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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 つづきルーテル保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 4月 7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 各職員が個々で自己評価票を記入した。 

② 職員との面談をしながらそれぞれの自己評価を室長・主任・園長が

順にチェックしていき、集計した。 

③ 園長・主任が協議しながら園としての自己評価をとりまとめた。 

実施期間 

2014年 12月 20日まで 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（114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 10日～11月 25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 2月 27日 

    第 2日：2015年 3月 2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、看護師1名、栄養士1名、     

非常勤職員1名、主任に順にヒアリング。 

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 2月 27日 

    第 2日：2015年 3月 2日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

つづきルーテル保育園は、横浜市内北部に位置する大規模開発でできた港北ニュータウンの一角に位置し、

横浜市営地下鉄「センター北」駅から歩いて 8 分ほどの、マンションなどが林立する住宅地の中にありま

す。 

つづきルーテル保育園は、2000 年（平成 12 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。運営法人はほかに横浜市内に3園、川崎市内に2園保育園を運営しています。 

2 階建ての園舎は、日当たりがよく明るい印象です。1階は 2歳児の部屋と 3歳児～5歳児の縦割り保

育の部屋があり、2階は 0歳児～1歳児の各部屋があります。また 1階には、2階まで吹き抜けの大きな

ホールがあり、幼児が毎日、朝夕の礼拝をしています。園庭は広く、アスレチックが 2か所、砂場も 2か

所あり、子どもたちは毎日元気に遊んでいます。 

定員は 120名（0歳児～5歳児）、開園時間は、平日は 7時から 20時、土曜日は 7時から 18時 30

分です。 

基本理念は「何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ」（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】職員相互のコミュニケーションを密に、子どもの気持ちをくみ取り、保育をしています 

基本理念、保育方針に沿ったキリスト教保育とモンテッソーリ教育は、子どもの人格尊重を柱にしたも

のであり、全職員がこの認識を持って保育に臨み、園全体の理念実践に向けて一体となって取り組んでい

ます。 

保育士は子ども一人一人に向き合い、子どもの気持ちを受け止めています。言葉が出てきにくい子ども

に対しても、安心して話ができるように場合によっては他の子に発言をみんなで待つよう援助していま

す。乳児など自分の要求をまだ十分に表現できない子どもには、仕草や表情、本人の状況などを考慮して、

一人一人の意思をくみ取るよう努めています。保育中に子どもを急かす場面はなく、静かな落ち着いた口

調と穏やかな表情で子どもに接しています。 

保育実践にあたっては、職員同士のコミュニケーションを大切にし、連携を密にして子どもの様子など

を情報共有しています。日々の子どもの様子や安全や健康に関することなどは、毎朝のミーティングや「職

員連絡ノート」で全職員にもれなく伝えています。保育課程や指導計画、行事など重要な事項は毎月の室

長会議、学期ごとの職員会議などでよく討議しています。また室長会議では、保育士の自己評価や保育日

誌をもとに、子どもの様子や保護者との連携について話し合われ、その内容は各クラスでも共有していま

す。 

非常勤職員に対しても、モンテッソーリ教育の内部研修への参加、業務マニュアルである手引書の配布、

勤務における常勤職員との組み合わせなどに配慮し、必要な情報について共有できるようにしています。 
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【2】モンテッソーリ教育に基づく保育実践で、子どもは毎日の生活を楽しんでいます 

園では自己啓発として職員が取り組む、モンテッソーリ教員のディプロマ（免許状）取得を支援するし

くみがあり、この仕組みを生かして正規職員全員がディプロマ（免許状）を取得しています。 

保育室には、ぬいぐるみなどのおもちゃや絵本のほかに、モンテッソーリ教育の教具を豊富に整えてい

ます。モンテッソーリ教育では子どもの発達を見極め、それぞれの子どもにふさわしい環境設定を重要と考

え、保育士は0歳児から発達に即した教具の提示をし、子どもたちは発達とともに徐々に自分で自分のやり

たい「お仕事」を選択できるようになっていきます。（※モンテッソーリ教育では、教具を使う活動を「お

仕事」と言っています。） 

保育士は子どもの自由な発想を受け止め、絵本の読み聞かせで、子どもたちが興味を示した内容を劇遊び

や変わり鬼ごっこに発展させて集団で遊ぶことも多くあります。自由遊びの時間には、一人で絵を描いたり、

二人であやとりや絵本読みをしたり、数人でのブロック遊びを楽しんだり、モンテソーリの教具で「お仕事」

をしています。 

一斉活動では、礼拝、絵画、英語、体操、リズムなど多種のプログラムを用意し、それぞれにみんなで一つ

のことをする楽しさや達成感とともに友達とのルールを学ぶ場ともなっています。外部講師を招いての体育

の時間では、幼児が園庭でサーキットトレーニングをします。平均台を渡り、横置きした四段の跳び箱の上に

のり、ジャンプしてマットの上に飛び降り、縦置きの四段の跳び箱を超え、走って園庭を一周しています。年

長児では「クッキングをやってみたい」「ケーキをつくりたい」という希望が出され、食育でケーキ作りを行

いました。 

保育士は、子どもの主体性を育てるための保育を具体的に示した「モンテッソーリ教師の12の心得」に

沿って、子どもに寄り添い子どもを認める保育を行っています。温かな保育士の援助の中で、子どもたちは

安心して職員に甘え、落ち着いて毎日の生活を楽しんでいます。 

 

【3】配慮を要する子どもを積極的に受け入れられる体制があります 

園は配慮を要する子どもについて積極的に受け入れしています。受け入れに際し、個別のケースについて

は、日々のミーティングやクラスごとに一人一人の状況を共有し、その内容を個別支援計画に記録していま

す。翌月の会議で、子どもの変化や保護者との連携などを反省と申し送り欄の記録で確認しています。また

学期ごとの職員会議で話し合っています。各種会議の記録、指導計画、日誌などは必要に応じて、いつでも

閲覧できるようになっています。 

障がいのある子どもが入園した場合には、区の福祉保健センターや地域療育センターの保健師やケースワ

ーカーなどと面接や相談をしたり、学期に一度来園してもらい助言をもらうなど、連携して対応する体制が

あります。また、障がいのある子どもについて、補助職員を配置しています。 

園には特別支援の資格を取得した保育士が在籍し、各保育士は日常から指導を受け、障がい児保育につい

て学習するなど、全職員が対応できるようミーティングやクラスの会議で話し合っています。職員は、障が

い、アレルギー、そのほか配慮を必要とするケースに関して知識と対応技術を習得するために、外部研修に

参加しています。 

ノーマライゼーションの考え方に基づき、配慮を要する子どもも含めてみんながともに学び、楽しさを共

有する中で、互いの良さや存在を認め合えるような保育を心がけています。 
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●今後の取り組みが期待される点 

