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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 イクソス会 とつかルーテル保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 3月 13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 まずは、各保育士が個々で自己評価票を記入した。 

② それをもとにクラスごとに話し合い、意見交換しながら1項目ずつ

確認しまとめた。 

③ クラスごとにまとめたものを、主任・園長で協議し、園全体として

まとめた。 

実施期間 

2014年 12月まで 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（206世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配付した。 

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 20日～12月 5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 29日 

    第 2日：2015年 1月 30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9名、栄養士1名、非常勤職員3名に順に

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 29日 

    第 2日：2015年 1月 30日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

とつかルーテル保育園は JR あるいは横浜市営地下鉄「戸塚」駅から歩いて 5 分の新しいマンションが

並ぶ一角にあります。 

2005 年（平成 17 年）4 月に社会福祉法人イクソス会によって設立されました。2009 年（平成 21

年）に改築し、定員を120名から240名に増員しました。運営法人はほかに横浜市に4園、川崎市に2

園保育園を運営しています。 

開園時間は、7時から21時（土曜日は19時まで）です。 

  鉄筋 2 階建ての園舎は乳児が用い、鉄筋 3階建ての幼児棟と渡り廊下でつながっています。園庭には、

アスレチックやジャングルジム、うんてい、鉄棒、砂場などの様々な遊具が設置されています。0歳児保育

室の前にはテラスがあり、乳児がゆったりと遊ぶことができます。 

  基本理念は「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」（新約聖書マタイ福

音書 7 章 12 節）です。それに基づき、保育の理念として「児童福祉法とキリスト教に基づき保育に欠け

るすべての子どもにとって、もっともふさわしい生活の場を保障し、愛護するとともに、最善の利益を守り、

保護者と共にその福祉を積極的に増進する」を掲げています。 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは主体的に活動に取り組んでいて、集団の中で多くのことを学んでいます 

 園は基本理念、保育理念に基づき、キリスト教保育、モンテッソーリ教育を実践しています。保育室には、

モンテッソーリの教具が子どもの目の高さに並べられ、子どもたちは自分で好きな教具を選び、「お仕事」

と呼ばれる作業に取り組んでいます。 

 乳児は、月齢や発達に合わせて同年齢でもクラス・グループを 2 つに分けています。保育士は子どもに

寄り添い、発達に合わせて、食事や排泄、着替えなどの基本的生活習慣が身に付くように支援しています。

子どもたちは保育士に優しく励まされ、ズボンを頑張ってはいたり、トイレのあとに水を流したりする姿を

観察時にも見ることができました。モンテッソーリの「お仕事」も子どもの発達に合わせて少しずつ始め、

2歳児になると自分で好きな教具を選び集中して取り組むことができます。 

 幼児は、3歳児から 5歳児が縦割りクラスで 2つのクラスに分かれています。１クラス約 65名の大き

な集団となっていて、朝の会等の活動はクラス内で 2 つのグループに分かれて行っています。また、製作

などは年齢別に分かれて行い、同年齢での活動の時間も確保しています。大人数のクラスのため、保育士が

近くにいないときもありますが、子どもたちは生活や「お仕事」の流れをよくつかんでいて、主体的に取り

組むことができています。分からないところは、周りの友達が教えたり、みんなで相談したりしています。

小さなもめごともありますが、自分たちで話し合ったり、友達や年上の子どもが仲立ちをしたりし、大きな

ケンカになることは少ないです。 

 集団の良さは自由遊びの時間に発揮され、トランプやカルタなどのゲーム性のある遊びを、自分たちでル

ールを話し合って、楽しく遊ぶことができます。園庭遊びでは、大縄跳びや追いかけっこ、ボール遊び、は

ないちもんめなどを異年齢で楽しみます。大縄を年上の子どもが回し、月齢の低い子どもや縄跳びが苦手な

子どもは小さな波、年長児には大きく回すなどの心遣いが自然にできています。年下の子どもも年上の子ど

もを見習っていて、年上の子どもが遊びをやめたとたんに、同じ遊びを真似して始めるなどの場面を見るこ

とができました。 
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 大きな集団の良さが生かされ、子どもたちは集団の中で、ルールを守ること、みんなで協力すること、他

者を思いやることなど多くのことを、遊びを通して学んでいます。 

 

【2】保育士は理念を共有し、保育にあたっています 

職員心得、手引書などに基本理念、保育理念を明示するとともに、年間予定表や月案などにも記載し、保

育士が常に確認できるようにしています。朝の職員礼拝、職員会議、クラス会議、モンテッソーリ会議、キ

リスト教会議などで、園長は理念を職員に周知しています。聖話勉強会での学びをもとに、幼児の朝の礼拝

では、保育士が交代で聖話（聖書に基づく話）をしています。年度初めの全園職員研修では、理事長が理念

や園の方向性について直接職員に伝えています。非常勤職員に対しては、入職時に説明するほか、礼拝や食

前の祈り、花の日や収穫感謝祭、クリスマス等の行事を通し、理解を促しています。 

主任、室長は日々の保育の中で職員が理念や基本方針を理解できているかを確認し、必要に応じて指導し

ています。室長はクラス運営についての権限を委譲されていて、クラス会議を主宰し、理念の浸透を図って

います。また、園長は職員と個人面談を行い、理念の浸透具合を確認しています。 

50人と保育士の数は多いですが、保育士は理念を共有し、同じ方向性を持って保育にあたっています。 

 

