共有化されているか。 

(2) 障害児保育のための環境整備、保

育内容の配慮を行っているか。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

(4) アレルギー疾患のある子どもへ

の適切な対応ができているか。 

(5) 外国籍や帰国子女など、文化の異

なる子どもに対して適切な配慮

がされているか。 

・特に配慮を要する子どもに関しては、ケース会議で話し合われ、指導計

画が作成されています。また、横浜市東部地域療育センターと連携する

中で最新の情報を入手しており、これを職員間で共有しています。 

・園はビルの4階にありますが、4階まではエレベーターがあり、また一

つのフロアのためバリアフリーとなっています。 

・配慮を要する子どもについては、職員がついて保護者に助言をし、個別

指導計画も作られています。 

・虐待防止のマニュアルが作成されており、虐待に対して全職員が気を配

って保育しています。 

・園には虐待発見チェックシートが用意されています。虐待が疑われる場

合は主任や園長に相談し、児童相談所に連絡して対応してもらう体制が

あります。 

・アレルギーに関しては、入園時に主治医からの指示書を提出してもらっ

て対応しています。その指示書に基づき、除去すべき食材を保護者とと

もに確認しています。その後、アレルギーに関する状況が変化した場合

には、保護者と情報共有の上、対処の方法を変更しています。また、食

事提供の際には、専用のトレーを使用し、ラップをかけ、色分けしたシ
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ールを張って間違いのないように配慮しています。 

・文化の異なる子どもが3人いますが、生活習慣などの違いは尊重してい

ます。子どもたちには、文化や生活の違いを説明し、理解できるように

配慮しています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

(1) 保護者がサービスについての要

望や苦情を訴えやすい仕組みに

なっているか。 

(2) 要望や苦情等を受けて、迅速に対

応できる仕組みになっているか。 

・エレベータホール（保育園の入り口）や保育室に、苦情や意見の申し立

て方法について掲示があり、意見箱が置かれていますが、多くは職員が

朝晩の日常的な保護者とのコミュニケーションから直接意見を聞き出す

ようにしています。 

・運動会などの行事のときに、行事に対する意見や要望などをアンケート

によって聞き出しています。さらに、その集計結果や自由回答を園内の

壁に掲示して、保護者に報告しています。また年度の終わりにも園に対

するアンケート調査を行っています。 

・入園時に配布する「ごあんない」や苦情の手続き方法の掲示物の中に、

鶴見区こども家庭支援課、横浜市福祉調整委員会、かながわ福祉サービ

ス適正化委員会などの公的機関の窓口や電話番号を掲載しています。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

(5) 遊びを通して子ども同士の関係

や保育士との関係が育つよう配

慮しているか。 

・各保育室はおもちゃ、絵本などを自由に取り出して遊べるようになって

います。おもちゃは取り出しやすいよう分類され、子どもの目線の高さ

に合わせて置いています。またおもちゃは年齢によって大きさや種類・

内容を変え、年齢に合わせた構成になっています。子どもが興味を持て

るように、0、1、2歳児クラスは押し入れの下で遊べるようにしていま

す。3、4、5歳児クラスには、机を置く場所と床にマットを敷く場所が

あり、子どもたちは好きな場所で遊んでいます。朝と夕方の時間帯や活

動の合間は自由に遊ぶ時間になっていて、子どもたちは一人で集中して

ブロックを作ったり、友達と一緒にゲームやおままごとをするなど、思

い思いに遊んでいます。 

・保育園では子どもたちの自由な発想を取り入れるようにしています。例

えば毎年恒例の｢お店屋さんごっこ｣では、子どもたちの意見で「お菓子

屋さん」「アクセサリー屋さん」「携帯ショップ」等 5 種類の店を出し、

「銀行」も作りました。また子どもたちは、ままごと、ブロックなどを

使って自由に「ごっこ遊び」をしたり、みんなでルールのある遊びをし

ています。4、5歳児はルールを自分たちで考えながらトランプやカード、

鬼ごっこなどをしています。保育士は新しい遊びを提案したり、躊躇し
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(6) 積極的な健康増進の工夫が遊び

の中でなされているか。 

ている子どもを励まして、子どもたちの遊びを支援しています。 

・園内では亀やクワガタを飼育し、トマト、キュウリ、稲などを栽培して

います。近隣の農園でいもほりもしています。また、近くのお寺や公園

に散歩行って自然に触れる機会があり、落ち葉やドングリを拾ってきて

製作活動に利用しています。子どもたちは散歩の際には近隣の住民とあ

いさつをし、5 歳児は買い物に行く機会があるなど、地域の人々と触れ

合う機会を持ちながら過ごしています。 

・3、4、5歳児保育室では折り紙や色鉛筆などの材料を準備して自由に使

えるようにし、製作途中の作品は棚に置けるようにしています。子ども

たちは自由に絵を描き、描いたものを切り取って遊びに使ったり、本を

見ながら折り紙をして遊んでいます。また子どもたちは歌いながら遊ん

だりもしています。 

・園では子どものけんかについて、危険がないように見守りながら、お互

いの気持ちを理解してそれぞれが納得できるようにしています。また場

所を変えて気持ちを落ちつけたり、子ども同士で話し合って解決を図れ

るように支援をしています。異年齢の交流は、0、1歳児、3、4歳児は

保育室を共有して多くの時間を一緒に過ごしているほか、朝・夕の時間

帯は 0、1、2 歳児、3、4、5 歳児で一緒に遊んでいます。他のクラス

と一緒に散歩に行くことがあり、大きい子どもが小さい子どもを気遣う

姿が見られます。 

・晴れた日には毎日散歩や屋外遊びを取り入れています。散歩のコースは

15種類あり、年齢に合わせて徐々に伸ばしています。散歩の行き帰りに

は 2歳児後半から、4階にある園まで階段を使用しています。紫外線対

策として散歩の際は後ろに日よけ付きの帽子をかぶり、夏には園庭の半

分に日よけを設置しています。園庭には鉄棒やアーチ型のうんていを設

置し、園庭遊びの時間をクラスによってずらして思いきり遊べる時間を

作っています。0、1、2歳児の保育室ではウレタンでできた階段など使

用して運動能力を高め、3、4、5歳児は月に2回外部の先生から体育指

導を受け、5歳児は月 1回外部のスイミングスクールに通っています。

運営法人の運動に関する年間指導計画や、外部指導の体育カリキュラム

があり、計画的に運動能力を高めるようにしています。 

Ⅱ－１ 保育内容[生活] 

