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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 土と愛 土と愛子供の家保育所 

事業所への報告書提出日 2015年 4月 9日 （評価に要した期間）11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 個人で評価項目の記入を行った。 

② 各人が記入したものを基に、職員会議の場で意見交換をし、園とし

ての評価をまとめた。 

実施期間 

2014年 11月～12月 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（52 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。保育士1名、非常勤職員1名にヒアリング。 

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・事務員にヒアリング。 

実施日 第 1日：2015年 2月 24日 

    第 2日：2015年 2月 25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。主任にヒア

リング。 

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５名、調理員1名にヒアリング。 

その後、園長・事務員にヒアリング。 

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 24日 

    第 2日：2015年 2月 25日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

土と愛子供の家保育所は、相鉄線「鶴ヶ峰」駅からバスで約10分、「辻」下車、徒歩約2分の住宅地に

あります。社会福祉法人土と愛により、1974 年（昭和 49 年）4 月に開設されました。現在（2015 年

3月）は、園舎建て替えのため仮園舎に移転中です。仮園舎は、「西ひかりが丘」バス停下車、徒歩約2分、

旧横浜市立ひかりが丘小学校（移転・廃合され現在は廃校）内にあり、かつて、土と愛子供の家保育所の分

園として、土と愛子供の家保育所第2が使用していた場所です。 

 園の施設は、保育室（３室）、事務室、厨房などからなり、外側には園庭代わりとなるテラス（ウッドデ

ッキ）があります。また、テラスに隣接してコミュニティハウスの庭（旧横浜市立ひかりが丘小学校の校庭）

があり、利用させてもらっています。 

定員は 60 名（産休明け～5 歳児）、開園時間は、平日 7 時から 19 時 15 分、土曜日 7 時から 16 時

30分です。 

保育理念は、「障害を持つ子どもも、持たない子どもも、共に助け合い育つ」とし、保育目標を、「自主的・

意欲的に生活し、自分を表出できる子どもになろうとする」「協力し助け合うことを喜びにできる子どもに

なろうとする」と定めています。 

保育理念や保育目標を踏まえて、保育に対する考えを、「保育所の職員は こう思っています」として明

文化しています。その中で、“私たちは、昔の子どものように、子どもたちが子どもどうしで遊べたらよい

と思っています。今の子どもたちのおかれている状況は、あまりにも大人の干渉や配慮が多くて、子ども自

身が意識し自覚し、選んで生活してはいない感じさえします。子どもが育つのではなく、大人が先回りして

強引に育てている感じがします。私たちは、大人のところに子どもを集めてきて、大人が子どもを引っぱっ

ていくのではなく、まず子どもの集まりがあって、子ども自身がその中で生活していって欲しいと望んでい

ます。”などと述べています。 

 

 

●特長・優れている点 

子どもたちは、元気に遊びながら、さまざまな経験をしています 

天気の良い日は戸外での遊びが多く、子どもたちは思いっきり身体を動かしています。朝の自由時間には、

ほとんどの子どもが、テラスで三輪車などを乗り回したり、ボール投げをしたり、追いかけっこをしたり、

好きなことをしています。朝の集まりの後は、0 歳児クラス、1･2 歳児クラス、3･4 歳児クラス、5 歳児

クラスに分かれての活動が多くなっています。クラス活動の戸外遊びは、近くの公園や隣接する旧小学校の

校庭なで、砂場での遊び・サッカーボール蹴り・築山へ二輪車での上り下り・木登り・校庭一周ランニング・

三輪車乗り回し・ダンスなど、さまざまです。花壇の花を眺めたり、落ち葉を拾い集めたりしている子ども

もいます。隣の「土と愛子供の家保育所第２」の室内で和太鼓の練習を終えた 5 歳児クラスの子どもたち

が戻ってきて、校庭にダンボール箱を出し、和太鼓に見立ててバチで叩く姿も見られます。 

職員は、子どもたちが好きなことに熱中できるようにしています。遊びの場は広がりがちですが、職員は

以心伝心で誰がどこに位置するかを判断し、危険のないように見守っています。危険がある場合やルールに

外れるときは、その場で子どもに注意や声かけをし、どのようにしたら良いかを子どもが納得するまで説明

しています。 

室内でのクラス活動は、お絵かき・製作・絵本読み聞かせなどがあります。誕生会で今月誕生日の友達に
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絵を描いたり、たこ焼きパーティーで着けるビニールフィルムを切り抜いたエプロンを作ったり、子どもた

ちは好きな色を使い、自分の思いを表現しています。活動が始まる前、子どもたちは、友達同士でおしゃべ

りをしたり、騒いだりすることが多いですが、職員は、「何をやるか」を呼びかけ、みんなが意識を集中し

て来るまで待ってから、内容や手順などを説明するようにしています。また、活動と活動の間で、職員が準

備しているとき、子どもたちは廊下でいすに座って待っていますが、なかなか待っていられない子どもには、

職員が「今は何をするときか」をきちんと説明したり、子ども同士で注意しあったりしています。 

仮園舎の限られたスペースの中で、子どもたちが決まりごとを理解し、より良く楽しい日を過ごすことが

できるように、全職員が努力しています。 

 

 

●改善や工夫が望まれる点 

マニュアルの整備 

事故防止・対応マニュアルを作成し、地震・火災・自然災害・事故などの対応を定めていますが、健康管

理やその他のマニュアルは、作成されていないものや作成されていても内容的に不十分なものなどが見受け

られます。また、作成されてから数年間、見直しをしていないものもあります。なぜマニュアルが必要か、

どのようなマニュアルを作るか、管理・維持をどうするかなどを職員間で検討し、マニュアルを整備するこ

とが望まれます。 
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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、「障害を持つ子どもも、持たない子どもも、共に助け合い育