【1】園の情報の内外への積極的な発信 

園でのモンテッソーリ教育の実践や、３歳児～5歳児の異年齢の縦割り保育、外部講師を招いた体育の

取り組み、食育、配慮を要する子どもの積極的な受け入れなど、さまざまな取り組みを行っています。し

かし、園には地域に向けた掲示板もなく、そうした園の取り組みに関する情報が利用希望者に届きにくい

状況にあります。掲示板の設置により、地域の子育て家庭に子育て支援の情報などを発信する仕組みをつ

くるなど、情報を受け取る側の視点に立った施策を検討することが期待されます。 

また、ホームページも法人と一緒のもので、掲載されている情報は園への連絡先などに限られていま

す。行事など日ごろの在園児の様子を保護者に伝えたり、園でのユニークな活動や、園舎の様子、園の行

事、デイリープログラム、献立、モンテッソーリ教育やキリスト教保育の概要などを将来の利用者に積極

的に発信することが期待されます。 

 

【2】地域の子育て支援の拡充 

園は、地域の子育て支援の活動として一時保育を行っています。また、毎年年度末に次年度の地域支援

サービスについて職員会議で話し合いを持っています。地域住民からの電話による保育相談や問い合わせが

あるなど、地域からも期待されています。しかし地域支援については十分取り組むに至っていません。 

現在、園で検討している園庭開放や、散歩の際に公園で地域の子どもと遊んだり、地域の保護者向けに育

児相談を行うなど、地域への支援を拡充する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。 

・保育課程（運営法人で統一した内容）に「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」という保育の理念が明記されています。  

・保育方針は、「保育に関わる専門職同士が協力したり、それぞれの専門性

を発揮しながら、養護と教育の一体的な展開を図り、保育の内容の質を

高め、充実させる」「子どもの主体的な発達要求に応答する環境を豊かに

整え、みずから興味・関心を持って環境にかかわり、チャレンジしたこ

とへの充実感や満足感を味わわせ、年齢なりの心情、意欲、態度を養う」、

とし、子どもの最善の利益を考慮した内容になっています。 

・保育の理念や保育方針が記載された保育課程を各クラスに掲示し、全職

員に配布しています。全職員が参加する年一度の運営法人主催の「春の

研修」で理念や保育目標、保育方針を周知徹底することで、職員一人一

人の行動規範にし、日々の保育で生かされています。この保育方針に沿

って、年間・月間指導計画を作成しています。 

・行事や活動の際には、子どもに対して言葉で丁寧に説明し、また言葉で

は理解しにくい乳児などにも、これからやることを話しかけ、子どもた

ちが理解できるように配慮しています。3歳児から5歳児の異年齢の縦

割り保育では、障がいがある子どもにも理解できるように、毎朝スケジ

ュール表と言うホワイトボードを使い、一日の保育の予定や流れを図や

時計の絵で説明しています。 

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。 

・入園にあたって園長、受け持ちのクラスの室長、副室長が保護者と面接

し、子どもの様子を観察しています。入園時には看護師も保護者と面接

をし、アレルギーの食事対応など、必要によっては栄養士も面接してい

ます。入園説明会に参加できない保護者や中途入園の場合には、別途時

間を設けて個別に対応しています。面接内容は専用ノートと「生活記録」
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(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。 

に記録し、慣らし保育、授乳、排泄、睡眠など子どもの様子とあわせて

職員会議で報告・共有しています。 

・保護者には、入園前の子どもの様子、これまでの世帯の状況、出産状況、

栄養、発達などの成育歴、保育歴を児童票に記入してもらいます。その

ほか生活調査票には、授乳、離乳食、好きなおもちゃ、既往症、生活リ

ズムなどを記入してもらいます。これらの内容は面接で保護者に確認

し、把握した内容は、日々の保育に生かしています。入園時のならし保

育（短縮保育）については、入園説明会で保護者に説明し、入園後3日

間から10日間を目安に行っています。仕事などの都合で短縮保育の実

施が難しい保護者に対しては個別に相談に応じるなど、子どもの個別の

状況に応じて柔軟に対応しています。 

・0 歳児、1 歳児は低月齢、高月齢で担当を決めています。子どもの状況

によっては、担当を固定する場合もあります。タオルやぬいぐるみなど、

子どもの心の拠りどころとなる物の持ち込みも可能です。0歳児から2

歳児では、保護者とは連絡帳を通して子どもの様子を毎日詳しく報告し

合い、子どもの生活が家庭と園で無理なく引き継がれるようにしていま

す。保護者とのやり取りは、保育日誌に記録しています。 

・在園児の進級時には、クラス担任のうちできる限り一人が持ち上がり、

子どもが安心できる環境に配慮しています。また、1月には4～5人ず

つ、子どもたちを次年度のクラスの部屋に連れて行ったり、3月半ばに

は新担任が一緒に保育に入ったりするなど、子どもたちが落ち着いて生

活し、安定して遊べるように配慮しています。 

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。 

・園内・外の整備の係が決まっており、掃除がきちんとされて清潔に保っ

ています。土曜日は日常できない個所の清掃も行っています。保育室に

は「排泄物・おう吐物の処理」などを掲示し、マニュアルに沿って掃除

や消毒をしています。 

・すべての部屋は床暖房になっていて、加湿・空気清浄機が設置されてい

ます。窓は広く、採光は十分です。照明は時刻や天気などに合わせて適

宜使用しています。夏には遮光シートやプールの際にはテントを出し

て、強い日差しをさえぎるようにしています。園内の換気は決まった時

間に行うほか、子どもたちが室内で運動した後や、においを感じたとき

なども行っています。オルゴールや波の音などの音楽を流すときもあり

ますが音量に配慮しています。また保育士の声の大きさも配慮し、落ち

着いた雰囲気となっています。 

・0 歳児の保育室には沐浴設備があり、夏期や散歩の後で汗をかいた際な

どに利用しています。また、室内外に3か所の温水シャワーを設置し、

子どもが汗をかいた場合にはシャワーを浴びて快適に過ごせるように

しています。子どもたちがシャワーをした場合には保育日誌に記録し、

保護者にも伝えています。衛生管理マニュアルがあり、マニュアルに従
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って清掃を行っています。シャワーを使用した後は、マニュアルに沿っ