(7) 食事を豊かに楽しむ工夫をして

いるか。 

(8) 食事の場、食材、食器等に配慮し

ているか。 

(9) 子どもの喫食状況を把握して、献

立の作成・調理の工夫に活かして

いるか。 

(10) 子どもの食生活について、家庭

・｢食事は楽しい雰囲気で｣を念頭に、給食のときは子どもの希望で嫌いな

ものや量が多いものは減らし、無理をせず｢一口だけでも食べてみよう

か｣と声かけをしています。またお代わりも準備しています。0歳児の授

乳は抱っこをして、食事介助は子どものペースを見ながら行い、食べら

れる子どもには手づかみやスプーンに乗せたものを自分で食べるよう勧

めています。調理保育を毎月行い、収穫したトマトでケッチャップを作

り夕涼み会のフランクフルトに添えたり、大豆から味噌を作り冬の餅つ

き会で餅と一緒に食べたりし、1 歳児はもやしを折ったりキャベツをち
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と連携しているか。 

(11) 午睡・休息は発達や日々の子ど

もの状況に応じて対応している

か。 

(12) 排泄は個人差があることを十分

に配慮して対応しているか。 

ぎるなど、年齢に合わせた活動をしています。園の玄関には明日使う野

菜を展示し、野菜本来の形が分かるようにしています。 

・季節感のある献立になるよう旬の食材を使い、行事食も取り入れていま

す。国産の食材を使い調味料もなるべく国産の物にして、手作りの安全

な給食を提供し、ご飯は 7分づき米にしています。園庭にテーブルを出

して戸外で食べたり、好きなサンドイッチを選んで食べたり、郷土料理

を月に１回取り入れて何県の食事かを地図で見せたりしています。安全

性に配慮して、食器は強化磁器、お椀や箸は木製にし、子どもの年齢に

合わせて食器の大きさや箸の長さを変えています。 

・残食の量を記録し、子どもたちの好みを把握して献立の参考にしていま

す。また家庭ではあまり食べないキノコや高野豆腐などを取り入れ、子

どもたちが少しずつ慣れるようにしています。栄養士や調理担当者は子

どもと一緒に給食を食べ、喫食状況を確認しながら子どもたちに食材の

話をしています。毎月の職員会議の際に給食会議も行い、各クラスでの

人気メニューや喫食状況について情報交換をして、献立作成に生かして

います。 

・献立は園で作成し、毎日違うメニューにしています。献立表には｢主な材

料と体の中の働き｣として食材を栄養素別に赤、緑、黄色に分けて記載し、

また調理保育や行事食、郷土料理の日は目立つように表示して、保護者

が理解しやすいようにしています。毎月給食だよりを発行し、食材や食

生活と健康との関係などの情報を掲載し、子どもたちの人気メニューの

レシピも載せています。給食をサンプル箱に置いて内容を保護者に知ら

せ、保育参観の日には試食することができます。 

・午睡の前は絵本を読み聞かせ、落ち着いた状態で眠りに入れるようにし

ています。眠れない子どもは背中を優しくたたいたり抱っこをし、眠く

ない子どもには静かに過ごすよう勧めています。午睡の時間はカーテン

を閉めて温湿度にも配慮し、心地よく眠れる環境にしています。乳幼児

突然死症候群への対策として呼吸チェックをし、健康状態が気になる子

どもは保育士のそばに寝かせて気を付けています。年長児は就学に向け

て 1月から午睡をやめ、その時間を製作や読書にあてたり、他の保育室

へ行き起きている子どもに絵本を読んだりします。 

・0、1、2歳児は毎日排泄チェックを行い、排泄のリズムを把握していま

す。子どもの様子から、トイレトレーニングを始められそうなら保護者

と連携を取って始め、早く始めることを望む保護者には、発達に応じて

進めていくよう話をしています。失敗をした際はお湯で絞ったタオルを

使用して個室で着替えを行い、優しく声かけをしています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実施

されているか。 

(2) 健康診断・歯科健診の結果を保育

・「保健衛生マニュアル」により健康管理が行われ、非常勤職員にもマニュ

アルの内容について知らせるとともに、どの時間帯にも正規職員が入る

ようにして子どもの健康状態に気を付けています。既往症については入
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に反映させているか。 

(3) 感染症等への対応に関するマニ

ュアルがあり、保護者にも徹底し

ているか。 

園時に把握し、職員会議や健康台帳で情報を共有しています。健康台帳

は事務室で保管していつでも確認できるようにし、クラスに子どもたち

の健康についての留意点をまとめた「健康一覧表」を置いて緊急時に備

えています。園での子どもの健康状態に変化があった場合は降園時に保

護者に伝え、担任が会えない場合は職員連絡ノートへ記入して必要事項

を伝達し、保護者へ伝えるようにしています。1 歳から歯磨きを行い、

仕上げ磨きも行っています。3、4、5歳児は歯科健診の際に歯磨き指導

を行っています。 

・健康診断を年2回、歯科健診を年1回実施し、この結果を健康台帳にと

じるとともに、保護者に手渡して知らせています。事前に保護者から子

どもの健康状態の気になる点について連絡をもらい、健診の際に嘱託医

から回答をもらって保護者に伝えています。嘱託医と連携を取りってア

レルギーや熱性けいれんへの対応を行い、また感染症についての情報を

もらっています。 

・感染症に関するマニュアルには症状や対応、登園停止基準等が記載され

ています。また入園の案内に登園停止基準や潜伏期間、症状の一覧表を

入れ、入園時や保護者会で説明しています。体温が規定以上の場合は保

護者に速やかにお迎えをお願いして、保護者が来るまでは事務所の奥で

静かに過ごすようにしています。感染症が発生した場合は園の玄関に貼

り紙をし、保護者へ注意喚起をしています。感染症に関する最新情報は

行政や嘱託医から得て職員に周知しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生管理のマニュアルに清掃の方法、頻度等を記載しています。マニュ