つ」と定め、保育目標を、「自主的・意欲的に生活し、自分を表出できる

子どもになろうとする」「協力し助け合うことを喜びにできる子どもにな

ろうとする」としています。また、保育理念や保育目標を踏まえて、子

どもたちに期待する職員の考えを「保育所の職員は こう思っています」

として明文化し、園のしおりに記載しています。 

・職員採用時に、保育理念・保育目標を説明しているほか、毎年度初めの

職員会議で、必ず全職員に説明しています。また、園のしおりに記載し

た「保育所の職員は こう思っています」を全員が確認しています。 

・保育課程は子どもの利益を第一義とし、保育課程に基づき、年齢ごとに

年間指導計画、月間指導計画を作成しています。 

・職員は子どもに対して、必要なことを分かりやすい言葉で、年齢に見合

った方法で伝えるようにしています。 

・職員は、言葉で自分の思いを伝えることができる子どもからは、丁寧に

聴き取るようにし、子どもが自ら話し出せる環境を作り、待つようにし

ています。言葉で表せない子どもは、態度や表情などから興味・関心を

くみ取るようにしています。 

・子どもの自主性や主体性を育て、発揮できるような指導計画となってい

ます。子どもの意見や遊びの様子から、月間指導計画などを柔軟に見直

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

・0 歳児の保護者や特別な課題がある子どもの保護者とは、3 月に行う入

園説明会後に面談し、その他の保護者とは、4 月の入園式後に個別に面

談しています。入園までの生育歴や家庭での状況を、保護者にあらかじ

め記入してきてもらい、個別面談時に詳しく聞き取っています。 

・職員会議で、入園する子どもの生育歴や家庭状況を報告し、全職員が情

報を共有できるようにしています。また、保護者から提出された資料や、
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導計画を作成しているか。 個別面談時の記録は、個人別にファイルしています。 

・短縮保育（ならし保育）は通常設定していませんが、保護者からの要望

があれば個別に対応しています。 

・全園児の保護者に対し、ノートを用いて、ていねいに連絡をとっていま

す。0・1 歳児クラスは、食事・排泄・睡眠の記入欄がある所定形式の

ノート、2歳児～5歳児クラスは自由記述式のノートを用いています。

・低年齢のクラスでは、前年度の担当職員のうち少なくとも1名は持ち上

がりになるようにし、進級する子どもたちが安心して過ごせるよう配慮

しています。 

・子どもの発達や状況に応じて、クラス担当の複数の職員により、月間指

導計画の作成・評価・見直しを行っています。 

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。 

・毎日数回の清掃が実施され、屋内・屋外とも常に清潔に保たれています。

また、窓やドアなど開口部が多い構造であり、適宜開け放って、通風・

換気が良くなるようにしています。 

・各保育室ともエアコン設備があり、適切な温度となるようにしています。

・沐浴設備、温水シャワー設備があり、管理や清掃が十分に行われていま

す。 

 

【さらに望まれる点】 

・1･2 歳児クラスの屋内活動の場は、畳スペースと 3･4 歳児クラスと共

用の食事スペースですが、特には小集団活動を意識した仕切りを設ける

などの使い方の工夫はしていません。現在、園舎建て替えによる仮園舎

のためやむを得ない面もありますが、特に低年齢の 1･2 歳児に対して

は、小集団活動ができるような環境づくりが望まれます。 

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。 

・乳児一人一人について、個別指導計画を作成しています。幼児について

は、特別な課題がある子どもに対し、個別指導計画を作成しています。

・離乳食の進め方、トイレットトレーニングの開始時期など、保護者と相

談して個別計画を作成し、保護者に説明の上で同意を得ています。 

・保育所児童保育要録は、担当者が小学校に出向いて手渡し、直接口頭で

詳しく伝えるようにしています。 

・子どもや家庭の個別の状況・要望などは、児童票に記録し、入園後の子

どもの成長発達記録は、個人別の保育経過として記録しています。子ど

もの記録は個人別にファイルし、書架に保管しています。職員は必要に

応じ見ることができます。 

・進級時には重要な申し送り事項を記録し、新担任に引き渡すほか、職員

会議で説明し全職員が情報を共有できるようにしています。 
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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。 