て清掃し消毒が行われています。 

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

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) 子ども一人一人の発達の過程に

応じた対応をし、その記録がある

か。 

・0～2歳児については、年齢ごとの年間・月間指導計画のほか、一人一人

に適した対応ができるように個別の指導計画を作成しています。3歳児

以上でも、特別な配慮を必要とする子どもについて個別の指導計画を作

成しています。日誌にも個別に記録する欄があり毎日記録しています。

・月1回の室長会議では、子どもの発達を適切にとらえ、保育目標に対し

て実施している内容が妥当かどうかを話し合っています。また、食事や

トイレトレーニング、発達状況や家庭の状況、環境の変化など子どもの

状況変化に関しても報告し合い、全職員で情報を共有し、計画の見直し

を行っています。月齢差の大きい乳児の発達の状況など、必要に応じて

保護者とも面談を行って指導計画を作成し説明しています。 

・0～2歳児では、保護者の提出した児童票、入園時健康診断書、生活調査

票をもとに個人記録を作成しファイルしています。入園後の成長発達の

記録は健康診断書や児童成長記録に記録しています。保育日誌は、年齢

ごとにあるほか、時間外保育用があります。重要な申し送り事項などで

業務を引き継ぐ際は、「職員連絡ノート」を活用して文書で引き継ぎを

行うとともに、毎朝のミーティングでも保育士同士が伝え合うようにし

ています。けがや事故に関しては、「事故報告書・ヒヤリハット」に記

入した後、その日のミーティングで共有し、保護者に報告しています。

・進級時の引き継ぎは、担当者がクラスの会議で子どもの状況を報告し、

毎年 2 月のクラスの代表者が集まるクラス分け会議に必要な事項を報

告し、保育士間で共有できるようにしています。年長児は保育所児童保

育要録を小学校に送付し、必要な場合は小学校を訪問したり、小学校か

ら来訪して情報を共有しています。 

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

・特別な配慮を必要とする子どもの受け入れに際し、個別のケースについ

ては、日々のミーティングで一人一人丁寧に状況を報告し、その内容を

個別支援計画に記録しています。翌月のクラスの会議で、子どもの変化

や保護者との連携などを反省と申し送り欄の記録で確認しています。 

・職員は、障がい、アレルギー、虐待など、配慮を必要とするケースに関

して知識と対応技術を習得するために、外部研修に参加し、研修の内容

を会議やミーティングで内容を共有するほか、内部研修も行っていま

す。 

・車いすでも園内に入れるよう段差のない玄関があります。園庭には点字

ブロックがあり、障がい者用トイレやエレベーターも設置されていま

す。階段には手すりがあり、床もバリアフリーになっています。障がい

のある子どもが入園した場合には、区の福祉保健センターや地域療育セ
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がされているか。 ンターの保健師やケースワーカーなどと、連携して対応する体制があり

ます。ノーマライゼーションの考え方に基づき、障がいのある子どもも、

そのほかの子どもも、ともに学び、楽しさを共有する中で、互いの良さ

や存在を認め合えるような保育を心がけています。 

・園では虐待が重大な人権侵害であることを示し、全職員に周知していま

す。虐待が明白な場合や虐待が疑われる場合には、児童相談所、区のこ

ども家庭支援課などに通報し、相談する体制が整っています。 

・アレルギーのある子どもについては、横浜市の「保育所における食物ア

レルギー対応マニュアル」に沿って対応しています。保護者から、かか

りつけ医の検査結果と診断書を提出してもらい、入園時に看護師、栄養

士が面接しています。栄養士は毎月献立表をチェックし、チェックした

献立表を保護者に渡し、保護者がチェックすることで誤食のないように

しています。アレルギー対応食を提供する際には専用のテーブルと専用

トレイ、専用の食器を使用し、誰の目にもはっきり区別できるようにし

ています。 

・毎年、外国にルーツのある子どもを受け入れています。モンテッソーリ

教育の中で、世界地図を子どもに見せて、さまざまな文化や言語がある

ことを伝え、文化や生活習慣の違いを認め尊重しあうことの大切さを感

じられるようにしています。 

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。 

・苦情受付責任者は主任、苦情解決責任者は園長であり、他園の園長等の

3人の第三者委員など、苦情解決体制を確立しています。苦情は第三者

委員に直接申し立てることができるよう、第三者委員の電話番号が記載

され、手引書、園内に掲示しています。また、保護者の意見を個人面談

や保護者懇談会で把握するほか、ご意見箱も設置しています。 

・自分で意見を表明するのが困難な保護者には、送迎時に声をかけ、コミ

ュニケーションをとる中で要望や意見を聞いています。 

・第三者委員は運営法人内の他園の第三者委員も務めており、年度末に行

われる運営法人の取り組みの中で懇談を行っています。 

・苦情・要望等に関して、園独自での解決が困難な場合は、第三者委員、

区役所に報告し、連携する体制が整っています。園の行事に対する保護

者の要望など、保護者の要望や苦情が発生した場合は、苦情解決規程に

基づき、職員会議で全職員に周知し、話し合っています。苦情・要望に

ついては、どのように対応、解決したかを記録し、苦情ファイルに保存

しています。過去の苦情、トラブルや要望は、整理・蓄積し、解決に生

かしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保護者に対して、外部の権利擁護機関についての案内はありませんので、

園内に掲示することなどが期待されます。 
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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。 