アルの見直しは年度末の職員会議で行い、全職員で読み合わせをして確

認を行っています。各保育室、事務室、トイレなどに清掃チェック表を

置き、清掃終了の確認を行っています。毎朝各クラスでペットボトルに

塩素溶液を作って常時使えるようにし、清掃・消毒に使用しています。

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(6) 事故や怪我の発生時および事後

の対応体制が確立しているか。 

(7) 外部からの侵入に対する対応策

が整備されているか。 

・安全管理に関するマニュアルがあります。地震を想定して棚に転倒防止

用品を取りつけ、重いものは高いところに置かないようにしています。

緊急連絡先をまとめて事務所に置いて緊急時に備え、一斉メール送信サ

ービスも利用して連絡するようにしています。毎月避難訓練を火事、地

震、津波等を想定して行い、引き取り訓練も行っています。園内にＡＥ

Ｄが設置され、救急救命法を非常勤職員も身に付けています。 

・事故やけがの発生時に備えて、事務室に必要な連絡先がファイルまたは

掲示されています。「施設内・園庭安全チェックリスト」により定期的に

園内の安全点検を行っています。子どものけがについては軽傷でも園長、

主任に報告し、保護者には降園時に状況や処置内容を説明しています。

また「ヒヤリハット・アクシデントレポート」に記録し、職員会議等で
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全職員に周知し検討しています。 

・外部からの侵入者に対しては、入口に電子錠を設置しモニターで確認後

に開錠しています。また園の入り口や駐車場に監視カメラがあり、ビル

の防災センターで常に確認しています。不審者等に対する合言葉を決め、

緊急時は警察や防災センターに連絡をする体制になっています。また年

1 回不審者対応訓練を行っています。不審者情報は区や近隣小学校から

寄せられ、その際は保護者にも掲示や声かけで情報を提供しています。

防災センターからも、監視カメラのモニターで不審な車や人を確認した

場合は直接連絡が入るようになっています 

 

【さらに望まれる点】 

・毎月避難訓練を行っていますが、地域の避難場所への誘導は行っていま

せん。広域火災などにも対応できるよう、避難場所等への誘導訓練の実

施が望まれます。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

(1) 保育中の子どもの呼び方や叱り

方などで、子どもの人格尊重を意

識しているか。 

(2) 必要に応じてプライバシーが守

れる空間を確保できるような工

夫がされているか。 

(3) 個人情報の取り扱いや守秘義務

について、職員等に周知している

か。 

(4) 性差への先入観による役割分業

意識を植え付けないよう配慮し

ているか。 

・保育士は子どもを呼び捨てにせず、せかしたり強制したりすることなく、

慌てずに行動するように穏やかな言葉で伝えています。保育士は子ども

の話を聞き、気持ちをくみ取って慰めたり励ましたり褒めたりし、子ど

も同士のけんかの際は、双方が納得できるよう話を聞きながら仲立ちを

しています。子どもの人格を尊重し、自尊心を傷つけないよう配慮する

ことは、新人研修や年度初めの職員会議で確認し、気になるときは職員

間で話をするようにしています。 

・必要に応じてプライバシーが守れるよう、押し入れの下や部屋のすみ等

の狭い場所や、大型ブロックで作ったスペースを活用し、視線を気にせ

ず過ごせるようにしています。また静かに事務室で絵本を読んだり、育

児支援室で気持ちが落ち着くまで過ごしたり、子どもと保育士がゆっく

り話し合うことができるようにしています。 

・業務マニュアルに守秘義務の意義や目的について記載し、職員・非常勤

職員に配布して周知しています。また個人情報マニュアルを作成し、個

人情報の取り扱いについて職員に周知しています。個人的なことについ

ての問い合わせには応じていません。保護者へ個人情報の取り扱いにつ

いて入園時に説明し、ブログでの写真についても掲載の可否を確認して

います。個人情報に属する記録とパソコンは、退園時に事務室内の鍵付

きの棚に片付けて施錠し、さらに事務室の鍵もかけています。個人情報

が記載された書類の持ち帰りを禁止し、破棄する場合はシュレッダーに

かけています。 

・園では遊びや行事の役割、持ち物、服装を性別で区別せず、子どもたち

は性別に関係なくおままごとや車など好きなもので遊んでいます。また

行事の際は子どもの希望によりチーム作りをするほか、順番、グループ

分け、整列なども子どもの好きなようにしています。性差で区別をしな
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いことは基本的なこととの考えのもと、性差による固定観念で保育をし

ないよう、また子どもや保護者に対して父親、母親の役割を固定的にと

らえた話し方は行わないよう職員間で気を付けています。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行って