・保育理念として「障害を持つ子供も持たない子供も、共に助け合い育つ」

を掲げ、特に配慮を要する子どもや障がいのある子どもを積極的に受け

入れています。 

・特に配慮を要する子どもや障がいのある子どもについて、職員会議や毎

朝のミーティングで話し合い、記録しています。 

・外部研修などで、特に配慮を要する子どもや障がいのある子どもに関す

る情報を得た場合、職員会議で報告したり、研修報告書を回覧したりし

ています。 

・保護者の同意を得て、横浜市西部地域療育センターの職員に来園しても

らい、子どもへの対応について助言や指導を受けていて、その内容を全

職員に周知しています。 

・虐待の定義は、職員会議で伝え、全職員に周知しています。 

・虐待が明白になった場合や、虐待が疑わしい場合・見守りが必要な場合

は、西部児童相談所に通告・相談し、連携して取り組むようにしていま

す。 

・家庭支援の必要な保護者には、なるべく多くコミュニケーションをとる

ようにし、必要に応じ、職員から積極的に声かけをするようにしていま

す。また、旭区役所との連携をとり、情報を得るようにしています。 

・アレルギー疾患のある子どもの場合、かかりつけ医の診断書や指示に基

づき、保護者と話し合い、適切な対応をしています。食物アレルギーの

ある子どもの場合は、翌月の献立表ができた時点で保護者と連絡をとっ

ています。 

・除去食を提供する場合は、厨房では、献立表に色をつけて注意を喚起す

るようにしています。また、別食器を用い、別トレイに乗せ名札をつけ、

職員間で声を出して確認するようにしています。また、除去食がある日

は、朝のミーティング時に職員間で確認しています。 

・文化（言語・表現・食事）や生活習慣、考え方の違いを認め、保護者か

らの要望があれば、適切に対応しています。 

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。 

・苦情処理規定を定め、その概要をフローチャートで表し、保護者に配布

し、周知しています。 

・意見箱は設置していませんが、クラス懇談会では保護者の意見・要望を

聞くようにしています。また、日々の送迎時の保護者との会話や連絡ノ

ートの活用により、自分で意見を表明することが困難な保護者の声も把

握するようにしています。 

・第三者委員を2名定めています。 

・要望や苦情の内容とその後の対応は、職員会議などで報告し、全員に周

知しています。 
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【課題・望まれる点】 

・意見・要望等について、園との話し合いで納得できない場合等は、第三

者委員に相談・立会・助言を求めることができます。しかし、直接第三

者委員に申し立てもできるようにすることが望まれます。 

 

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。 

・子どもたちは自分の落ち着いて遊べる場所を見つけています。職員はお

おまかな指示を与えますが、子どもたちが好きな場所で自由に遊ぶこと

を妨げません。また、0歳児クラスは他のクラスとは別に0歳児保育室

で落ち着いて遊べる時間を設けることができます。5 歳児クラスは年度

の後半は5歳児クラスだけの保育室で、自分たちで掃除、食事、保育活

動を自主的にできるように指導しています。 

・子どもたちは日々自由にごっこ遊びをし、乗り物を乗りまわし、また 1

人で砂場で砂をすくって遊び、枯れ葉を集め、思いのままに遊んでいま

す。自由に遊ぶ中から年齢に応じた種々の鬼ごっこなどの一斉活動に発

展しています。 

・園から徒歩で行けるところに畑を借りていて、じゃが芋、サツマイモ、

大根、夏野菜等を育てて収穫し、そのまま食べたり、給食室で調理して

もらい食したりしています。また、5 歳児クラスで金魚、メダカ、カブ

トムシ等を飼い、日々当番を決めて世話をし、観察しています。散歩で

は地域の大小の公園へ行き、豊かな自然に触れています。 

・園では子どものやりたいという気持ちが大切にされています。子どもた

ちは自由に遊ぶ時間が十分にあり、遊びの中でその子どもなりに自由に

自分の気持ちを表現しています。 

・遊びの中でけんかになったときには、子どもたちが自分で考えるように

働きかけています。子ども同士だけで解決できないときには、職員が話

を聞き、子どもたちの間に入って相手の気持ちなどを伝え、自分はどう

したらいいかを考えさせています。 

・天気の良い日、子どもたちは園のテラスや隣接する旧小学校の校庭で遊

び、また地域の公園に遊びに行って歩く力や体力をつけています。筋力

の弱い子どもには遊びの中でハイハイを取り入れる等の工夫をし、また、

危険をすべて排除せず、子どもが自分で察知して身のこなしを学ぶよう

な環境を意識して作っています。例えば、テラスでは多くの子どもたち

が三輪車等の車で走り回り、ぶつからないように互いに上手に避け合い、

駆け回っています。 
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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