・保育室には、ぬいぐるみなどのおもちゃや絵本のほかに、モンテッソー

リ教育の教具を豊富に整えています。モンテッソーリ教育では子どもの

発達を見極め、それぞれの子どもにふさわしい環境設定を重要と考え、

職員はその援助法を学んでいます。保育士は0歳児から発達に即した教

具の提示をし、子どもたちは発達とともに徐々に自分で自分のやりたい

「お仕事」を選択できるようになっていきます。（※モンテッソーリ教育

では、教具を使う活動を「お仕事」と言っています。） 

・保育の一斉活動には、礼拝、絵画、国際（英語）、体操、リズムなど多種

のプログラムを用意し、それぞれにみんなで一つのことをする楽しさや

達成感とともに友だちとのルールを学ぶ場ともなっています。 

・子どもたちは園庭のプランターで夏野菜や球根植物の栽培をしています。

5 歳児の当番が中心となって水やりなどの世話をし、収穫した野菜は給

食で調理してもらい、苗植えから食べるまでの経験をしています。こう

した体験から苦手の野菜を克服できる子どもも多くいます。 

・保育室内には、画用紙、色鉛筆、ハサミ、のりなどの文具が豊富に用意

されています。また、3 歳児～5 歳児クラスになると、個人持ちの文具

があり、より自由に使えるようになっています。 

・3歳児から5歳児までは異年齢児縦割りのクラス構成になり、異年齢児

間の交流は日常的です。また、4 月には「春のお散歩月間」として、2

歳児から5歳児までが一緒に散歩に出かける機会を設け、進級時の不安

を和らげる配慮もしています。 

・保育室内には子どもの主体性を育てるための保育を具体的に示した「モ

ンテッソーリ教師の 12 の心得」が掲示してあり、保育士はこの心得に

沿って子どもに寄り添い子どもを認める保育を行っています。穏やかで

ありながら毅然とした態度で子どもに接し、子どもは安心して職員に甘

えています。 

・園には遊具が豊富に備えられた広い園庭があり、子どもたちは毎日思う

存分外遊びを楽しんでいます。また専任講師による体操の時間は、年齢

ごとの運動能力の発達を意識した充実した内容であり、子どもの健康増

進に寄与しています。 

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

・園では子どもが食事を楽しみにするための取り組みとして、毎日、管理

栄養士がその日の給食食材を持って各クラスの各テーブルを回っていま

す。また食育についても熱心に取り組み、工夫に富んだ年間食育計画を
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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

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。 

立てています。 

・園は、管理栄養士、園長、主任、各室長による給食会議を毎月開催し、

子どもの喫食状況の把握から献立・調理の工夫までを話し合っています。

この会議をもとに2名の管理栄養士が、季節の行事食などを取り入れた

献立を作成し、おやつも含め全て手作りの給食を提供しています。 

・3～5 歳児クラスの保育参加の日には、保護者に園児と同じ給食の試食

をしてもらい、園の味付けや食べさせ方などを見てもらっています。ま

た、0歳児クラスでは離乳食の試食をしてもらっています。 

・午睡時には部屋にカーテンを引き、オルゴールなどの静かな BGM を流

して午睡の環境を整えています。乳児の午睡時はゆりかご型のベビーベ

ッドを静かにゆらしたり、トントンしたりしながら傍らに寄り添い、子

どもが安心して眠りにつけるようにしています。 

・園では布おむつを使用しています。紙おむつに比べ手間のかかる布おむ

つ使用の理由として「子どもの身体発達にプラス」「人の手をかけた育児

は良い結果を生む」などの考えを示しています。 

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

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。 

・入園時には看護師が保護者全員に面談をし、子どもの健康状態を聞き取

り、子ども一人一人の情報を関係する職員に共有しています。また、毎

日の送迎時には保育士が保護者と情報交換し、必要に応じて関係職員に

対応を伝え周知共有を図っています。 

・子どもの健康診断と歯科健診を年2回実施し、結果は保護者にその都度

伝え、記録は個人ごとにファイリングして残しています。 

・保育中の子どもに下痢・発熱・嘔吐などの発症があり感染症が疑われた

場合には、速やかに保護者に連絡しています。子どもには看護師か園長

が付き添い、事務室で安静にさせて保護者が迎えに来られるまで待つよ

うにしています。 

・運営法人では全園の看護師と副室長を対象に年3回の「感染症対策会議」

を開催し、定期的に感染症対策と対処法の確認を行っています。 

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。 

・衛生管理に関するマニュアルは毎年次年度に向けて看護師会で見直しを

行っています。さらに運営法人では毎年3月に、入職が決まった新人職

員も含めた全体研修を開催し、例年この研修でマニュアルの読み合わせ

を行っています。 

・園舎はマニュアルに基づく清掃が行われ、清潔を保っています。 

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。 

・保育室内の棚類やピアノにはストッパーをつけ、地震等を想定した安全

対策を講じています。 

・毎年、全職員が救急救命法の講習を受けています。 
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(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。 

・子どものケガについては軽いものであっても必ず保護者と顔を合わせ、

口頭で状況の報告をし、事故報告書に記録しています。さらに職員会議

では、事故やケガの報告とともに再発防止策を話し合っています。 

・不審者の侵入防止対策として、民間警備会社と契約しています。園舎周

りには防犯カメラを設置し、出入口は電子錠による施錠システムとなっ

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。 

・園の保育方針の中核であるキリスト教保育、モンテッソーリ幼児教育は

共に子どもの人格尊重を柱にしたものであり、全職員がこの認識を持っ

て保育に臨んでいます。 

・園舎は余裕のある空間設計であり、保育室内や広い廊下の各所に子ども

が落ち着いて過ごすことのできるコーナーがあります。また、障がいの

ある子どものための「ひまわり」と名付けた、絵本やモンテッソーリ教

具を備えた一室もあり、子どもの気持ちが落ち着くまで保育士と一緒に

静かに過ごす居心地の良い空間となっています。 

・年長児クラス（3 歳児～5 歳児）のトイレは男女別になっています。ま

た、おもらしをしたときにも他人の目を気にせず手早く始末のできる広

さを備えています。 

・個人情報の取り扱いに関しては、運営法人に「個人情報管理規定」があ

り、全職員に周知しています。園の行事案内写真等への子どもの顔写真

掲載については、その都度、保護者に了解を得て使用しています。 

・行事や発表会の役、順番、グループ分けなどを性別で分けることはなく、

子どもの希望を尊重しています。 

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。 

・園では、3 月に実施する「新入園児説明会」と、4 月に実施する「在園

児説明会」において、保護者に保育の基本方針を説明しています。 

・保護者とは全クラスで同じ様式の連絡帳による情報交換をしています。

情報交換が密に必要な0、1、2歳児クラスでは毎日やりとりをし、3～

5歳児クラスは必要なときに使用しています。 

・個別面談と保護者懇談会を年2回実施しています。 

・保護者からの相談を受けた職員は、必要に応じて相談内容を園長に報告

し、園長が対応する仕組みになっています。内容によっては栄養士や看

護師も加えた対応をしています。 

・園では「〇月のお知らせ」（園だより）、「月の保育」（クラスだより）、給

食だより、ほけんだよりを、毎月発行しています。 

・年 2回実施している保育参加は、それぞれ4日～5日間の期間設定をし、

保護者の都合のよい日に参加してもらうようにしています。この期間の

参加が難しい保護者の場合、保護者の都合に合わせて柔軟に受け入れ、

ほぼ全員の保護者が参加しています。 
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・保護者会は存在しませんが、園児の父親有志が中心の「ルーテルお助け