いるか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

・入園時説明会や進級時の保護者懇談会で保育の基本方針やクラスの目標、

年間指導計画について説明し、4 月の園だよりに保育目標を分かりやす

く記載しています。各クラスに運営法人の理念・目標を掲示し、入園時

に配布する園のしおりに運営法人の理念、園のモットー、モットーに込

められた思い、保育目標を記載し、園の基本方針を伝えています。ホー

ムページに法人理念を載せています。 

・送迎時にその日の子どもの様子を伝え、担任が対応できない場合は職員

連絡ノートを使って確実に伝わるようにしています。0、1、2歳児は毎

日個人の連絡帳を使用し、3 歳になった段階で連絡帳の使用は希望者の

みにして、毎日の登降園時に情報交換を行っています。保育参観は予約

の上随時行い、参観後に個人面談を実施しているほか、面談は保護者か

らの希望があれば随時担任や園長が対応しています。 

・保護者の相談はプライバシーに配慮して会議室で行い、面談中は扉を閉

めて「面談中」のプレートをかけています。相談を受けた職員は、内容

によっては主任や園長と相談の上回答しています。 

・毎月園だより、クラスだよりを出して、月の予定や前月の子どもたちの

様子などを伝えています。3、4、5歳児クラスでは週案を掲示し、ホワ

イトボードに当日の活動内容を書いています。保護者懇談会を年2回、

実施し、4 月の懇談会では各クラスで年間指導計画を分かりやすく説明

し、2月の懇談会では写真を展示して子どもたちの1日の様子を伝え、

また自由に話せる時間を作って保護者の親睦も図っています。園のブロ

グでも子どもたちの日常の様子を写真を使って丁寧に伝え、更新は随時

行われています。保護者懇談会に欠席した保護者には、議事録を配布し

説明を行っています。 

・保育参観は随時受け付けています。年間予定表と保育参観のお知らせを

年度初めに出し、保護者の都合に合わせて参観するよう呼びかけていま

す。 

・保護者会はありませんが、夕涼み会、餅つき会を保護者の主導で行うな

ど、保護者の集まりと園とは連携をとっています。 
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評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 

(1) 地域の子育て支援ニーズを把握

するための取り組みを行ってい

るか。 

(2) 地域の子育て支援ニーズに応じ

て施設の専門性を活かしたサー

ビスを提供しているか。 

・地域の子育て支援ニーズは、園で行われている交流保育や園庭開放、講

習会の際に、来園者から話を聞いたりアンケートを取って把握していま

す。また、地域の保護者と子どもに遊びを提供し育児相談を行う「さく

らんぼの会」に保育士を派遣し、地域のニーズを把握しています。園長

会や「鶴見中央地区子育て支援イベント」についての話し合いでもニー

ズの把握や検討を行っています。 

・園では、育児支援事業として交流保育、園庭開放、子育てに関する講習

会を行っています。交流保育では半日の体験保育を月に 2回行うほか、

園のお誕生会や、クリスマス・節分など季節の行事にも参加できます。

子育てに関する講習会として「トイレトレーニング」「離乳食試食体験」

「ベビーマッサージ」を行い、保育士や栄養士が講師になって保護者か

らの相談も受けています。園は鶴見区の「マイ保育園」事業に参加し、

地域住民の登録を受け付け、登録した保護者には育児支援事業の日程や

園の行事等を知らせています。 

Ⅲ－２ 保育園の専門性を活かした相談機能 

(1) 地域住民への情報提供や育児相

談に応じているか。 

(2) 相談内容に応じて関係諸機関・団

体との連携ができる体制になっ

ているか。 

・園の入り口にある掲示スペースに「園だより」「子育て支援だより」を掲

示し、情報提供をしています。「子育て支援だより」は年4回発行し、交

流保育やお誕生会の日程、参加できる園の行事などを伝え、育児相談が

できることも伝えています。育児相談は毎週水曜日の午前中に実施して

います。相談は予約制とし、主任または相談内容に応じて担任等が答え

ることになっています。毎月地域の町内会で園だよりを回覧してもらい、

情報提供を図っています。 

・鶴見区役所、東部地域療育センター、近隣医療機関等をリスト化し、事

務所や保育室にファイルしたり掲示をしていて、相談内容に応じて関係

機関と連携が取れるようになっています。関係機関との連携担当者は園

長で、区の担当者、療育センターとは日常的に交流があり、園には療育

センターの巡回も来ているため、必要に応じて専門家につなげられる体

制になっています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園庭開放や育児相談を受け入れていますが、実際に利用する人数は少な

いものとなっています。さらなる地域への周知が望まれます。 
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評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 
 

(1) 保育園に対する理解促進のため

の取り組みを行っているか。 

(2) 子どもと地域との交流により、子

どもの生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

・園では地域の人に、運動会での未就園児の徒競走や、園での七夕会、ク

リスマス、節分等の季節行事、園で開催する人形劇や鶴見図書館による

絵本の読み聞かせ等に参加を呼びかけ、喜ばれています。幼保小連携事

業では、小学校の教員とスムーズな就学に向けて検討しています。小学

校とは、運動会を小学校の校庭を借りて行い、5 歳児が小学校を訪問し

て学校探検や給食体験を行うなどのつながりを持ち、中学校とも中学生

の職業体験を受け入れています。園のＡＥＤを一般の方にも貸し出せる

ように掲示し、近隣の保育園にいすやマットの貸し出し等を行っていま

す。 

・散歩の際に近隣の寺や神社に行ったり、図書館へ行って好きな本を借り

るなど地域の文化施設を活用しています。また散歩の際には近所の人と

あいさつをし、5 歳児は近所のお店へ買い物に行く機会があるなど、子

どもたちは地域と交流を持っています。姉妹園とは互いに訪問し合い、

いも掘りにも一緒に行くなどの交流があり、また5歳児は他の保育園と

のドッジボール大会に参加して交流を持っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域の町内会やボランティアグループと協力して行事を行うには至って

いません。地域との良好な関係を構築し園に対する理解を促進するため

に検討が期待されます。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 
 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園の内容を伝えるパンフレットを作成してイベントで配布し、区役所に

も置いています。園のホームページで園の概要等を伝え、また園のブロ

グでは園での保育の様子を写真入りで分かりやすく伝えています。ブロ

グは月に数回更新しています。市や区のホームページにも情報を提供し

ています。園のパンフレットには運営法人理念や園のモットーとともに

職員構成、クラス編成、園での1日の流れ、年間行事や育児支援につい

て知らせ、また園のホームページには保育時間および特別延長時間の保

育料等を記載し、園への問い合わせとして電話番号やメールアドレスを

載せています。 

・利用希望者からの問い合わせには園長、主任、事務員が対応にあたり、

入園の案内を常備して伝えています。希望者が見学できることは問い合

わせの際に口頭で伝えています。見学者には園の入園の案内に沿って持

ち物等について説明し、保育室や乳児の食事風景なども可能であれば見
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学してもらっています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園の見学は水曜の午前中に行っており、利用者の自由な希望には応えて