【3】人材育成に力を入れています 

 園では、「個人研修計画・評価シート」を用い、個々の職員の育成を行っています。職員心得および個人

研修計画・評価シートには、経験や能力に応じた役割や目標が記載されていて、職員一人一人が確認できる

ようになっています。職員は園長との面談で、目標と研修課題、具体的計画について確認し、個人研修計画

を作成しています。年度末には、自己評価をもとに園長・主任による達成度の評価が行われています。 

職員は、横浜市や戸塚区、神奈川民間保育園協会、日本モンテッソーリ協会などが主催するさまざまな外

部研修に積極的に参加しています。研修に参加した職員は研修報告書を提出するとともに、職員会議で報告

しています。研修報告書は研修内容や学んだことを記載するだけなく、その後のチャレンジ目標と実行プラ

ンを記載する欄があり、次のステップに進めるようになっています。 

また、モンテッソーリ教員を育成する体制を整え、全員の教員資格取得を目指していて、理念の実現を図

っています。 

 

●改善や工夫が望まれる点 

【１】職員間・クラス間の連携を深めるためのさらなる工夫が望まれます 

  クラスの運営は室長に委譲されていて、クラスの取り組みは、クラス会議で評価・反省・見直しがされ
ています。月案もクラス内の話し合いで作成しています。クラスから寄せられた課題は室長会で話し合わ

れ、情報共有されています。また、子どもの変化などの日々の情報は、朝の職員礼拝で伝達されます。室

長会の結果や朝の職員礼拝の内容は、クラスで伝達し、職員間で共有する仕組みができています。 

  ただし、保育士だけでも人数が 50 人と多い上、建物が乳児と幼児、さらに１階と２階に分かれていて、

他のクラスの状況までつかみにくいという物理的な面もあり、他のクラスの様子を見て柔軟に補助に入った

り、アドバイスをしたりすることも、難しい状況です。また、月案・週案は共有しているものの、作成の課

程で出された細かな課題や反省、配慮事項などまでは伝わらず、他のクラスの反省が生かされていない場面

も見受けられました。 

  職員間の連携を深めるためにも、情報のきめ細かな共有方法など、さらなる工夫が望まれます。 
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【２】地域の施設として、地域と連携していくことが期待されます 

  日々の散歩などで子どもが地域に出ているものの、地域住民と交流するなどの地域とのかかわりは少なく、

地域への情報発信も活発とはいえません。また、子育て支援として休日保育と一時保育を行っていますが、

地域に対して育児講座等を開催し園の専門性を還元する取り組みも行っていません。保育所保育指針の中で

も、保育所の地域における子育て支援の役割や、子どもの社会性を育むために保育所を社会に開いていくこ

とが求められています。保育士や子どもたちは保育園だけでなく地域の中でも生活しているので、地域への

働きかけを行い、地域と連携していくことが期待されます。 
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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。 

・イクソス会基本理念として「人にしてもらいたいと思うことは何でも、

あなたがたも人にしなさい」、保育の理念として「児童福祉法とキリスト

教に基づき保育に欠けるすべての子どもにとって、もっともふさわしい

生活の場を保障し、愛護するとともに、最善の利益を守り、保護者とと

もにその福祉を積極的に増進する」を掲げていて、理念は利用者本人を

尊重したものになっています。職員心得、手引書に基本方針を掲載する

とともに、キリスト教会議やクラス会議で職員に周知しています。また、

日常の保育の中で、園長・主任・室長が必要に応じて指導をし、理念の

確認をしています。非常勤職員に対しては、入職時に説明するほか、毎

朝の礼拝や食前の祈り、クリスマスや花の日、収穫感謝祭等の行事を通

して伝えています。 

・イクソス会の保育課程、キリスト教保育課程、モンテッソーリ教育課程

を3本の柱として保育にあたっており、サービスの実施内容は保育理念

に沿っています。 

・保育課程は、法人の園長・主任会で作成した原案をもとに、地域の実態

や周囲の環境、子どもや家庭の状況など園独自の視点を考慮し園長、主

任が作成しています。保育課程には、クラスごとに行われた前年度の保

育課程の自己評価と保育士の意見が反映されています。作成された保育

課程は職員に提示し、共有しています。非常勤職員に対してはクラスで

説明するとともに、保育室に掲示し、いつでも確認できるようにしてい

ます。 

・年間指導計画は、保育課程をもとに、指導計画マニュアルに沿ってクラ

ス会議で話し合って作成し、室長会議で報告し園全体での共有を図って

います。計画は、子どもの状況や興味に合わせて入れ替えるなど柔軟に

対応しています。散歩の行き先や、降誕劇の役決めなどで子どもの意見・

意思を確認し、計画に反映しています。 
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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。 