隊」があり、行事の準備や後片付け、冬場の雪かきなど、主に力仕事の

手伝いをしています。また「卒園お別れ会」は保護者役員と共同で開催

するなど、良好な交流があります。 

 

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。 

・地域への子育て支援として一時保育を行っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域と密接に交流して、地域の子育て支援ニーズを把握するには至って

いません。地域とのより積極的な交流が期待されます。 

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。 

・地域への園からのお知らせは、近隣住宅に直接案内を配布しています。

・地域住民からの相談に対応できるように近隣小学校、医療機関、療育機

関、行政機関などと日常的な連携をしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域住民からの電話による相談には応じていますが、相談日を設けた育

児相談を行うには至っていません。 

 

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。 

・園ではルーテルデー（バザー）、運動会、クリスマスなどの園行事に地域

住民を招待しています。 

・キリスト教の行事に、6 月の「花の日」と 11 月の「収穫感謝祭」があ

り、毎年実施しています。どちらも日頃お世話になっている地域の方々

に対して、「花の日」には花を、「収穫感謝祭」には果物を持って、子ど

もたちが感謝の気持ちで訪問する催しです。訪問先は消防署、警察署、

区役所、中川地域ケアプラザ、園の嘱託医院、交番、芋ほりをさせても

らう近所の住民宅などです。 
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・園は都築小学校と隣接し、小学校の運動会への参加や、小学1年生との

交流を年に数回行っています。 

・近隣他園とドッジボールやティーボールを楽しむ積極的な交流がありま

す。特にティーボールは野球場でのトーナメント方式の大会があり、毎

年参加しています。（※ティーボールは幼児や少人数でもできる形式の野

球やソフトボールの入門スポーツ） 

・園外活動として、最寄り駅近くの横浜市歴史博物館や、屋内型遊戯施設

（12歳以下対象施設）などを利用しています。  

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。 

・「つづきルーテル保育園ご案内」や、運営法人のホームページにより園の

情報を提供しています。 

・事務室には事務担当職員が常駐し、外部からの問い合わせには園の「ご

案内」に基づいて説明し、利用希望者には見学ができることを案内して

います。 

 

【さらに望まれる点】 

・運営法人のホームページは存在しますが、情報は必要最小限であり、更

新はほとんど行われていない実情です。将来の利用者に向けて、より積

極的な情報提供が期待されます。 

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。 

・ボランティアや実習生を受け入れています。受け入れにあたっては受け

入れマニュアルに基づいてあらかじめ園の方針や注意事項を説明してい

ます。 

・ボランティアは中学生の職業体験、中学・高校性の夏休みボランティア

などを受け入れています。また、定期的に地域の方がマリンバ演奏を指

導してくれたり、職員の知人がコーラス指導に来てくれるなどの活動も

あります。 

・実習生は例年、保育科実習生の受け入れを行っています。また当園はモ

ンテッソーリ教育の教員の実習園でもあり、モンテッソーリ教育の実習

生受け入れも行っています。 

・保育実習生の受け入れにあたっては、事前に大学側の先生と実習内容の

打ち合わせを持ち、その後本人とも話し合い、効果的な実習となるべく

プログラムを作成しています。 
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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。 

・園長は年度末の職員面接で次年度の職員の意向を確認し、必要な人材構

成を確認しています。園の理念の実現にむけ、看護師、栄養士を配置す

るとともに、保育士は多めに配置しています。また、自己啓発の研修と

して職員が取り組む、モンテッソーリ教員のディプロマ（免許状）の取

得を支援する仕組みがあり、全職員がディプロマ（免許状）を取得し、

園はこのプログラムの指定実習園になっています。 

・職員が「個人研修計画・評価シート」に記入し、これに基づいて年度末

の園長による全職員との面談が行われ、専門性の向上などの目標と研修

課題を明らかにした上で、人材育成としての研修計画を作成していま

す。「評価シート」に基づく面接を経て、各職員の目標と研修課題につ

いての達成度の評価が行われています。 

・研修担当者は園長・主任で、内部研修計画を作成しています。保育所児

童保育要録や日誌の書き方、モンテッソーリ教育などの内部研修には常

勤職員と同じ勤務帯の非常勤職員も参加できます。 

・研修計画に基づき、職員はコミュニケーションスキル、乳児保育、食物

アレルギー、要配慮児、発達と生活リズムなど多様なテーマの外部研修

に参加しています。研修受講後、研修報告書を提出し、職員に回覧し、

全職員が目を通す仕組みになっており、情報を共有しています。毎年の

保育実践の総括や個々の職員の希望や意見を踏まえ、今年度はコミュニ

ケーションスキルを重視することなど、園長と主任によって研修内容の

見直しが行われています。 

・業務マニュアルである手引書を非常勤職員にも配布し、常勤職員と非常

勤職員を組み合わせ配置するよう配慮した体制にしています。モンテッ

ソーリ研修のため、運営法人内の他園から年2回講師を招いて内部研修

を行っています。内部研修には非常勤職員も参加しています。毎日、職

員が輪番で担当となり、非常勤職員に必要事項を周知するとともに、指

導が行われています。 

 

【さらに望まれる点】 

・非常勤職員への情報共有や非常勤職員からの相談や意見聴取をさらに円

滑にするために、例えば非常勤職員向けの会議を開催するなどの工夫が

期待されます。 
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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。 