いないため、検討が望まれます。 

Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

(1) ボランティアの受け入れや育成

を積極的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・主に中高生の職業ボランティアを対象にしたボランティアの受け入れマ

ニュアルがあり、保育園の仕事や子どもたちとの接し方、注意事項等に

ついて書かれています。毎年近隣の中学校から職業体験を受け入れてい

ます。ボランティアについては職員には職員会議で、保護者には園だよ

りで知らせています。受け入れと育成は主任が担当し、マニュアルの内

容についてオリエンテーションで説明しています。ボランティア終了後

に反省会を行い、意見や感想を聞いています。 

・実習受け入れのマニュアルがあり、守秘義務を含めた実習の基本的な考

え方や園の方針等が記載されています。受け入れにあたり、職員には職

員会議で、保護者には園だよりで知らせています。受け入れ担当者は園

長・主任であり、受け入れ時の記録が整理されています。実習生の希望

により7時から20時までの希望の時間帯で実習できるようにし、土曜

保育でも可能です。担当するクラスは実習生の希望を聞いています。実

習生とは毎日ミーティングを行って意見交換をし、運動会の踊りなどに

ついて意見をもらったことがあります。 

 

 

 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・職員の経験年数などを勘案して人材を補充しており、また職員個々の人

材育成計画が策定されています。 

・研修計画いついては施設長が担当し、職員との面接によりそのニーズに

対応した研修計画を策定しており、園内の研修はケース会議と並行して

ほぼ毎月実施しています。 

・外部の研修は、横浜市、鶴見区などの研修以外にも、横浜女子短期大学

保育センターが主催する研修を、毎年計画を立てて職員は受講していま

す。研修を受けたものは、必ず研修レポートを作成しており、非常勤職

員も含めて、これらの報告を見ることができるようになっています。 
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Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

でいるか。 

(2) 保育士等が保育や業務の計画及

び記録を通してみずからの実践

を振り返り、改善に努める仕組み

があるか。 

(3) 保育士等の自己評価を踏まえ、保

育所としての自己評価を行って

いるか。 

・個々の職員ごとに、自分の目標を作成し、実行して、期末には振り返り

を行う自己評価表が作成されています。園長・主任は年に2回、このシ

ートに基づき面接をしており、一人一人のスキル段階に合わせた目標設

定や課題に取り組む仕組みとなっています。 

・保育士は日常の業務の中で担当する子どもの状況を把握して、週案や月

案に反映させおり、さらに週案や月案は期ごとに振り返りが行われてお

り、次期の計画作成に反映されています。 

・保育園として、保護者向けに年度を振り返った「事業報告」を作成して

おり、保護者に配布しています。これには「自園の強み」「自園の弱み」

「独自性を持った今後の取り組み」を分かりやすくまとめており、保育

園の課題も表現されています。 

 

【さらに望まれる点】 

・保育士は自己評価を行っていますが、それについて保育士同士で、お互

いに話し合うことはしていません。今後、お互いの話し合いを通じて、

園の課題を明らかにしていくことが望まれます。 

・簡易な自己評価である「事業報告」はありますが、園の理念・方針、保

育課程等を踏まえ、あらかじめ決められた評価基準に沿った上での園と

しての自己評価はなされていません。検討が望まれます。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

・職員の配置は、それぞれの経験、能力に応じて組み合わせています。現

場では、職員に権限が与えられ、やりがいを引き出しています。 

・職員には、年2回の園長・主任による面談があり、やりがいや満足度に

ついても話し合われています。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 
 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境に

配慮しているか。 

・職員業務マニュアル、および就業規則、個人情報保護マニュアル等を作

成し、規範や倫理規定を守るように職員に周知しています。 

・紙を無駄に使わないように裏紙を使ったり、牛乳パックの空き箱、ペッ

トボトルを教材に使うなど、リサイクルのための取り組みを現場では行

っています。さらに、・床暖房や照明はこまめに調整して、省エネルギー

にも取り組んでいます。 
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【課題・望まれる点】 

・環境に関する取り組みを明文化した手順書やマニュアルは作成されてい

ません。今後、徹底する意味からもマニュアルや文書の作成が望まれま

す。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

(1) 保育園の理念や基本方針等につ

いて職員に周知されているか。 

(2) 重要な意思決定にあたり、関係職

員・保護者等から情報・意見を集

めたり説明しているか。 

(3) 主任クラスの職員がスーパーバ

イザーとしての役割を果たして

いるか。 

・年度初めの職員会議では園の理念・基本方針を再確認しています。さら

に、年2回の職員面談で、園長は理念の理解の度合いを確認しています。

・職員会議などで、園長は重要な意思決定について経緯、理由などを説明

しています。 

・主任はクラス会議等に出席し、常に業務状況を把握する仕組みがありま

す。さらに、職員が休んだときには補助として現場に入り、現場の状況

も把握しています。また、職員が困ったり、行き詰ったときなどには主

任に助言や意見を求めており、職員からは信頼されています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 保育園運営に関して、中長期的な

計画や目標を策定しているか。 

・園長は、横浜市や鶴見区の認可保育園園長会、私立保育園園長会などに

参加して、事業運営に影響のある情報を収集しています。 

・運営法人本部で中期的な経営の方向性を示した計画を策定しています。

また、本部では中・長期的な計画を検討するために、「未来創造委員会」

を設置しています。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2014年 11月 4日～11月 18日 

●実施方法   

① 保育園から全園児の保護者に直接配付（手渡し）し、回答を依頼。 

② 各保護者より、同封の返送用封筒で、評価機関あてに無記名で返送。 

●回収率    

78.8% （66枚配付、52枚回収） 

 