・入園時に保護者に児童票、健康診断票、アレルギーチェック表などに記

入してもらい、成育歴や家庭での状況を把握しています。0・1歳児は、

入園前に、翌年度の担任保育士が保護者に面接しています。面接時に把

握された情報は記録し、職員間で共有し、日々の保育に生かされていま

す。 

・子どもはクラス担任全員で見ることとし主担当保育士は決めていません

が、状況によっては、子どもや保護者と相性が良い保育士が主に担当す

るなどの配慮をしています。 

・新年度当初は、新入園児と在園児を分けて小グループで活動するなど、

在園児が落ち着いて生活できるよう配慮しています。 

・クラス会議で話し合い、年間指導計画、週案、月案の評価・見直しを行

っています。トイレットトレーニング、離乳食の進め方、アレルギー、

障がいなどについては、保護者の意向を確認し、計画に反映しています。

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。 

・クラスごとに掃除を担当する場所が決まっていて、当番表を用いて保育

士が交代で清掃しており、保育園の屋内・外とも清潔に保たれています。

・沐浴設備および温水シャワーの設備があり、清潔に保たれています。 

・0・1・2歳児保育室は、マットや棚を用いてコーナーを作り、小集団保

育が行われるようになっています。3・4・5歳児は、遊びや「お仕事」

と呼ばれるモンテッソーリの作業に落ち着いて取り組めるよう、子ども

の状況に合わせて棚や机の配置を工夫しています。 

・１階のホール、２階の踊り場など、園舎内には異年齢で交流する場があ

ります。また、３・４・５歳児は異年齢の縦割りクラスとなっていて、

日常的に交流しています。 

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歳児は個別指導計画（年間指導計画、月案、日課）を作成し

ています。幼児についても、特別な課題がある場合には、個別指導計画

（年間指導計画、月案）を作成しています。 

・個別指導計画は、毎月クラス会議で話し合い、見直しを行っています。

また、子どもの状況に変化があった場合などには、随時クラスで話し合

い、見直しています。 

・入園後の子どもの様子は、児童成長記録、健康診断票に記録しています。

子どもの記録は事務室に保管し、職員は必要なときに見ることができま

す。 
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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を積極的に受け入れています。 

・年 3回のケース会議で個別のケースについて話し合い、職員間で共有し

ています。早急に検討する必要がある場合には、室長会で話し合い、結

果をクラス会議で報告しています。 

・職員は、障がいや配慮を要する子どもへの対応などの外部研修に積極的

に参加しています。外部研修に参加した職員は報告書を作成するととも

に、職員会議で報告し、職員間で共有しています。 

・子ども同士で配慮が必要な場合には、理由を子どもに分かりやすく説明

しています。子どもたちは障がいのある子どもを仲間として受け入れて

いて、観察時にも遊びに誘ったり、さりげなく手助けする姿を見ること

ができました。 

・子どもの権利擁護マニュアルに虐待の定義について記載するとともに、

年1回、ケース会議で確認しています。虐待が明白になった場合や、疑

わしい場合には、保育士は園長・主任に報告し、児童相談所等の関係機

関と連携する体制ができています。 

・アレルギー疾患のある子どもに対しては、年2回、子どものかかりつけ

医の診断書（指示書）を提出してもらい、必要な対応を行っています。

アレルギーのある子どもの状況について室長会議や職員会議等で全職員

に周知するとともに、専用の献立表を保護者に確認してもらっています。

除去食を提供する場合には、専用のトレイ、ふきん、なべ、食器、名札

を用いています。 

・文化や生活習慣、考え方の違いを認め尊重しています。意思疎通が困難

な場合には、通訳ボランティアを頼むなどの対応をしています。 

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。 

・要望や苦情を受け付け対応するための、苦情解決規程があり、要望・苦

情の苦情受付担当者を園長・主任、苦情解決責任者を理事長と定め、玄

関に掲示し、保護者に周知しています。また、第三者委員3名を定め、

連絡先を玄関に掲示しています。 

・意見箱を設置しています。連絡ノートを用い、保護者の意見や要望を把

握するとともに、年2回の懇談会で保護者の要望や苦情を聞いています。

また、朝夕の送迎時には、保育士は保護者との会話に努め、保護者の声

を引き出すようにしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・外部の苦情解決窓口として、区役所を入園時に紹介していますが、文書

にして周知することはしていません。保護者がいつでも確認できるよう、

手引書等にも明記することが望まれます。 

・要望や苦情は、日誌の相談・苦情欄に記載しています。今後は、相談や
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要望、苦情だけで蓄積してデータ化し、園運営に生かすことが期待され

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。 

(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。 

・園ではモンテッソーリ教育を実践していて、保育室には、子どもの目の

高さにモンテッソーリの教具が並べられ、棚やパーテーション、本棚を

使いコーナーを作ったり、一人用、二人用などの少人数用に机を配置し

て子どもが落ち着いて作業に取り組める空間を作り出しています。子ど

もたちは自分の好きな教具を選び、落ち着いて「お仕事」と呼ばれる作

業に取り組んでいます。 

・子どもたちは一人でソファーに座って本を読んだり、数人でお姫様ごっ

こや海賊ごっこなどのごっこ遊びをしています。大勢で鬼ごっこや大縄

跳びをするときには、年上の子どもが年下の子どもに配慮しながら遊ん

でいる姿がみられます。保育士は一人一人の子どもが興味を持って遊ぶ

ことができるよう見守り、必要なときには声かけを行っています。 

・天気の良い日は毎日、散歩や園庭遊びをしています。散歩先の公園では、

子どもたちは見つけた葉っぱを拾ったり、霜柱をつぶしたりと自然に触

れています。いもほりを行った後、焼き芋パーティーをしたりスィート

ポテトを作ったりして楽しんでいます。 

・保育プログラムの中に体育遊び、音楽リズムがあり、子どもの年齢や発

達に合わせて自由に表現ができるように配慮されています。また各クラ

スにピアノが置いてあり、子どもたちは保育士と一緒にさまざまな歌を

楽しそうに歌っています。 

・保育士は子ども同士のけんかのときには双方からの話を聞くようにする

とともに、それぞれの気持ちを自分で伝えることができるように働きか

けを行っています。 

・発達過程に応じて運動能力が高められるよう平均台、滑り台、アスレチ

ックなどが用意され、子どもたちは元気に遊びまわっています。また、

保育プログラムのなかにスイミングの日があります。 

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

・給食時、保育士は子どもが負担になるほど食べることを無理強いするこ

とはありませんが、保育士は「おいしいね」など食べる意欲がわくよう

な声かけを行っています。 

・旬の食材を多く取り入れた献立作りをし、地元の業者から仕入れた国産

の食材を使用しています。食器は陶器を使用し、子どもの発達に合わせ
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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