・職員の自己評価は、専門性の向上、職場への定着や意欲などの視点から、

「個人研修計画・評価シート」によって行われています。保育所の自己

評価は、保育日誌、月案、年間指導計画などでの反省・見直しにより、

「保育課程の評価」で行われています。 

・園はより良い保育を目指し、モンテッソーリ教育について指導を受ける

ため、運営法人内の他園から年2回講師を招いています。またキリスト

教教育のため教会の牧師を招いて指導を受けています。またマリンバや

コーラス指導の専門家の指導も受けています。 

・保育日誌、月案、年間指導計画など計画や記録の書式が定型化され、反

省欄や申し送り欄があります。これに基づいて保育士が自己評価を行っ

ています。養護、教育、健康、人間関係、環境、言語、表現などの視点

から、子どもの成長や発達の状況、子どもの変化や行動、しつけなどに

ついて保育士の自己評価が行われています。 

・保育の評価では例えば、乳児では「意欲的な姿が見え、服をたたんだり、

脱いだりする活動につなげていきたい」、幼児では「友達同士のかかわ

りが深まる一方、言葉の言い争いになることもある。間への入り方は難

しいが、お互いの気持ちを伝えられるようにしたい」など、子どもの意

欲や育ち、自己肯定感を引き出しながら、取り組む過程を重視し行われ

ています。 

・保育士は自己評価を通じ、自らの保育実践の改善や指導計画策定に生か

しています。保育士の自己評価や年度末の各クラスの会議における翌年

度方針の検討内容に基づき、地域の子育て支援の要望について話し合っ

たり、コミュニケーションスキルの研修を強化するなど改善がすすめら

れています。 

・園では保育士の自己評価をもとにした、「保育課程の評価について」によ

り、保育のねらいと保育士の配慮の視点から16項目の園の自己評価を

行っています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園の自己評価は公表しておらず、公表が期待されます。 

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。 

・管理規程、分掌事務に、園長、主任、職員などの権限が明示され、現場

の保育は職員に委ねられています。対外的な業務、事故や苦情などその

場の状況を判断する必要のある偶発的な業務は、園長・主任に報告・連

絡・相談することが徹底されています。 

・毎年度末に全職員との園長面接を行い、次年度の業務や研修の希望、業

務への満足度を把握しています。そのほか、職員アンケート、職員会議

やミーティングなどさまざまな機会で、異動の希望、上司・部下への意
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見などを聞いています。半日有給休暇制度の要望があり、取り入れて制

度化しました。 

 

【課題・望まれる点】 

・職員の習熟度に応じた役割や期待水準を明文化した文書はありません。

期待水準を明文化することが期待されます。 

 

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。 

・「就業規則」の「服務心得」や「モンテッソーリ教師の心得12か条」に

は守秘義務や保育従事者の姿勢が明示されています。これらによって、

法、規範、倫理などを守ることについて非常勤職員を含めた全ての職員

に周知しています。 

・経営運営状況は運営法人の「教会月報」に掲載して公表しており、保護

者にも配布しています。 

・運営法人主催で行われる年3回の全園室長会議（園長、主任も参加）で、

虐待や事故などの他施設での不適切な事例をもとに不適切な対応を行

わないよう研修が行われています。この研修の内容は職員会議などで職

員に周知されています。 

・段ボールや牛乳パックの再利用、製作に廃材や牛乳パックを使用するな

ど、ゴミの削減や減量化、再利用やリサイクルに取り組んでいます。園

内の照明を LED にしたり、夜間電力を利用して床暖房に使用し、省エ

ネルギーに努めています。夏には朝顔のグリーンカーテンで遮光した

り、野菜の栽培を行っています。 

・保護者に配布している手引書のおむつの欄に、布おむつの使用で「大量

の廃棄物」が出ることを避けるようにするという、ゴミの減量化の姿勢

が示されています。 

 

【さらに望まれる点】 

・環境保護を明示した文書はないため、環境保護の考え方を明示すること

が期待されます。 

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

・園の理念・保育方針を手引書や保育課程に明示し、全職員に配布し、職

員がいつでも確認できるようにしています。運営法人主催の全職員を対

象にした春の研修会で理念・基本方針の研修を行い、職員の理解を促し

ています。園長による全職員との面接、ケース会議などで理念・保育方
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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。 

針・保育目標の理解度を確認しています。 

・職員の異動、施設改修、保育方針など、重要事項については、新入園児・

在園児説明会や保護者懇談会などの機会に保護者と意見交換をしてい

ます。保育課程の内容や駐車場を大きくするために園庭が狭まることな

ど、重要事項については保護者に経緯を十分説明しています。駐車場を

大きくする際は臨時の保護者会を開催して説明を行いました。 

・主任クラスの育成のため、主任は室長が管理業務を行えるようにするた

め、主任業務の一部を室長に任せたり、行事の全体運営を経験させるこ

とを通じて、スーパーバイズできる人材を育成しています。 

・主任は2歳児の担当を行うほか、管理業務が行えるよう一定の時間を保

障されています。その時間の中で、毎日クラスを回ったり、クラスの状

況や職員一人一人のサービス提供内容や対応を把握しています。主任は

子どもへの言葉づかいや声のトーンなど、必要な場合は具体的に支援

し、保育技術を教えています。 

・主任は労務管理の視点からも個々の職員への声かけや疲労の状況など職

員の体調管理に気を配っています。有給休暇の取得状況を把握し、取得

が少ない職員や、介護や子育てなどを抱える職員の状況も把握し、職員

一人一人に配慮しています。また、全体が公平に休暇を取れるよう業務

を調整しています。 

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。 

・園では、市のこども青年局、区のこども家庭支援課、運営法人、区の公

立私立合同園長会、区の社会福祉協議会などから、子ども・子育て新制

度の内容や、地域子育て支援事業の状況など事業経営に影響のある情報

を収集し分析しています。 

・子ども・子育て新制度の内容や動向など、重要な情報は運営法人や園長・

主任で意見交換をし、必要な場合は職員会議で職員と情報共有し話し合

っています。園庭開放の実施など運営面の重要な改善課題については職

員会議で話し合い、保育所全体で検討していますが、まだ結論に至って

いません。 

・子どもの園生活がさらに豊かになるようにリトミックの導入を計画する

など、新たなサービスプロセスなどについて常に検討しています。 

・運営に関し、弁護士、公認会計士など、専門家の意見を取り入れていま

す。 

 

【課題・望まれる点】 

・中期の計画として園庭開放、気になる子どもの保護者支援などについて、

園長が職員に話していますが、明文化されていません。中期計画の策

定・明文化が期待されます。 

・次代の施設運営に備えた後継者育成について、計画的に取り組むことが

期待されます。 
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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 10日～11月 25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    