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。 

・食事は楽しい雰囲気を大切にし、その日の野菜を話題にしたりして、家

庭的雰囲気を心がけています。職員は子どもが嫌いなものは無理に食べ

させず、一口だけ食べてみるように勧め、強制したりしかったりはしま

せん。 

・食事の過程に子どもたちも参加することで、食への関心が育つようにし

ています。5 歳児クラスでは、当番が自分たちの保育室まで食事を運ん

だりご飯や汁物をよそったり、食後は調理室まで片付けたりしています。

3、4 歳児クラスでも、配膳台に行って自分のご飯や汁物をよそっても

らい、自分の席まで運んだり、おかわりを自分でよそったりしています。

・食材は旬のものを取り入れ、盛りつけはその子どもに合った量にしてい

ます。 

・安全性に関しては、食材はできるだけ無農薬のもの、調味料は無添加の

ものを使用しています。食器はプラスチック製を使用せず強化磁器のお

皿を使用し、幼児は木のお椀と、家庭で用意してもらう陶器の茶碗を使

用し、大切につかうこと、乱暴に扱うと壊れるということを身を持って

経験するようにしています。 

・調理担当職員も保育担当職員も子どもたちと一緒に食事をしているので、

子どもの好き嫌いは全員が把握しています。盛り付けは食べきれる量に

し、固さにも配慮しています。 

・園の食事に保護者の関心が高まるように、献立表に人気メニューのレシ

ピを載せています。調理室はオープンで送迎の保護者と調理担当職員は

顔の見える関係になっています。保護者は調理担当職員に気軽に質問し

たり作り方を聞いたりしています。また、毎月1回お弁当の日を設け、

家庭で作る食事の様子を職員が知る機会にしています。 

・乳児の保護者懇談会の際に試食の機会を作り、調理職員も参加しての懇

談を行っています。また自分の子どもの誕生会には自由に参加して、子

どもと同じものを試食できます。その他夏祭り、秋祭り、おもちつきの

行事の際に園で子どもたちが食べている煮物などを大皿で提供していま

す。例えば、おもちつきの際には園で人気の大根の煮物、じゃこと大根

葉の煮びたし、煮干しの佃煮を保護者に提供し、味わってもらっていま

す。 

・午睡の場には職員がつき、暗く静かにしてオルゴールの音楽をかけ、温

度調節をまめにし、安心して眠れるようにしています。 

・5 歳児クラスは年度の後半、運動会の終了後から徐々に午睡のない日を

設けています。距離の長い散歩や活発な園外活動で体力を使った日には

午睡をし、その他の日には午睡の時間に外遊びや製作をするなど、子ど

もの様子を見ながら判断しています。 

・園では布おむつを使用し、目を合わせてふれあい、話しかけながら、一

人一人の体や排泄物の様子を把握するようにしています。トレーニング
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も一人一人に合わせて個別に対応しています。おむつをはずすタイミン

グやトレーニングパンツへの切り替えは、保護者と連携して時期を考え

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。 

・子どもの健康管理に関するマニュアルは作成していません。しかし、子

どもの登園時に気付いたことは朝のミーティングで確認し、周知してい

ます。また、遊びの様子、食事のときの様子等で、いつもと違うと担任

が感じた場合には熱を計ったりし、他の職員とも相談して保護者に知ら

せる等の対応をしています。 

・年 2回の健康診断、1回の歯科健診を実施しています。結果は入園時か

らのものを個人表に記録しています。個人表には健診結果のほかに0歳

児のときからの病歴や身長・体重等も記載しています。 

・感染症等への対応に関するマニュアルは、厚生労働省発行の「保育所に

おける感染症対策ガイドライン」（2012年改定版）を備えていますが、

いずれ独自のものを作成する予定です。マニュアルには、登園停止基準

や感染症への対応等が明記されています。保護者へは懇談会等で必要な

対応方法が書かれたものを配布しています。 

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。 

・園で作成した衛生管理マニュアルがあり、下痢便、嘔吐物、寝具、砂場

等の消毒方法を記載していますが、マニュアルの定期的な見直しは行っ

ていません。 

・マニュアルに基づき、嘔吐物の処理方法等を園内研修として毎年実施し

ています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園内研修を実施する際に、マニュアルの見直し・再確認をすることが望

まれます。 

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。 

・園で作成した「事故防止・対応マニュアル」があり、事故の対応、事故

後の対応・報告について、風水害・地震・雷・光化学スモッグ等への対

策、備蓄、安全確保のための組織体制、関係機関への通報体制等につい

て定めています。これは会議等で職員に周知し、マニュアルに従って安

全対策や緊急連絡体制を整えています。 

・事故に関しては、マニュアルに従って対応し、さらに職員会議で、なぜ

起こったのかという事故原因と対策・防止策等を話し合っています。病

院で受診した事故は事故報告書を作成し、ファイルして、その後に役立

てています。 

・不審者の侵入防止策として、出入り口は施錠し、事務室で見て確認し解
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錠するようにしています。また、神奈川県警の「ピーガルくん 子ども

安全メール」に登録していて、不審者情報等のメールが届くようにして

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。 

・職員は子どもとの信頼関係と子どもの気持ちを大切にしており、子ども

が自ら意欲的に生活することを目指しています。子どもの気持ちを受容

し、せかすよりも、子どもが積極的にやりたくなるように働きかけてい

ます。 

・園内には、荷物置き場にしているロフトがあり、その下は子どもがほか

の人の視線等を意識しないで遊べる場所になっています。必要に応じて、

そのときに使用していない保育室やロフトの下などがプライバシーを守

れる場所になります。 

・個人情報の取り扱いや守秘義務に関しては、年度末や年度始めに職員会

議で全職員が再認識できるようにしています。ボランティアや実習生に

は直接口頭で話しています。 

・園では遊びやグループ分け等で性別による区別はしていません。 

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。 

・園の保育の基本方針は、入園説明会や懇談会で保護者に説明しています。

園のしおりやパンフレット、ホームページ等にも保育方針を明記してい

ます。また、園だよりや連絡帳で具体的な遊びの場面などを伝える際に、

園の保育の方針が伝わるように努めています。 

・子どもの送迎時には職員は日々できるだけ子どもの様子を伝えるように

努めています。全園児が連絡帳を持ち、保護者と園とが情報交換をして

います。 

・個別面談は全園児に年1回、保護者懇談会は年に2回実施しています。

保護者懇談会では、その年齢・時期の子どもの姿や保育のねらい等を説

明し、実際の子どもたちの様子、生活面、遊びの面、友達関係の面等を

口頭やビデオ等で保護者に伝えています。また、保護者からの話を十分

に聞いて懇談することも大切にしています。 

・保護者からの相談は、必要に応じて相談内容を人に聞かれないように事

務室で話す等の配慮をし、相談を受けた職員は他の職員からの助言が受

けられる体制になっています。相談内容の記録は個人ファイルに収め、

継続的なフォローができるようにしています。 

・毎月1回、その月の予定や各クラスの子どもの様子を知らせる園だより

「土と愛・子供の家だより」を発行しています。その日の保育の様子は、

時によってホワイトボードに書いたり写真を掲示したりして知らせてい

ます。 

・保育参観・保育参加の日は特に決めていませんが、その子どもの誕生会

の日には自由に参加してくれるように伝え、保護者の都合に合わせて誕



本園 

11 
 

生会の日程を変更することも可能にしています。また、5 歳児が作るた

こ焼きパーティの際等に保護者の参加を呼びかけています。その他の日

でも希望があれば積極的に受け入れています。 

・保護者は父母会を組織しています。園は役員会等に場所を提供している

ほか、父母会が衣類のリサイクルを企画したとき等にも場所を提供しま

す。また、園の行事は夏祭りの午後は父母会が中心となってゲームコー

ナー等を担当するというように、父母会との共催が多く、園と父母会は

密に連絡を取り合っています。 

 