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。 

た形状のスプーンや大きさのお椀を用意しています。 

・栄養士が食事中の子どもたちを見て回り、直接子どもたちから話を聞い

たり、保育士たちから情報を得て、献立作成に生かしています。また毎

日喫食状況を記録し、毎月給食会議でも話し合い、献立や工夫に反映さ

せています。 

・毎日給食サンプルを入り口に展示するとともに、毎月発行する「給食だ

より」に、献立作成のポイントとともに、季節の野菜や子どもたちの人

気メニュー、離乳食時期の保護者の不安への回答などの情報提供を行っ

ています。 

・午睡は、子どもたちが心地よく眠りにつくことができるようにオルゴー

ルをかけるなどの工夫を行っています。年長児は就学に備え、4 月から

徐々に午睡をしない日を作り3月は全ての日を起きているようにするな

ど、状況に応じて午睡の時間を調整しています。 

・一人一人の排泄の差に配慮し、乳児は排泄リズム表を作成しています。

午睡から覚めたとき、オムツが濡れていない状態が数日続くことを目安

にし、保護者の意向を確認し連携して、トイレットトレーニングを始め

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

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。 

・「健康管理マニュアル」があり、職員はそれに基づいて子ども一人一人の

健康状態を把握しています。 

・健康診断・歯科健診のときには母子手帳を持ってきてもらい記載すると

ともに、受診の必要がある場合は保護者に話をしています。必要に応じ

て嘱託医と相談をしています。 

・感染症等への対応方法を明記した「感染症マニュアル」があり、職員に

周知してます。保護者には、入園時の手引書や各保育室に掲示している

「感染症早見表」などで周知しています。 

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。 

・「衛生管理マニュアル」があり随時見直しを行っています。マニュアルに

基づきクラスごとに清掃当番表を作成し清掃を行い、清潔・適切な状態

を保っています。 

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。 

・安全に関する「安全点検の基本方針」「地震災害対策マニュアル」「防犯

対策マニュアル」「ケガ・事故対策シート」「応急処置マニュアル」など

の各種マニュアルがあり、職員に周知しています。 

・ＡＥＤが設置されており、職員は年に一度戸塚消防署から救急救命の講

習を受けています。 

・ケガをした子どもの保護者には、軽傷であっても連絡帳に記載するとと

もに、口頭で詳しくケガの状況を伝えています。 
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・警備会社と契約し、緊急通報体制を整えています。 

・近隣の小学校や区役所から不審者情報が伝達される体制ができています。

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。 

・キリスト教保育を念頭に子どもに対して威圧的な言葉遣い、無視が行わ

れないよう職員間で注意し合ったり、ケース会議で話し合うなどしてい

ます。保育士はゆっくりと穏やかに静かな声で話しかけるようにしてい

ます。 

・保育室内に、棚で仕切られたコーナーや部屋の隅に友だちや保育士の視

線を意識せず過ごせる空間があります。また個別対応ができる部屋もあ

ります。 

・「個人情報管理規定」「情報開示規定」を作成し、職員に周知しています。

・持ち物や服装などで性別による区別を行っていません。出席簿は月齢順

になっています。「おうちの人にやってもらいましょうね」などと話しか

け、父親、母親の役割を固定的にとらえた話し方、表現を行わないよう

気をつけています。 

 

【さらに望まれる点】 

・個人情報にかかわる書類の保管方法についての見直しを早急に検討する

ことが期待されます。 

・保護者に対して個人情報の取り扱いについて明文化し、周知することが

望まれます。 

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。 

・入園時に配布する手引書に保育方針を明記するとともに、毎月発行する

「月の保育」にも毎回記載することにより保護者に理解されるよう努め

ています。また入園面接や園見学のときにも園の保育方針を説明してい

ます。 

・個々の保護者とは連絡ノートに記載して子どもの園での様子を伝えたり、

送迎時に話をするように努め、子どもの家庭での様子を聞いたりしてい

ます。園としては個人面談週間を用意していますが、必要に応じて随時

でも面談が行われています。 

・保護者から相談を受けた保育士はクラス内で対応方法を共有しています。

解決できない場合は室長から主任・園長に相談しています。日誌に相談

内容を記録し、職員全体で継続的なフォローができるように工夫をして

います。 

・毎日の連絡事項、子どもたちの様子をクラスごとにあるホワイトボード

に記載し、保護者が閲覧しやすいように掲示しています。 

・年度初めに年間行事表を保護者に配布し、保護者が行事に参加しやすい

ようしています。 

・園長が窓口となり保護者活動の相談を受けたり、資料や備品の貸し出し
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を行っています。また保護者から要請があれば園長、職員も保護者の活

動に参加しています。 

 

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。 

・戸塚区の園長会、幼保小連絡会議などに出席し関係機関の連携を図ると

ともに検討会を行い、地域のニーズを把握しています。 

・地域の子育て支援として、休日保育、一時保育をおこなっています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園がこれまで蓄積してきた子育てに関するノウハウを、地域の子育て家

庭に還元する取り組みが期待されます。 

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。 

・定期的に相談日を設けての育児相談は行っていませんが、電話などで子

育てに関する相談があれば、対応しています。 

・相談内容により該当する職員が必要とする関係機関の窓口となって日常

的に連携をとっています。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域の施設としての園の存在や有する機能を地域住民に知ってもらうた

めの情報発信を行うことが期待されます。 

 