63.2% （114枚配付、72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 88.9％の保護

者が「知っている」と答えています。「知っている」と答えた保護者のすべてが「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。 

・問 2～問7の 36 の設問のうち、満足度が95%以上の設問が9問、90～95％の設問が14 問となって

います。とくに「園のおもちゃや教材」「基本的生活習慣の自立に向けての取り組み」は満足度が100%で

す。 

・一方、「年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされているか」は 72.2％、「意見や要望への対応」は

75.0%と比較的満足度が低くなっています。 

・園に対する総合満足度は93.0％です。（「満足」59.7％、「どちらかといえば満足」33.3％） 

・自由意見欄には、「子ども一人ひとりの個性を大事にしてくれて、のびのびと育った園児たちが活き活きし

ている」「子どもは保育園が大好き」といった声がある一方、外遊びや運動をもっと求める意見、きょうだ

い児が病気になったりインフルエンザが流行したときの登園に関するルール、給食提供期間などについての

要望や説明を希望する意見が複数ありました。 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度は、87%～97%程度を示しており、多くの保護者がおおむね満足している様子がう

かがえます。「年間の計画について」「園と保護者の連携・交流について」は、他の項目と比べると、「満足」

との回答が「どちらかといえば満足」に比べて低くなっています。 

・相関分析のデータからは、「あなたのお子さんが大切にされているか」「費用やきまりに関する説明」「年間
の保育や行事に、保護者の要望が活かされているか」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

25.0%

まあ知っている

63.9%

どちらとも

⾔えない

8.3%

あまり

知らない

2.8%

賛同できる

62.5%

まあ賛同できる

37.5%
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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 56.9 30.6 4.2 1.4 5.6 1.4
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 36.1 8.3 0.0 2.8 1.4

園の⽬標や⽅針についての説明には 48.6 44.4 1.4 0.0 4.2 1.4
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

56.9 34.7 1.4 0.0 5.6 1.4

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

52.8 33.3 4.2 1.4 5.6 2.8

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）

45.8 36.1 9.7 2.8 4.2 1.4

（%）

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 45.8 48.6 4.2 0.0 0.0 1.4
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

27.8 44.4 16.7 2.8 6.9 1.4

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）

58.3 40.3 1.4 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

61.1 27.8 5.6 4.2 1.4 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）

69.4 30.6 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

61.1 26.4 6.9 4.2 1.4 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

55.6 43.1 0.0 1.4 0.0 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

51.4 43.1 2.8 2.8 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

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 22.2 1.4 0.0 1.4 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

79.2 19.4 0.0 0.0 1.4 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

81.9 18.1 0.0 0.0 0.0 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

72.2 20.8 2.8 1.4 2.8 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

66.7 19.4 2.8 1.4 8.3 1.4

お⼦さんの体調への気配りについては 58.3 33.3 6.9 1.4 0.0 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

58.3 33.3 5.6 1.4 1.4 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 61.1 33.3 1.4 1.4 2.8 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

62.5 33.3 2.8 0.0 1.4 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

50.0 43.1 1.4 4.2 1.4 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

63.9 34.7 0.0 0.0 1.4 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

40.3 50.0 8.3 0.0 1.4 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

45.8 44.4 6.9 1.4 1.4 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

41.7 47.2 4.2 4.2 2.8 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

38.9 48.6 12.5 0.0 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

54.2 40.3 5.6 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 47.2 44.4 4.2 2.8 1.4 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

43.1 45.8 6.9 4.2 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

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

68.1 30.6 1.4 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

66.7 30.6 1.4 1.4 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

52.8 34.7 0.0 0.0 11.1 1.4

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

51.4 41.7 5.6 0.0 1.4 0.0

意⾒や要望への対応については 37.5 37.5 11.1 5.6 4.2 4.2

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 59.7%

どちらかと

いえば満⾜

33.3%

どちらかと

いえば不満

6.9%
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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 55.6 93.8
問３ 年間の計画について 38.4 87.3
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 59.8 95.1
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 72.0 96.3
問５ 快適さや安全対策などについて 60.5 97.2
問６ 園と保護者との連携・交流について 44.9 91.2
問７ 職員の対応について 57.6 94.4

※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
.660
.647
.642
.631
.624

※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３：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
問７：意⾒や要望への対応については
問６：園だよりや掲⽰などによる、園の様⼦や⾏事に関する情報提供については

 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２：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なども含めて）

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：2月 27日（金曜日）、3月2日（月曜日） 

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 

朝の保育室では、室内遊具の小さな滑り台で遊ばせてもらう子ども、保育士に抱かれて絵本を読んでもら

う子ども、歌を歌ってもらい体を動かす子ども、みんな元気いっぱいです。ぬいぐるみやボール、音の出る

おもちゃや保育士の手作りおもちゃなど、おもちゃも豊富に出されています。 

奥の部屋では、モンテッソーリ幼児教育の「お仕事」をする子どもたちがいます。この部屋にはテーブル

といすが備えられ、きちんと着席することから「お仕事」が始まります。０歳児にふさわしい教具を用いて、

子どもが興味を示し年齢に応じた集中力が保てるように、保育士が傍らについて援助しています。 

月齢の低い子どもを除いて、今日は散歩に出かけます。園外に出るとそのまま遊歩道につながる、自動車

の心配のない散歩コースです。カートに乗る子ども、歩く子ども、おんぶの子ども、みんなうれしそうです。

犬の散歩をする人たちとも数多く行き交います。子どもたちに犬を見せようとみなさんが立ち止まってくれ

ます。子どもたちも身を乗り出して「ワンワン」と、声に出して喜んでいました。公園に着くと、保育士と

大きな木に隠れて「いないいないばあ」をしたり、枯葉を飛ばしたりと、よちよち歩きの子どもも這い這い

の子どもも、土や枯葉を身体中につけて遊びました。帰り道、遊歩道の下を電車が通る場所では、金網にく

っついてみんなで電車を待ちます。ここは子どもたちの人気スポットで、近所の親子連れや、他の保育園の

子どもたちも集まっています。あっという間に通り過ぎる電車にみんなで「バイバイ」をしました。 

 