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。 

・地域ケアプラザや社会福祉協議会の祭りに参加する際に、地域住民の要

望を把握するようにしています。 

・相談事業を随時、園庭開放を予約制で毎日実施していますが、利用者は

ほとんどいません。現在園舎の建て替えに取り組んでいますが、新園舎

完成後は一時保育を実施することが決定しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・新園舎完成後、地域住民への講習・研修会等、地域支援に積極的に取り

組むことが期待されます。 

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。 

・育児相談は日を定めずに、随時予約なしで受け付けています。 

・区役所、児童相談所、地域療育センター等の関係機関との連携が必要な

場合は事務担当職員が担当します。 

 

【課題・望まれる点】 

・新園舎完成後、地域を意識した広報をすることなどにより、相談事業に

も積極的に取り組むことが期待されます。 
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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。 

・保育園に関心を持ってもらうために、夏祭り・秋祭り、運動会には子ど

もたちが描いたポスターを貼り、地域住民を招待しています。毎年卒園

生も多く参加しています。 

・隣接する旧小学校の敷地に設けられたコミュニティハウスに登録してい

る団体が作っている組織と共に、旧小学校の清掃を定期的に行っていま

す。また、地域の自治会が開催する敬老会に毎年参加して、職員がソー

ラン節踊りを披露するなど、地域との関係を築いています。 

・子どもたちの太鼓の練習が騒音となりやすいので、近隣に保育園に対す

る理解を求め 300 枚以上のチラシを作り、近隣にポスティングすると

ともに顔を合わせてあいさつをしています。また秋祭りの前には、出店

依頼した魚屋さんの干物を持って近隣をまわり招待しています。 

・幼保小交流事業で定期的に近隣の幼稚園、保育園、小学校と子どもの交

流・職員交流を図っていますが、毎回参加しています。地域の保育園ネ

ットワーク内でも、子どもの交流・職員交流があります。また、地域の

ケアプラザで定期的に子どもたちが高齢者に太鼓の演奏や踊りを披露

し、地域の神社の演芸大会や市社協まつりにも参加し、地域との交流を

図っています。 

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。 

・園のホームページ、パンフレットで、わかりやすく園に関する情報を提

供しています。旭区の子育て支援情報には、園の育児相談と園庭開放の

情報を提供しています。 

・入園希望者からの問い合わせに対しては常時対応していて、事務担当職

員がパンフレット等に基づいて園の基本方針やサービス内容等について

説明しています。 

・園のホームページで、園の見学ができることを案内しています。見学希

望者は原則として子どもの遊びを見ることができる午前中に見学するこ

とを勧めていますが、希望者の都合に合わせ、柔軟に対応しています。

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。 

・中学生のボランティア体験学習を毎年受け入れ、ボランティアの体験記

録や受け入れアンケート等をファイルしています。しかし、ボランティ

アの意見等を園運営に反映させるまでにはいっていません。 

・実習生受け入れに際しては、オリエンテーションメモを作り、それに従

ってオリエンテーションをしています。 
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・実習目的に応じた実習を行うため、担当する職員と実習生が十分に話し

合っています。園ではクラスごとの活動もありますが、異年齢児混合保

育の時間が多く、全職員が実習生を見守っています。実習終了時には全

職員との意見交換の場を設けています。 

 

【課題・望まれる点】 

・ボランティア受け入れの際には、園紹介のパンフレットを基にして、ボ

ランティアの人に対して説明していますが、受け入れのためのマニュア

ルは作成していません。ボランティア受け入れのためのマニュアルの作

成が望まれます。 

 

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。 

・職員の研修ニーズにも配慮し、主任が研修計画を作成しています。職員

が自主的に申し出た研修受講希望や園長が受講してほしい研修などを勘

案してまとめています。 

・横浜市などが行う外部研修に職員が積極的に参加しています。外部研修

を受けた職員が、得られた情報などを発表し他の職員に伝える場を設け、

全員が共有できるようにしています。 

・非常勤職員の指導は主任が行い、職員間の良好なコミュニケーションが

図られるよう努めています。 

 

【課題・望まれる点】 

・人材育成計画を作成することが望まれます。その中に、自己啓発の一つ

として、一人一人の職員が毎年自己目標を設定するような取り組みを取

り入れることが期待されます。 

・非常勤職員に対して外部研修などの案内をしていますが、参加実績はあ

りません。非常勤職員に対する資質向上への取り組みをどのように行う

かを検討することが望まれます。 

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

・園長会や職員が外部研修などで得た他園の良いサービス事例などを職員

会議で取り上げ、取り入れられるかどうかなどを検討しています。 

・月間指導計画書・年間指導計画の自己評価は、計画で意図したねらいと

関連付けて行い、評価・反省の結果を、次の月間指導計画・年間指導計

画に反映させるようにしています。 

・保育士などの自己評価をまとめ、園の自己評価をしています。結果をホ
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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。 