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。 

・運動会では、地域の小学生が参加することのできる綱引きをプログラム

に用意し、年長児は小学校との交流を行っています。 

・花の日や収穫感謝祭には、地域の病院や派出所、消防署に感謝の気持ち

を込めて花や果物を届けています。 

・散歩のときには地域の方や公園で出会う他園の園児、職員とあいさつを

交わし交流を図っています。 

・町内会の子供会主催の映画会のチラシを掲示したり、小学校から招待さ

れた運動会に出席したりしています。 
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【課題・望まれる点】 

・地域の団体、機関と定期的、計画的に交流を行っていません。近隣の団

体・住民と交流する機会を工夫することが今後期待されます。 

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。 

・問い合わせには常時対応できるようにし、見学希望者には、子どもの状

態を良く見ることができる午前中に見学してもらっていますが、難しい

場合は希望者の都合に対応しています。 

・見学会を定期的に開催し、園の詳細な情報を提供しています。 

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。 

・ボランティア受け入れマニュアルがあり、ボランティア担当保育士が、

マニュアルに沿って園の保育方針やモンテッソーリ教育、キリスト教保

育などを説明しています。ボランティア終了後はボランティアが書いた

感想文を掲示して職員全員で読み、今後の参考にしています。 

・実習担当保育士が決められており、実習生受け入れマニュアルに沿って

実習生には全てのクラスの子どもたちとかかわれるよう工夫をしていま

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。 

・個人研修計画・評価シートを用い人材育成を行っています。職員それぞ

れについて、年度始めの園長面接で目標設定を行い、年度末の面接で達

成度を確認しています。室長が第一次評価者、園長・主任が第二次評価

者となり、評価しています。また、モンテッソーリ教師資格を取得する

ことを奨励するなど、基本理念の実現に向けた人材育成を計画的に実施

しています。 

・モンテッソーリ会議、キリスト教会議などの内部研修が定期的に行われ

ています。嘔吐処理や感染症、救命救急法などの内部研修には、非常勤

職員も参加しています。また、戸塚区こども家庭支援課、白峰学園保育

センター、日本モンテッソーリ協会などが主催する外部研修に保育士が

積極的に参加しています。研修に参加した保育士は、研修報告書を作成

するとともに、職員会議で報告しています。 

・業務にあたっては、必ず正規職員と非常勤職員が組み合わさるようにな

っています。非常勤職員の指導担当者は主任、室長で、職員間のコミュ
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ニケーションが図られています。 

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。 

・職員は、個人研修計画・評価シートを用い、目標の達成状況について自

己評価を行っています。また、年度末にクラスごとに話し合い、保育課

程の領域ごとに5段階評価をおこなっています。 

・指導計画、保育日誌には評価・振り返りの欄があり、定形化されていま

す。保育日誌には保育課程に沿った週の目標を記載する欄があり、日々

の取り組みを計画で意図したねらいに沿って振り返られるようになって

います。保育の振り返りが次期の指導計画に反映されていて、計画およ

び記録を通して保育士自らが実践を振り返り、改善に努める仕組みがあ

り、機能しています。 

・個々の保育士の自己評価をもとに、クラス会議で話し合っています。話

し合いの結果は、室長が取りまとめ、課題を明らかにしています。クラ

スから上がった課題は室長会議で話し合い、改善につなげています。 

・室長が取りまとめたクラスの自己評価をもとに、園長・主任が保育所と

しての自己評価を行い、結果は職員会議で職員に説明しています。 

 

【さらに望まれる点】 

・保育所としての自己評価を定形化した書式にまとめ、結果を保護者に公

表することが期待されます。 

・クラス会議での話し合いを室長会議で共有して園としての課題を話し合

い、それをクラスにおろす仕組みはできています。ただし、子どもの人

数が多く、年齢ごとに2クラスに分かれている上、１階と２階、乳児棟

と幼児棟に分かれているので、全てのクラスの活動を把握するのは難し

い状況です。観察時にも、他のクラスの見直し内容が共有されていない

と思われる場面も見受けられましたので、子どもが混乱しないためにも、

職員間で見直しでの変更点や留意点などの細かな情報を共有するための

さらなる工夫が期待されます。 

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。 

・職員心得、個人研修計画・評価シートに経験や能力に応じた役割や目標

が記載されていて、職員一人一人が自分が何を求められているかを確認

できるようになっています。クラスの運営は室長に権限を委譲していま

す。 

・行事の後に職員アンケートを行い、改善点などの意見を聞いています。

また、保育課程の自己評価の際にも、保育士の提案を募っています。 

・年に一度、非常勤職員を含む全職員に園長・主任が個別面談を行い、満

足度や要望を聞いています。 
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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。 

・職務規程および職員心得に組織および職員が守るべき法・規範・倫理等

を明記し、職員に周知しています。 

・他施設での不適切な事案について、職員会議等で周知し、話し合ってい

ます。また、運営法人の園長・主任会でも周知しています。 

・横浜市資源循環局によるゴミの減量化、リサイクル教室に子どもたちが

参加しています。 

・布おむつを用いゴミの減量化に取り組んでいます。手引書で布おむつの

使用に関して園の環境への考えを明記しています。 

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。 

・職員心得や手引書に理念・基本方針を明示し、全職員に配布するととも

に、朝の職員礼拝、職員会議、モンテッソーリ会議などで、理念を職員

に周知しています。また、年度始めの法人の全園研修会で理念・基本方

針を職員が理解しているかを確認しています。非常勤職員に対しては、

入職時に説明するほか、毎朝の礼拝や食前の祈り、クリスマスや花の日、

収穫感謝祭等の行事を通して伝えています。 

・重要な意思決定にあたり、園長は保護者と継続的に意見交換をしていま

す。保護者懇談会では、手引書などの変更事項とその経過を説明し、保

護者の質問に答えています。 

・主任はフリーの立場で、園全体の状況を把握しています。主任、室長は、

個々の職員の様子を見守り、必要に応じて声をかけて話を聞き、個々の

職員が精神的・肉体的に良好な状態で仕事に取り組めるようにしていま

す。 

 