※文中の「満足」「満足度」は、「満足」・「どちらかといえば満足」の回答を合計した数値、 

「不満」は、「不満」・「どちらかといえば不満」の回答を合計した数値です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・園の保育目標や保育方針については、「知っている」と「まあ知っている」の割合は 73.0％と、ほぼ 4 分

の３を占めています。その中で「賛同できる」が 84.2％と 8 割を超えており、これに「まあ賛同できる」

を合わせると、実に97.4％とほとんどが肯定的な回答となっています。 

・日常の保育内容で、「遊び」については「クラスの活動や遊びについて」という質問で98.0％の満足度、「園

のおもちゃや教材について」では100%の満足度と、とくに高い評価でした。 

・「生活」については「給食の献立内容について」と「基本的生活習慣（衣類の着脱、手洗いなど）の自立に

向けての取り組みについて」で98.0％と極めて高い満足度でした。 

・快適さや安全対策などについて、4項目とも90％を超える満足度でした。 

・園と保護者との連携・協力に関しては、「お子さんに関する重要な情報の連絡体制について」「保護者からの

相談事への対応について」「開所時間内であれば柔軟に対応してくれるなどの対応」については、94.2％と

高い満足度でした。これに対して「保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの機会について」「送り迎

えの際のお子さんの様子に関する情報交換について」では80.6％と 8割の満足度でした。 

・総合的な満足度では、「満足」が71.2％、「どちらかといえば満足」が26.9％で、合わせると98.1％と極

めて高い満足度でした。 

・自由回答では、「先生方がいつも子どもたちや私たち保護者のために尽力していただけていることに本当に

感謝しております」という感謝の意見がある一方、「幼児クラスになってから「今日も元気でした」だけな

ので、園での様子がよくわからない」といった不満も出されています。さらに、「年1 回くらいでいいので

遠足や運動会といった行事だけではなく“親子”で作品を一緒に作ったりできればよい」などという要望も

出されていました。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度は、「日常の保育内容（生活）」が97.2％、「職員の対応」が96.4％と、とくに高い

割合でしたが、全項目とも90%を超え、総じて満足度が高い結果となっています。 

・相関分析のデータからは、「クラスの活動や遊びについて」「基本的生活習慣（衣類の着脱、手洗いなど）の

自立に向けての取り組みについて」「費用やきまりに関する説明について」などの設問の結果が、保育園の

総合的評価に大きく影響を及ぼしていることが読み取れます。 



■ 保育園の基本理念や基本⽅針について

問１ 保育園の保育⽬標や保育⽅針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた⽅への付問

付問1 その保育⽬標や保育⽅針は賛同できるものだと思いますか

利⽤者（園児）家族アンケート 集計結果・分析

よく

知っている

19.2%

まあ知っている

53.8%

どちらとも

⾔えない

13.5%

あまり知らない

11.5%

まったく

知らない

1.9%

賛同できる

84.2%

まあ

賛同できる

13.2%

どちらとも

⾔えない

2.6%
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■ 保育園のサービス内容について （%）

問２ ⼊園時の状況について 満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

⾒学の受け⼊れについて 55.8 21.2 5.8 1.9 15.4 0.0
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

53.8 34.6 3.8 0.0 5.8 1.9

園の⽬標や⽅針についての説明には 53.8 42.3 0.0 0.0 3.8 0.0
⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様⼦
や⽣育歴などを聞く対応には

63.5 36.5 0.0 0.0 0.0 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

48.1 44.2 7.7 0.0 0.0 0.0

費⽤やきまりに関する説明については
（⼊園後に⾷い違いがなかったかなど
も含めて）

59.6 34.6 3.8 1.9 0.0 0.0

（%）

問３ 年間の計画について 満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明には 57.7 32.7 3.8 1.9 3.8 0.0
年間の保育や⾏事に、保護者の要望が
活かされているかについては

44.2 44.2 5.8 0.0 5.8 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

⾒学の受け⼊れについて

⼊園前の⾒学や説明など、園からの

情報提供については

園の⽬標や⽅針についての説明には

⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様

⼦や⽣育歴などを聞く対応には

保育園での１⽇の過ごし⽅について

の説明には
費⽤やきまりに関する説明について

は（⼊園後に⾷い違いがなかったか

なども含めて）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明に

は

年間の保育や⾏事に、保護者の要望

が活かされているかについては
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問４ ⽇常の保育内容について

●「遊び」について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては
（お⼦さんが満⾜しているかなど）

61.5 36.5 1.9 0.0 0.0 0.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

67.3 23.1 9.6 0.0 0.0 0.0

園のおもちゃや教材については
（お⼦さんが⾃由に使えるように置い
てあるか、年齢にふさわしいかなど）

67.3 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0

⾃然に触れたり地域に関わるなどの、
園外活動については

55.8 34.6 9.6 0.0 0.0 0.0

遊びを通じて友だちや保育者との関わ
りが⼗分もてているかについては

57.7 28.8 7.7 0.0 5.8 0.0

遊びを通じたお⼦さんの健康づくりへ
の取り組みについては

50.0 44.2 0.0 0.0 5.8 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては

（お⼦さんが満⾜しているかなど）

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているか

については

園のおもちゃや教材については（お

⼦さんが⾃由に使えるように置いて

あるか、年齢にふさわしいかなど）

⾃然に触れたり地域に関わるなど

の、園外活動については

遊びを通じて友だちや保育者との関

わりが⼗分もてているかについては

遊びを通じたお⼦さんの健康づくり

への取り組みについては
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●「⽣活」について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

給⾷の献⽴内容については 75.0 23.1 0.0 0.0 1.9 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

75.0 17.3 5.8 0.0 1.9 0.0

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗い
など）の⾃⽴に向けての取り組みにつ
いては

69.2 28.8 0.0 0.0 1.9 0.0

昼寝や休憩がお⼦さんの状況に応じて
対応されているかなどについては

59.6 30.8 1.9 0.0 7.7 0.0

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お⼦
さんの成⻑に合わせて柔軟に進めてい
るかについては