ームページに掲載し、公表しています。 

 

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。 

・日常の保育や保護者との対応など、現場の職員に任せていますが、判断

に迷ったときなどは、主任・園長に相談できる体制があります。また、

行事企画や日常業務の担当者を決めることで、職員一人一人にやる気と

自信を持たせ、モチベーションの維持・資質向上につなげています。 

・職員は、会議の場だけでなく、いつでも園長に改善提案をしたり、意見

を述べたりすることができます。 

・園長は一人一人の職員と面談し、次年度の配置希望などを聞くとともに、

満足度・要望などを把握しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・経験・能力や習熟度に応じた期待水準を明文化することが望まれます。

 

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。 

・財務諸表を園だよりに載せ、保護者に周知しています。また、保護者か

ら請求があれば、所定の手続を経た上で運営に関する書類を閲覧できる

ことを入園のしおりに記載しています。 

・他施設での不正、不適切な事例を入手したときは、職員会議で取り上げ、

職員に啓発しています。 

・卒園児で、障がいのある人を、非常勤職員として雇用しています。子ど

もだけでなく成人についても、“障害を持つ子も、持たない子も共に育つ”

という園の理念が実現されています。 

・ゴミの分別回収をしています。牛乳パックを製作に使ったり、紙すきの

材料にしたり、リサイクルのための取り組みをしています。また、コピ

ーはできるだけ裏紙を使うなどの工夫をしています。さらに、夏祭りの

とき、父母会が行う古い洋服などの交換・リサイクルの催しに、場所を

提供しています。 

・使っていない部屋の電灯をこまめに消したり、冷暖房温度を適切に設定

したりして省エネルギーに取り組んでいます。 
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【課題・望まれる点】 

・環境への考え方・取り組みを、園の運営方針などに明文化することが望

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。 

・保育理念や保育目標を踏まえて、子どもたちに期待する職員の考えを「保

育所の職員は こう思っています」としてまとめ、園のしおりに記載し、

職員および保護者に配布するとともに、園の玄関に掲示しています。ま

た、年度初めの職員会議で、保育理念・保育目標を園長が職員に説明し

ています。 

・園長は、朝夕の送迎時にできるだけ保護者と意見交換するように努めて

いるほか、年2回のクラス懇談会にも出席し、要望の把握、意見交換を

しています。 

・重要事項が決定されたときは、職員会議で、目的・決定理由・経過など

を十分に説明しています。また保護者には、文書を配布しています。最

近の重要な意思決定の事例としては、園舎の建て替え、および工事期間

中の仮園舎への移転があります。 

・主任は、日々現場に出て子どもたちと接していて、その際に、個々の職

員の業務状況を把握して、個々の職員の能力や経験に合わせ、的確な助

言や指導を行っています。 

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

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。 

・旭区園長会などで、事業運営に影響のある情報を得ています。重要な情

報は職員会議などで報告し、必要に応じ議論・意見交換しています。ま

た、姉妹園である「土と愛子供の家保育所第２」の園長・主任とは定期

的に打ち合わせを行っています。 

・「仮園舎で、子どもたちに対し、より良い保育を行うためにどのようにし

たら良いか」を重要な改善課題として、園全体の取り組みとしています。

・新園舎が完成した後に、一時保育の受け入れをする予定です。 

 

【課題・望まれる点】 

・中長期計画を策定し、今後取り組むべき方向などを明確にすることが望

まれます。 

・次代の施設運営に備えて、後継者を計画的に育成することが望まれます。

・施設運営に関して、外部の専門家等からの助言を取り入れる努力が望ま

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    

32.7% （52枚配付、17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。 

＊回収率が約 1/3 であるため、以下の記述は、必ずしも全保護者の意向を反映していると

は限りません。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・園に対す総合満足度は、94%です。（「満足65％、「どちらかといえば満足」29％」 

 

・問 1の「保育園の保育目標や保育方針を知っていますか」については、82％の保護者が「よく知っている」

または「まあ知っている」と答え、そのうちの全保護者が「保育目標や保育方針」に対し、「賛同できる」

「まあ賛同できる」と答えています。 

 

・問２～問７の設問では、90％以上の満足度を得ている項目が多数ありますが、そのうち、次の 11 項目に

ついて、100％の満足度を得ています。 

 [遊び] 

「クラスの活動や遊び」「子どもが戸外遊びを十分しているか」「遊びを通した友だちや保育者との関わり」 

[生活] 

「子どもが給食を楽しんでいるか」「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」「おむつはずしは、家庭と協力し、子どもの成長に合わせて柔軟に進めているか」「子どもの体調

への気配り」 

[快適さや安全対策] 

「感染症の発生状況や注意事項などの情報提供」 

[職員の対応] 

「子どもが大切にされているか」「子どもが保育園生活を楽しんでいるか」「アレルギーのある子どもや障

害のある子どもへの配慮」 

 

・問２～問７の設問のうち、「不満」「どちらかといえば不満」と答えた保護者が多かった項目を挙げると、 

① 「送り迎えの際の子どもの様子に関する情報交換」（２４％） 

② 保育園での１日の過ごし方についての説明」「外部からの不審者侵入を防ぐ対策」「園の行事の開催日や

時間帯への配慮」「子どもに対する重要な情報の連絡体制」「意見や要望への対応」（②は同率で１８％） 

 

・自由記述欄へ記入した保護者の数は少なく、まとまった傾向はありません。 



■ 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

29.4%

まあ知っている

52.9%

どちらとも

⾔えない

11.8%

あまり

知らない

5.9%

賛同できる

85.7%

まあ

賛同できる

14.3%
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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 76.5 17.6 5.9 0.0 0.0 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