【さらに望まれる点】 

・非常勤職員に対しては入職時の説明以外には会議や勉強会などで理念に

ついて説明する機会を設けていません。年に1回は保育の根拠となる理

念を確認する機会を設けることで、園の目指す保育への理解がさらに深

まるものと思われます。 

・現在室長クラスが育ってきている段階で、主任クラスを計画的に育成す

るプログラムの作成が課題となっています。 

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

・園長は、戸塚区園長会、横浜市私立保育園園長会などの各種会議に出席

し、事業運営に影響のある情報を収集、分析しています。重要な情報は、
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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。 

法人の園長・主任会で話し合い、重点改善課題として設定されています。

運営面での重要な改善課題は年 3回の全体職員会議で説明し、質問を受

け付けています。 

・運営法人の理事会で、次代の組織運営に備え、中長期的な視点で運営や

サービスプロセスの新たな仕組みについて検討しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・中長期的な方向性については、年度始めの全園研修会で理事長が職員に

説明していますが、中長期計画としてまとめるまでには至っていません

ので、文書化することが望まれます。 

・園長・主任クラスの幹部職員の計画的な育成が今後の課題となっていま

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 20日～12月 5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    

51.9%（206枚配付、107枚回収） 

 

※文中の「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です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・園の保育目標や保育方針については、「よく知っている」と「まあ知っている」を合わせて 88.7％の保護

者が「知っている」と答えています。「知っている」と答えた保護者の 94.8％が「賛同できる」（「賛同で

きる」と「まあ賛同」を合計）と回答しています。 

・項目ごとの設問では、36 項目のうち、95％以上の満足度の項目が８問、90～95％の項目が 13 問とな

っています。中でも「園のおもちゃや教材について」が 98.2％、「お子さんが落ち着いて過ごせる雰囲気

になっているか」「保護者懇談会や個別面談などによる話し合い」が 97.2％、「クラスの活動や遊び」「お

子さんが給食を楽しんでいるか」「基本的習慣の自立に向けての取り組み」が 96.3％、と高くなっていま

す。 

・一方、「送り迎えの際のお子さんの様子に関する情報交換」が 71％と比較的満足度が低くなっています。

また、「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」は75.7％となっていますが、「その他」

の回答が多く、自由意見欄には、「アレルギーがないのでわからない」という記述が多数あります。 

・総合的な満足度では「満足」が66.4％、「どちらかといえば満足」が28％で、合わせると94.4％の高い

満足度となっていて、ほとんどの保護者が園の取り組みに満足していることがうかがわれます。 

・自由意見欄には、「先生方が優しく接してくれる」「安心して預けることができる」など感謝の声が多数寄せ

られています。反面、「お迎え時に少しでもその日の様子が知りたい」「土曜日やお盆のときも給食を出して

ほしい」「イベントの時の早いお迎えが納得いかない」などの意見が複数あります。 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度では、全ての問いが 9 割前後となっていて、中でも、「入園時の状況」が 96.3％、

「遊び」が95.4％と高くなっています。 

・相関分析のデータからは、「お子さんが大切にされているか」「遊びを通した友だちや保育者との関わり」「お

子さんが保育園生活を楽しんでいるか」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

33.6%

まあ知っている

55.1%

どちらとも

⾔えない

5.6%

あまり

知らない

5.6%

賛同できる

65.3%

まあ

賛同できる

29.5%

どちらとも

⾔えない

5.3%
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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 59.8 30.8 0.9 0.9 6.5 0.9
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

51.4 43.0 2.8 0.9 0.9 0.9

園の⽬標や⽅針についての説明には 53.3 41.1 2.8 0.9 0.9 0.9
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

60.7 33.6 0.0 0.9 1.9 2.8

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

59.8 35.5 2.8 0.0 0.0 1.9

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）

57.0 32.7 7.5 0.9 0.0 1.9

（%）

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 55.1 35.5 6.5 0.9 0.9 0.9
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

28.0 50.5 11.2 2.8 6.5 0.9

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）

72.0 24.3 1.9 0.0 0.9 0.9

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

68.2 21.5 4.7 2.8 2.8 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）

74.8 23.4 0.9 0.0 0.9 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

56.1 36.4 3.7 1.9 1.9 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

65.4 29.9 3.7 0.0 0.9 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

57.9 31.8 5.6 1.9 2.8 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 67.3 26.2 1.9 2.8 1.9 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

69.2 27.1 0.9 0.9 0.9 0.9

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

74.8 21.5 1.9 0.9 0.9 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

57.0 32.7 6.5 1.9 1.9 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

60.7 23.4 6.5 1.9 5.6 1.9

お⼦さんの体調への気配りについては 63.6 29.0 6.5 0.0 0.0 0.9
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

57.9 30.8 4.7 4.7 1.9 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 70.1 23.4 2.8 0.9 1.9 0.9
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

69.2 28.0 1.9 0.9 0.0 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

45.8 43.9 9.3 0.9 0.0 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

63.6 29.9 4.7 0.9 0.0 0.9

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

57.0 40.2 1.9 0.0 0.9 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

57.0 30.8 8.4 2.8 0.9 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

48.6 37.4 8.4 5.6 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

37.4 33.6 20.6 5.6 2.8 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

45.8 40.2 12.1 0.9 0.9 0.0

保護者からの相談事への対応には 52.3 36.4 7.5 2.8 0.9 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