●1歳児クラス 

 この日は食育活動の一環で、管理栄養士が保育室に来て、生イカをさばいて見せてくれるそうです。毎日

の給食時間にも話をしに来てくれる給食の先生が大好きな子どもたちです。大きなボールからイカを取り出

し、体全体の説明から始まります。クラス全員に見えるように持ち上げ「これがお目目です。みんなのお目

目はどこ？」、「これがお口。みんなのお口はどこ？」、「みんなの足はどこ？イカの足は 1、2、3……10

本です」子どもたちは真剣なまなざしで、イカを見つめています。一つ一つの問いに、子どもの手が応えて

いきます。ワタを抜いて栄養士が「お腹の中」と言うと、前列の子ども数人は着ているシャツを自分でめく

ってお腹を見せています。給食の時間には、あえ物の中から小さく切ったイカを取り出し「おいしい」の声

が出ています。 

 トイレットトレーニングが始まっています。保育室内にあるトイレの入り口には背の低い台が置いてあり、

ここでズボンとおむつを脱がしてもらい、「どこのトイレにしようかな」と、保育士が子どもに聞いていま

す。 

トイレの壁には子どもの好きなキャラクターが貼ってあり、子どもは大きな声で答えて、お気に入りのトイ

レに座りました。保育士が子どもの前に座り優しい会話が続きます。トイレが嫌いにならないように楽しい

時間を過ごす工夫です。排泄が済むと入り口の台でおむつをしてもらい、はきやすく広げてあるズボンを自

分ではいてみることもトレーニングです。頑張って引き上げ、もう少しのところは保育士に手伝ってもらい

ます。 
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●2歳児クラス 

 調査日1日目は外部の専任講師による週1回の体操のプログラムの日でした。2歳児から5歳児まで年

齢ごとに時間をとって実施しています。園庭では一番初めに始まる２歳児クラスの子どもたちが体操教師の

後を歓声を上げながら追いかけています。教師の「今日もがんばるぞー」の声に子どもたちも拳をあげて「が

んばるぞー」と元気に応えました。準備体操やボール遊びで体を温め、サーキットトレーニングです。グラ

ンドに跳び箱・マット・平均台を置き、一つずつの課題をクリアしながら１周走を繰り返すトレーニングで

す。運動器具の置き方や使い方を年齢に合わせて変え、各クラスの発達に合ったトレーニングです。 

調査 2 日目の保育室内では、数種類の遊びや「お仕事」に子どもたちが取り組んでいます。白い紙を四

つ折りや八つ折りにして、紙の端をいろいろな色の水に浸ける折り染めをするグループがいます。染めた紙

を広げるとまるでステンドグラスのようです。「もう一度やりたい」という子どもに保育士は「順番にね。

〇〇ちゃんが待っていたからね」と、みんなで使うルールを優しく話し聞かせています。保育士とカルタ遊

びをするグループもいます。カルタがどうしても取れない子どもが悲しそうにしています。「△△ちゃんの

方が少し早かったね。〇〇ちゃん惜しかったね、次がんばろうね」と、保育士に応援の声かけをしてもらっ

ています。集団遊びの中で自分も友達も一緒に楽しむことを少しずつ体得しています。 

 

●3・４・５歳児クラス 

 3、4、5歳児は異年齢児の縦割り２クラスになっています。 

朝の礼拝が始まります。ホールに向かう前に、子どもたちは保育士から静かな口調で問いかけられていま

す。「お心を静かにできるかな」、この声に子どもたちは胸の前に手を交差させて置き、年齢順に整列します。

整然と、そしてゆっくりとホールに入場します。みんなが、保育室での表情とは違う表情を見せています。

これから大切な時間を過ごすということが認識できている子どもたちです。順に正座して並び終わると、一

人の子どもが、火のついたろうそくを持ち静かに祭壇に向かいます。供えられた祭壇のろうそくに灯をとも

す係です。おごそかな雰囲気の中で聖歌を歌い、感謝のお祈りをし、聖書のお話を聞き、朝の礼拝が終わり

ます。最後は再び、係の子どもが、柄の長い火消しを持って中央を進み、祭壇のろうそくの火を消します。

この係の役は子どもたちの憧れだそうです。少し緊張した面持ちながら誇らしげな姿です。 

3、4歳児は園庭で外遊びを楽しんでいますが、今日の当番数人は少し早目に室内に戻り、給食の準備を

手伝います。今日はひな祭りの行事食で、ちらし寿司や、菜の花のあえ物などの献立です。それぞれの子ど

もにできる手伝いを用意しています。小さい子どもは、少しの量のお茶をいれて、持ちやすく注ぎやすくし

たやかんでクラス全員のカップにお茶を注いでいます。ちらし寿司は、ご飯を盛り付ける係のほかに錦糸

卵・花形人参、インゲンの細切り、千切りの海苔など、たくさんのせるものがあります。配膳台に並んだ具

材の前に子どもたちがそれぞれ立って開始です。子どもたちは一生懸命ですが、慣れない作業になかなかス

ムーズには進みません。しかし、保育士のアドバイスを聞いて次第に要領をのみこみ、全ての盛り付けをし

終えました。 

 5 歳児は目の前に迫った卒園式で発表する合奏の練習です。広いホールが練習場となり、大きな楽器も並

んでいます。数人ずつで違う楽器を演奏する合奏はとても難しそうです。1つのパートのテンポがずれると

その波が全体に広がり次第に修復が困難になってしまいます。指揮をする保育士の指示を真剣に聞く子ども

たちです。練習が終わりに近づくころには、全員の気持ちが一つになっています。いつの間にか、園庭遊び

から戻ってきた 3歳児 4歳児の子どもたちが、音楽にひかれてホールの周りに集まって来ています。そし

て、お兄さんお姉さんたちの合奏に合わせて、子どもたちの歌声がまたたく間に大きく広がりました。 
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2007年以来の第三者評価受審となりました。 

 法人では６園のうちの最後の受審でしたが、他園の意見を聞かずにつづきはつづきの

評価を受けようと決めていました。 

 保護者の皆さんからのアンケートの集計はとても参考になり、重ねての第三者評価の

受審で今後の課題をしっかりと提起されました。 

 もっともっと広く周りにアピールをしていき、園の方針や理念に賛同して頂きながら

共に大切な将来の担い手となるお子さんを育てていきたいと強く感じました。 

 ようやく昨年度をもってモンテッソーリ教師の資格を全職員が持つこととなりまし

た。この恵まれた環境の中で、同じ想いと志で、今後も職員一同力を合わせて「子ども

たちから平和が来るように」邁進していきたいと思います。 

  

 お忙しい中、アンケートにご協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。
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