59.6 26.9 1.9 0.0 11.5 0.0

お⼦さんの体調への気配りについては 71.2 23.1 1.9 0.0 3.8 0.0
保育中にあったケガに関する保護者へ
の説明やその後の対応には

59.6 32.7 7.7 0.0 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

給⾷の献⽴内容については

お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかに

ついては

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗

いなど）の⾃⽴に向けての取り組み

については

昼寝や休憩がお⼦さんの状況に応じ

て対応されているかなどについては

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お

⼦さんの成⻑に合わせて柔軟に進め

ているかについては

お⼦さんの体調への気配りについて

は

保育中にあったケガに関する保護者

への説明やその後の対応には
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問５ 快適さや安全対策などについて
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

施設設備については 46.2 44.2 7.7 1.9 0.0 0.0
お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰囲気
になっているかについては

46.2 46.2 5.8 0.0 1.9 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

59.6 34.6 3.8 0.0 1.9 0.0

感染症の発⽣状況や注意事項などの情
報提供については

55.8 38.5 3.8 1.9 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

施設設備については

お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰

囲気になっているかについては

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策

については

感染症の発⽣状況や注意事項など

の情報提供については
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問６ 園と保護者との連携・交流について
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによる話
し合いの機会については

40.4 40.4 15.4 0.0 3.8 0.0

園だよりや掲⽰による、園の様⼦や⾏
事に関する情報提供については

65.4 26.9 7.7 0.0 0.0 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

61.5 28.8 7.7 1.9 0.0 0.0

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に関す
る情報交換については

44.2 36.5 9.6 9.6 0.0 0.0

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

46.2 48.1 1.9 3.8 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 59.6 34.6 3.8 0.0 1.9 0.0
開所時間内であれば柔軟に対応してく
れるなど、残業などで迎えが遅くなる
場合の対応には

67.3 26.9 0.0 0.0 5.8 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによ

る話し合いの機会については

園だよりや掲⽰による、園の様⼦

や⾏事に関する情報提供について

は
園の⾏事の開催⽇や時間帯への配

慮については

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に

関する情報交換については

お⼦さんに関する重要な情報の連

絡体制については

保護者からの相談事への対応には

開所時間内であれば柔軟に対応し

てくれるなど、残業などで迎えが

遅くなる場合の対応には

23



問７ 職員の対応について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

あなたのお⼦さんが⼤切にされている
かについては

61.5 36.5 1.9 0.0 0.0 0.0

あなたのお⼦さんが保育園⽣活を楽し
んでいるかについては

67.3 28.8 1.9 0.0 1.9 0.0

アレルギーのあるお⼦さんや障害のあ
るお⼦さんへの配慮については

48.1 34.6 0.0 0.0 15.4 1.9

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

57.7 32.7 7.7 1.9 0.0 0.0

意⾒や要望への対応については 53.8 32.7 3.8 0.0 7.7 1.9

問８ 保育園を総合的に評価すると

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

あなたのお⼦さんが⼤切にされてい

るかについては

あなたのお⼦さんが保育園⽣活を

楽しんでいるかについては

アレルギーのあるお⼦さんや障害

のあるお⼦さんへの配慮について

は
話しやすい雰囲気、態度であるかど

うかについては

意⾒や要望への対応については

満⾜ 71.2%

どちらかと

いえば満⾜

26.9%

どちらかと

いえば不満

1.9%
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【参考資料１：中項⽬別平均満⾜度割合】
（%）

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
問２ ⼊園時の状況について 58.6 95.5
問３ 年間の計画について 53.5 94.0
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 61.0 95.1
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 69.9 97.2
問５ 快適さや安全対策などについて 52.5 93.7
問６ 園と保護者との連携・交流について 55.9 91.1
問７ 職員の対応について 61.1 96.4

※各中項⽬は、2〜7つの⼩項⽬によって構成されており、各⼩項⽬の満⾜度割合から平均値を算出した。

※ここでの「満⾜度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項⽬（相関分析）】

相関係数
.806
.736
.707
.664
.658

※データ分析上は、上記の項⽬で「満⾜」と答えた⼈は、問8「総合的な評価」においても「満⾜」と
 回答した率が⾼い。（逆に「不満」と答えた⼈は、問8においても「不満」と回答した率が⾼い）

※上記の項⽬の満⾜度を⾼めることが、総合的な満⾜度の向上にもつながる可能性が⾼い。

問2：費⽤やきまりに関する説明については
問2：⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様⼦や⽣育歴などを聞く対応には
問4：遊びを通じて友だちや保育者との関わりが⼗分もてているかについては

 中項⽬

設問項⽬
問4：クラスの活動や遊びについては
問4：基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗いなど）の⾃⽴に向けての取り組みについては

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：1月 13日（火）、1月19日（月） 

実施方法：観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察した。 

幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞き取りを実施した。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●０歳児クラス 

0 歳児は 1 歳児と同じ保育室を使い、朝は一緒に保育士の話を聞いています。散歩に出るときにつなぎ

の服を着て出かけるのも一緒です。観察日は0、1、2歳児で公園へ散歩に行きました。歩ける子どもは歩

き、多くの子どもはカートに乗って行きます。公園では保育士に見守られながら滑り台に挑戦したり、2歳

児が遊んでいるジャングルジムの下を歩いてみたり、砂場で遊んだりしています。滑り台は一段ずつ気を付

けて上り、最初はなかなか滑れませんが保育士に声をかけてもらって滑ります。 

食事は観察時には全員離乳食を完了していて、おかずを保育士に小さくしてもらったり、ご飯をスプーン

に乗せてもらったりして、手づかみやスプーンやフォークを使い、なるべく自分で食べます。保育士は「自

分で食べるとおいしいよ」「上手に食べてるね」と声をかけながら、手伝ったり食事を勧めたりしています。 

 