53.3 38.3 1.9 1.9 4.7 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
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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

67.3 26.2 4.7 0.9 0.9 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

70.1 24.3 5.6 0.0 0.0 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

40.2 35.5 0.9 0.0 20.6 2.8

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

54.2 31.8 11.2 0.9 1.9 0.0

意⾒や要望への対応については 48.6 35.5 8.4 3.7 3.7 0.0

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 66.4%

どちらかと

いえば満⾜

28.0%

どちらかと

いえば不満

3.7%

不満 0.9%

無回答

0.9%
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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 59.0 96.3
問３ 年間の計画について 43.3 88.6
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 67.0 95.4
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 65.9 93.8
問５ 快適さや安全対策などについて 62.8 94.4
問６ 園と保護者との連携・交流について 51.0 88.3
問７ 職員の対応について 59.2 92.5

※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
.728
.690
.662
.644
.632

※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7：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
問7：話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては
問7：意⾒や要望への対応については

 中項⽬

設問項⽬
問7：あなたのお⼦さんが⼤切にされているかについては
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

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 29日（木）晴れ、1月30日（金）雪・雨 

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   つぼみ組Ａ つぼみ組Ｂ 

登園した子どもたちはブロックや自動車で遊んだり、ベンチの橋をはいはいで渡ったり、保育士のひざに

のり本を読んでもらったり、午前睡をしたりと思い思いに過ごしています。「お歌お願いします」との保育

士の合図で朝のサークル・おやつの時間が始まります。子どもたちは保育士のピアノの伴奏に合わせて歌っ

たり踊ったりの身振り手振りで楽しそうにしています。 

天気の良い日はお散歩に出かけたりテラスで遊んだりしています。散歩組は保育士の「ゆっくりねぇ」の

声かけと一緒に、片方の手はしっかり手すりを持って、他方の手は保育士と手をつないで自分で階段を下り

ています。みんながそろうまで時間はかかりますが、先に下りた子どもたちは地面に絵をかいてもらったり、

歌を歌ったりして、のんびりとひなたぼっこをしながら待っています。散歩には、子どもの中には歩いて公

園まで行く子もいますが、バギーに乗る子どもがほとんどです。途中で出会った高齢者や自転車に乗った人

に保育士と一緒に「こんにちは」とあいさつし、笑顔を振りまいています。公園では他園の子どもたちと一

緒になることもありますが、他園の子どもたちに物おじすることなくニコニコと近づいたり、持っているお

もちゃに興味を示したりしていました。 

 

●1歳児クラス   つくし組 ひつじ組 

散歩から早く帰ってきた子どもたちは、そのまま園庭遊びを始めています。アスレチックをしたり、鉄棒

にぶら下がったり、砂場に行ったりとそれぞれが好きなことをしています。保育室に帰ると子どもたちは自

分でコートやジャンパーを脱ぎます。保育士は子どもが一人で脱ぐことができるよう声かけをしながら見守

り、できたときにはしっかり褒めています。褒められた子どもは得意そうな笑顔になっています。 

観察日 2 日目は雨だったので、2 階の廊下で遊びました。子どもたち一人一人が、たくさんある車や電

車にまたがり元気に走らせています。下のホールで音楽が鳴ると手すりに車を寄せてのぞき込んだり、踊り

だしたりと体をしっかり動かして遊んでいます。おままごと遊びでは野菜を器に入れて食べる真似をしたり、

かごに野菜を入れて運んだりして遊んでいます。遊び方が分からなかったり、遊びに気がのらない子どもに

は保育士が踊りを見せて踊りに誘うなどして、子どもの興味をもてるものを探す手伝いをしています。 

昼食前になると保育士は子どもたちを2、3人ずつ連れて保育室に入っていきます。それに合わせて、お

もちゃを少しずつ片付けていき、子どもが遊びをやめる気持ちになるような環境を作ります。最後に残った

子どもには一緒におかたづけをしてくれるよう頼み、遊びの時間がそれとなく終わるように働きかけていま

す。 

 

●2歳児クラス   めだか組Ａ めだか組Ｂ 

登園した子どもたちは、じゅうたんや机の上で「お仕事」と呼ばれるモンテッソーリの作業をしています。

保育士はそばにつき、子どもが集中して「お仕事」に取り組めるよう見守り、分からないときにはやり方を

教えています。 

観察日 1 日目は園庭で遊びました。子どもたちは自分でジャンパーを着て靴下や靴をはいています。園

庭では砂場遊び、ボールけり、うんてい、フラフープを使っての電車遊び等それぞれが好きなことをして遊

んでいます。ほうきで、砂を掃いている子どももいます。保育士は子どもたちが安全に遊べるように横につ

いて手助けをしたり、声かけをしたりして見守っています。3歳児が先に園庭遊びを終えて保育室に入って

しまうと、これまで 3 歳児が行っていた砂でのホットケーキ作りなどを、2 歳児がすぐに真似して遊んで
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います。遊びの動きも 3歳児並みにダイナミックになり、2歳児が 3歳児の動きを憧れを持って見ていた

ことがうかがえます。   

2 日目は、子どもたちは数人ずつのグループにわかれて保育士に説明を受けながら、ひらがなのカードゲ

ーム、かるたなどをしました。保育士は、負けて泣いた子どもには「悔しがることはとても大切だよ」と褒

めた上で「次に頑張れば良いんだよ」などと、子どものやる気を大切にした声かけをしていました。 

 