64.7 29.4 5.9 0.0 0.0 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 58.8 29.4 11.8 0.0 0.0 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

70.6 17.6 0.0 11.8 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

64.7 17.6 11.8 5.9 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）

58.8 35.3 5.9 0.0 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 64.7 29.4 0.0 5.9 0.0 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

52.9 35.3 5.9 5.9 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

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）

82.4 17.6 0.0 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

88.2 11.8 0.0 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）

70.6 17.6 5.9 5.9 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

82.4 11.8 5.9 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

70.6 29.4 0.0 0.0 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

76.5 17.6 5.9 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

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 88.2 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

88.2 11.8 0.0 0.0 0.0 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

100.0 0.0 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

76.5 17.6 5.9 0.0 0.0 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

88.2 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0

お⼦さんの体調への気配りについては 70.6 29.4 0.0 0.0 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

70.6 17.6 5.9 5.9 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

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 52.9 41.2 5.9 0.0 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

76.5 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

41.2 35.3 11.8 5.9 5.9 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

52.9 47.1 0.0 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

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

52.9 35.3 5.9 0.0 5.9 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

64.7 29.4 5.9 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

52.9 23.5 17.6 0.0 5.9 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

52.9 23.5 11.8 11.8 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

64.7 17.6 17.6 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 70.6 23.5 0.0 5.9 0.0 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

64.7 23.5 11.8 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

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

76.5 23.5 0.0 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

94.1 5.9 0.0 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

76.5 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

82.4 5.9 11.8 0.0 0.0 0.0

意⾒や要望への対応については 64.7 17.6 5.9 11.8 0.0 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 64.7%

どちらかと

いえば満⾜

29.4%

どちらかと

いえば不満

5.9%

23



【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 65.7 90.2
問３ 年間の計画について 58.8 91.2
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 78.5 96.1
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 83.2 96.6
問５ 快適さや安全対策などについて 56.5 93.9
問６ 園と保護者との連携・交流について 61.5 87.2
問７ 職員の対応について 78.8 94.1

※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
.892
.887
.882
.830
.795

※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：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２：保育園での１⽇の過ごし⽅についての説明には

 中項⽬

設問項⽬
問６：保護者からの相談事への対応には
問４：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

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 24日（火曜日）、2月25日（水曜日） 

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。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●朝の様子 

9 時ごろ、大半の子どもたちは登園しています。天気がいいので、2 歳児クラスから 5 歳児クラスまで

の子どもたちは園舎から続いているベランダで遊んでいます。三輪車などの乗り物を所せましと走らせてい

る子どもたち、寝転んでいる子どもたち、ベンチに座っておしゃべりしている子どもたち、隅のままごとコ

ーナーで集中して遊んでいる子どもたちとさまざまです。0、1歳児はそろそろおやつの時間で、多目的ホ

ールの片隅におやつのテーブルがセットしてあります。子どもたちはすでにテーブルについていて、保育士

が子どもたちに話しかけながら絵本の読み聞かせをしています。子どもたちはじっと絵本を見ながら、保育

士の質問に答えたりし、楽しい時間です。 

広いワンルームには、ベランダに行かずに歩き回ったり遊んだりしている子どもや、朝の気持ちが不安定

で保育士におんぶしてもらっている子ども、調理室のカウンターで朝のミーティングをしている職員にくっ

ついている子どももいます。園内はオープンな雰囲気で、みんなの自由の広場という感じです。 

 

●乳児クラス 

幼児が外に出て行ってから 0歳児から 2歳児までが一緒にベランダで落ち着いて遊び、またベランダか

ら出て、幼児の遊んでいる旧小学校の広い校庭にも行きます。校庭は歩くも走るも車をひっぱるも自由で、

誰にも邪魔されずにじっくり枯葉集めや砂遊びに集中するも自由で、それだけの広さのある校庭です。それ

はまた、幼児との触れ合いの時間でもあります。二人乗りの三輪車の後ろに乗せてもらったり、一緒にボー

ル遊びをしたり、幼児のままごと遊びを2～3人でじっと見ていて、幼児がいなくなるとその真似をしてみ

たり、刺激がたくさんの毎日です。保育士たちは子どもたち全体を見守っています。 

トイレットトレーニングについては子どもたち同士で学んでいます。オムツをしている子どもたちは、だ

んだんにオムツがとれてトレーニングパンツになっていく子どもたちの様子を日々見ながら生活していま

す。園では布オムツを使用していて、オムツを替えるたびに保育士と目を合わせ、笑顔を合わせ、体にさわ

ってもらい、たまたまオムツが濡れていないと保育士が「あら、えらいわね、かっこいい！」と喜び、子ど

もは大喜びで自分からトイレによちよち走っていって便器に座ります。そのような積み重ねで自然にオムツ

からトレーニングパンツへそしてパンツになっていきます。 

 

●幼児クラス 

年齢ごとのクラスになっていますが、外遊びはほとんどみんな一緒に活動します。天気が良ければ毎日外

遊びです。園の隣にある旧小学校の校庭だけでなく校庭に続いているグラウンドも使える日があり、ダイナ

ミックに遊べます。保育士と一緒にグラウンドを何周か走ったり、奥の小山に二輪車で勢いよく上ったり下

りたり、木登り、砂遊び、ままごとをしている子どもたち、シャベルにくっついて固まった砂を無心にごし

ごし落としている子ども、グループで何やら話し合い、走り回る子どもたち、みんな時間を忘れたように自

分の遊びに夢中です。 

一斉活動としては毎朝の集会がありますが、強制されません。朝の自由な遊びの後、片付けて保育士がベ
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ランダに座ると自然に子どもたちが集まってきます。そして人数の確認や話し合い、絵本の読み聞かせなど