●1歳児クラス 

 1 歳児は、自分でできることが増えています。食事の前に自分でエプロンのマジックテープを外した子は、

うれしそうに「できた」と言い、保育士も「上手だね」「自分でお手ても入れられるね」と声をかけていま

す。食事はほぼ自分で食べます。おむつ替えの際は自分でオムツを出し、できる子どもはズボンの脱ぎ着も

自分でしています。隣の子どもとけんかになることもあり、保育士に話を聞いてもらっています。最後に仲

直りで、保育士に勧められてお互いをぎゅっとハグすると、二人ともうれしそうな笑顔になります。 

友達関係ができてきて、自由遊びの時間に、本を読む役の子どもと読んでもらう役の子どもになって遊ん

でいたりもします。散歩に行った公園では、友達が落ち葉を投げて遊んでいるのを見て数人が寄って行き、

みんなで落ち葉で遊んでいました。 

 

●2歳児クラス 

 2 歳児は多くの子どもがトイレで排泄ができます。ジャンパーもできるところまで自分で着て、最後に保

育士に手伝ってもらいます。また 2歳児は、散歩のときは行き帰りとも階段を使います。このときは 1列

になり、手すりにつかまって気を付けて進みます。 

観察日は 1 歳児と一緒だったので、公園までは 1歳児と手をつないで歩きます。帰りには、手をつなぐ

相手の1歳児が帰る気になるまで、そばでじっと待っている2歳児の姿も見られました。 

公園では、砂場でケーキを作ったり、滑り台をしたりと自由に遊びます。この日の 1 番人気はジャング

ルジムでした。最初は 1段目、慣れてくるにつれて 2段目、3段目と登り、帰るころには一番上まで登る

子どももいました。保育士は見守りながら「登れたね、すごいね」と声をかけたり、子どもの様子について

「まだ持ち方が不安定です」と保育士同士で情報交換をして安全を図っていました。「先生、降りたい」と

の子どもからの呼びかけに、上手な降り方を教えて手伝っていました。 
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●3、４、５歳児クラス 

3、4、5 歳児は、朝は 3、4 歳児保育室で一緒に遊んでいます。8 個の机が置かれ、それぞれ折り紙を

するグループ、ぬり絵のグループ、トランプをするグループなどに分かれています。また 3 か所マットで

コーナーが作られ、異なる種類のブロックやままごとで遊んでいます。3人でぬりえを切り取った怪獣を持

ち、話をさせたり戦わせたりしている子どもたちがいます。またブロックを使い一人で集中して汽車や駅を

作っている子どもももいます。折り紙で紙飛行機を作って遊ぶ子どももたくさんいます。子どもたちは好き

な遊びを選んで、自由に遊んでいます。 

観察日は3、4、5歳児が合同で活動をする日でした。一緒に朝の会をしてから、全員で近所のお寺へ散

歩に行きます。クラスごとに 1列に並び、1階まで階段を下ります。道を歩くときは、5歳児は 3歳児と

手をつなぎ、4 歳児は 4 歳児同士で手をつなぎます。線路を渡る歩道橋の上では、通って行く電車につい

て話す子どもがいます。 

お寺につくと、花壇を区切る迷路のような通路と、大きな木の下、本堂前の階段で遊ぶことになりました。 

子どもたちは一斉に分かれて好きなところへ行きます。花壇の通路では子どもたちが走り回っています。3、

4、5歳年齢の区別なく、みんなで並んで駆けたり、保育士から逃げるように走ってみたりしています。み

んな力いっぱい走っていますが、反対回りをする子どもとぶつからないよう、上手によけています。横たわ

った丸太の上に乗って、「ぼく運転手だよ」と言っている子どももいます。また大きな木の下にはドングリ

や木の葉が落ちていて、子どもたちはそれを集めてみたり、太い木の根に登って飛んでみたりしています。

本堂前の階段の横はスロープになっていて、そこを滑り台のようにして降りてくる子どももいます。怖がっ

ている3歳児の手を持ち、すべる速さに合わせて階段を下りてあげる5歳児もいます。 

思いっきり遊んだら、持ってきた水筒の麦茶を飲んで帰ります。帰りは園のある 4 階まで階段を上りま

すが、疲れている子どももいます。もう上り終えた子どもから後から来る子どもに、「もうすぐだよ」と声

がかかります。 

園に帰ると、３、4歳児はすぐに手を洗って給食の準備をします。5歳児は園庭に残り、5歳児だけでも

う少し遊んでいました。 

 

●まとめ 

子どもたちは園内でも散歩先でも、好きなことをして自由に遊んでいます。特に散歩先では体を使い、思

いっきり遊んだり、少し難しいことにも挑戦しようとする姿が見られました。小さい子どもたちの間にも人

間関係ができていて、一緒に遊ぶのを楽しんでいました。また異年齢で過ごす時間が多いため、大きい子ど

もが自然に小さい子どもを気遣う姿が見られました。 
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認可保育園になって10年目。2回目の受審となりました。前回の受審を経験してい

る職員も数名で新しい職員ばかりとなり、先延ばしにするよりも限られた時間で全職員

がもう一度自分たちの保育を振り返る良い機会となるのではと考えました。9か月間の

話し合いの中で自らの仕事を見直すだけではなく互いの仕事内容も把握でき、共通理解

をもって日々の保育を行っていくという認識を持つこと、今まで曖昧になっていた部分

も意見を出し合うことで明確になり、保育観も確立され保育に反映することができまし

た。保育室が子ども達にとって居心地の良い空間となり、一人ひとりの育ちを丁寧に見

守り落ち着いて生活できる環境づくりとなりました。 

また保護者のアンケートにおいては、多くの方に関心を持っていただき、貴重なご意

見を聞くことができ、謙虚に受け止め更にコミュニケーションを図っていきたいと思い

ます。 

本園を高く評価していただいた点は更に充実させ、課題点に関しては全職員で再度見

直しを始めています。保育所の自己評価も職員と話し合い改善していきます。評価結果

を頂き職員の励みとなり、保育の質の向上に努め子ども達のためにより良い保育を目指

していきます。 

 

お忙しい中、アンケートにご協力いただきました多くの保護者の皆様、そして課題を

明確にしていただいた評価機関の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 
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