●3～5歳児クラス   すみれ組 ひばり組 

日常的に3歳から5歳の子どもたちが一緒に活動を行い、すみれ組、ひばり組の異年齢の2クラスを構

成していますが、スイミング、国際（英語）、製作などは年齢ごとに行っています。 

登園した子どもたちは棚に並べられたモンテッソーリの教具をそれぞれ自分で選んでお仕事に取り組ん

でいます。4～5人のグループで話をしながら取り組んだり、仲良し二人組でしたり、できあがった仕事を

友達に見せたり見せられたり、一人で黙々と国旗の塗り絵をしたりと思い思いに「お仕事」をしています。

保育士は教具の近くに 3歳や 4歳の子どもたちを座らせるよう気を配ったり、子どもが選んだ仕事ができ

るスペースを確保する手伝いをしたりし、何を選んでよいか分からない子どもには声かけし、教具を探す手

助けをしています。また、子どもたちからの話しかけには声をかけてきた順に穏やかな言葉遣いで対応して

います。 

ベルが鳴ると同時に部屋は静かになります。次の「片付けをしてください」との保育士の言葉で子どもた

ちが片付け始め、部屋の奥と手前の 2 グループにわかれて出欠確認を行います。5 歳児・4 歳児に対して

は小声で名前を呼び大きな声で返事をする、3歳児に対しては大きな声で名前を呼び大きな声で返事をする、

または名前を呼ばれると「こんこん」と狐の鳴き声で返事をするなどの指示を出し、その日その日の出欠確

認に遊びを取り入れています。保育士は子どもたちの名前を呼ぶときには一人ずつ顔をしっかり見て呼んで

います。また、子どもの返事が返ってくるごとに「素敵」「元気だね」などと声かけを行い、子供は安心し

たような笑顔を返しています。 

園庭遊びの時間には昔ながらの遊び（なべなべ底抜け、缶ポックリなど）や大縄跳び、ままごと、フラフ

ープなどなどをして身体全体を使って遊んでいます。大縄跳びでは 5 歳児が縄を回しています。飛べない

子には波、よく飛べる子にはしっかり回す、小さい子どもにはゆっくり回すなど、回し役になった子どもが

飛ぶ子どもに合わせて回し方を調整しています。フラフープをジャングルジムに結び付けゴールとした、バ

スケットボールを真似た遊びをしている子どもたちもいます。 

観察 2 日目には 5歳児は 1Ｆすみれ組の部屋で節分のための製作を行いました。子どもが自分の好きな

色を付けたお面に目と口を開けてもらい、毛糸をぐるぐる巻いて飾りをつけ思い思いのお面を作り上げてい

きます。鬼のお面の角も1本のものと2本のものがあります。なかなか上手くいかない子どももいますが、

保育士の声かけや手助けを受け、自分なりの物を作り上げることができています。 

4歳児は国際（英語）のレッスンがあり、10人前後のグループが順番に専任の先生の指示に従ってゲー

ムをしたり歌を歌ったりしました。先生は日本語と英語を使い子どもたちに分かりやすい指示をだし、子ど

もたちも楽しみながら英語を覚えています。順番でない子どもたちは、3Ｆのホールで変身セットを使い海

賊になったりお姫様になったり、ブロックをつなげて大型の飛行機や剣を作り、遊びながら順番が来るのを

待っています。 

3歳児は2Ｆひばり組の部屋でゲームを行いました。いすを運ぶとき、ほかの人を傷つけたり自分で転ば

ない運び方を保育士から身振り手振りで習い、子どもが一人で一つ運んでいます。みんなで上手に円ができ

たらいす取りゲームを始めます。ピアノの伴奏が止まったらいすに座ります。座れなかった子供に対して、

ほかの子どもが「こっちこっち」と空いているいすを教えてあげ、最後の子どもが座ったところで「よかっ

たねぇ」と近くにいる子ども同士で喜び合っている姿が見受けられます。 

 

●まとめ 

子どもたちは少人数での遊び方や、大人数の良さを生かした遊び方を日々の生活の中で自然に体得してい

ます。年長児は年少児へ気配りや手助けを行いながら元気いっぱい遊んでいます。 
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 事業者コメント  

 

 

今回の福祉サービス第三者評価を受けて、児童数の多い保育園だからできることもある

けれど、大きい人数だからできていないところも見つけることができました。また、改善

点だけではなく、私たちが日々行っていて気付けない良い点などを教えていただけるので、

とてもよい機会となりました。 

 そこで、改善や工夫を望まれる点が 2 点挙げられていました。それは、職員の連携と地

域への働きかけということです。このことは、自分たちでも自覚しているところで、改善

しなければと考えているところでもありました。ですが、なかなか困難を感じるところで

ありました。 

 多い園児の人数に対応するためには、大人の人数も多くなります。人数が多くなると情

報の共有が難しくなります。そのために会議をすればよいのですが、全職員が集まる時間

をとることがなかなか難しいです。年間３日しか全体での会議の日をもつことができませ

ん。そのうち２日は、保育を行いながらなので、職員以外にお願いできる人が見つからな

ければ、職員が欠けてしまうことになります。ですが、できないところにとどまらないよ

うに知恵を出したいとも思います。 

 また、地域との関わりのことですが、当園は 2009年に建物が１棟増えて、定員が倍増

しました。2005年に開園してやっと落ち着いてきた頃に、もう一つ建物ができて3-5才

児が別棟で生活するようになって、また試行錯誤の時を過ごしました。私は私たちの保育

園がしっかりと生活できなければ、外の人たちを迎え入れることは難しいと考えておりま

す。そのため、なかなか外に向かって開くということを考えられません。 

 それが 5 年ほど経過して、とつかルーテル保育園の形ができてきました。まだまだ至ら

ない点があることでしょう。ですが、これからはもう少し外にも目を向けていけるように

努力をしていきたいと思います。 
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