が始まります。ベランダにいなかった子どもが途中からやってきたりもします。きちんと座って真剣に絵本

を見る子どももいれば、保育士に抱きついたりひざに座ったりする子どもたちもいます。集まってこない子

どもたちもいて、三輪車を走らせていますが、集会の様子はちらっと気にしているようです。製作活動のと

きには全員参加です。自分でクレパスを持ってきて、誕生日の子どもにプレゼントにする絵を描いていまし

た。外遊びのときには保育士の眼を気にせずに遊びこんていた子どもたちも、製作のときにはみんな、描い

た絵を保育士に見せに来ていました。 

子どもたちは毎日の生活の流れをよく知っています。外遊びが終わって部屋に入るときには温かいタオル

をもらって顔や手足をふき、靴をきちんとしまって汚れたズボンなどを脱いで、自分のロッカーの汚れもの

袋にいれます。トイレ、うがい、そして朝自分で用意して廊下に置いておいた服に着替えます。そして食事

の用意です。その間でも遊びまわる子どもたちがいて、廊下や水道は遊びの場にもなり、保育士たちは目配

り、気配りで忙しい時間になります。 

 

●5歳児クラスのみでの活動 

最年長ということで、園の中で特別なクラスです。自分たちの保育室があり、食事も自分たちだけでして

います。当番は 2 人組で、金魚の世話係、ご飯と部屋の掃除係、おかずと部屋の掃除係、おつゆとトイレ

掃除係とあり、毎日交代で当番になります。自主的な生活をめざしています。 

この日は朝の外遊びの後、隣にある同じ法人運営の保育園に太鼓の練習に行きました。その時間は真剣そ

のもので、身も心も緊張の連続で太鼓に取り組んできました。園に帰ってきてから思いっきり校庭やグラウ

ンドで体を動かして遊んでいましたが、段ボールで作った太鼓を校庭に置き、まだまだ練習をしている子ど

もたちもいました。 

給食の場面では当番の活躍が目立ちます。調理室からご飯、おつゆ、おかずを運んできてみんなの茶碗に

よそい、「いただきます」を先導します。保育士から、ただ「いただきます」をするのではなく、みんなの

様子を見ながらするように注意されていましたが、それも学びです。食事はおかわりをする子どもが多く、

保育室に用意されたおかわりだけでは足りずに、調理室までもらいに行っていました。全員完食です。食事

が終わった乳児が1人、突然保育室に入ってきて、保育士に抱きつきました。日常的なことなのでしょう、

子どもたちは当たり前のように食事を続けていました。 
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 事業者コメント  

 

 

第三者評価を受けた時期としては、老朽化建て替えを控え、仮園舎での生活という事情のなかで行わ

れました。 

 そのことも関係して、家族アンケートの評価は、あまり良くないものがでてくるだろうと思っていま

した。それより、回答率の低さにちょっと驚き、日々の忙しさに追われている現状を認識し、また、保

育に関心を寄せられるような働きかけが足りなかったことの反省が求められるのだと思います。 

 アンケートにおいて、総合満足度が９４％だった事に、安堵すると同時に、回答を出していない家族

のなかには、保育園に対して不満足に思っている方も多いのかもしれないと認識しておくことが必要な

のだと思います。 

 主な保育の柱である「遊び」「生活」「快適さ、安全対策」などについては、満足していると答えても

らっていること。職員の対応についても「子どもが大切にされているか」「保育園生活を楽しんでいる

か」「アレルギーや障害のある子どもへの配慮」など満足しているとのこと。保育園としては、嬉しい

結果です。 

 自由記述欄への保護者の記述の数は、少なかったようですが、それらを真摯に受け止め応えていきた

いと思っています。 

 

 職員の自己評価については、昨年度より行い、取りまとめ公表していますが、職員の資質向上に役立

っているかどうか、まだ定かではないと思います。それでも、職員の定着率は良く、職員一人一人が自

分らしさを表現し、仕事に活かせていることが大きな要因になって自信とモチベーション維持に繋がっ

ている様に思います。職員の雰囲気が直接子どもにも影響するものだと思います。保育園が子どもにと

ってもその子らしさが出せる場所、居心地の良い場所でありたいと思うのです。 

 また、職員が長く勤め続けられる事は、子ども、保護者との信頼関係を維持し、養育支援の相談に応

じることができると思います。そして職員の対応策も、そこから更に広がっていくように考えていきた

いです。 

 

 今回の第三者評価は、単に横浜市からの指導を押し付けるのではなく、全ての評価項目において全て

「A」である必要はなく、この保育園の特色や主張を明確に出し、利用者に納得できるような説明がな

されることが大事、との話も聞けて、なるほどと改めて第三者評価の意義を受け止めています。 

 

アンケートの協力をお願いしたご家族の皆さんには、どうもありがとうございました。評価項目内容

の公開の後も、ご意見、ご要望がありましたら、保育園にお寄せ下さい。まだまだこれから、色々な意

味で変わっていく「土と愛子供の家保育所」です。今回の評価やご家族の皆さんの意見を受けて、前進

していけるよう努めたいと思います。 

 

土と愛子供の家保育所 
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