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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第２ 

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 

 

 

 

1、 自己評価 
① 個人で評価項目の記入を行った。 

② 園長がとりまとめて、園全体での自己評価とした。 
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（54 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 23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。園長にヒアリング。 

実施日 第 1日：2015年 2月 13日 

    第 2日：2015年 2月 16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、調理員1名、非常勤職員1名に順に

ヒアリング。 

その後、園長にヒアリング。 

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 13日 

    第 2日：2015年 2月 16日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

土と愛子供の家保育所第２は、相鉄線「鶴ヶ峰」駅からバスで約 20 分、「西ひかりが丘団地」下車、徒

歩約 2 分の住宅地にあります。横浜市営ひかりが丘団地・独立行政法人都市再生機構西ひかりが丘団地に

隣接しています。また、園庭に隣接して、神奈川県立四季の森公園が広がっています。 

当園は、横浜市立ひかりが丘小学校（当時）の空き教室を利用して、社会福祉法人土と愛により、土と愛

子供の家保育所の分園として、2003 年（平成 15 年）4 月、開設されたのが始まりです。同小学校が移

転・統合され、廃校となるのに伴い、2013 年（平成 25 年）4 月、隣接地に新園舎を建て、移転すると

ともに独立園となりました。 

園舎は 2階建てで、1階に 0･1･2 歳児保育室、3･4･5 歳児保育室、事務室、厨房、予備室、ホールな

ど、2階には職員休憩室などがあります。園庭には、すべり台、山小屋風のロッジなどがあり、フェンスに

設けられた扉から、四季の森公園に直接出ることができます。 

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、「児童福祉法に基づき、入所する子どもの最善の利益を考慮し、又、家庭支援という視点よ

り地域、保護者と共に子どもの福祉を積極的に増進する」「障害の有無や人種、宗教など差別なく受け入れ、

社会的偏見、差別をなくす努力をする」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、「わたしたちの思い」として明文化しています。

その中で、“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、子ども自身が意

識し自覚し、選んで生活しているようには見えません。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。保育園は「昼間の家族」 保育園は「昼間の兄弟姉妹」 わたしたちは、毎日お

となと子どもが暮らし合う関係を大事にしたいと思っています”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、園庭や散歩の戸外活動があり、子どもたちは、思いっきり身体を動かしています。異年

齢児合同で活動することが多く、乳児クラスの子どもたちは、隣接するコミュニティハウスの庭（旧ひかり

が丘小学校の校庭）に行き、すべり台をすべり降りたり、砂場で遊んだり、小さな築山に登ったり、元気に

遊びます。幼児クラスの子どもたちは30分以上歩いても元気で、公園に着くとすぐに遊び始めます。ロー

プを編んだネットをよじ登ったり、すべり台で遊んだり、トランポリンをしたり、芝生の傾斜地をゴロゴロ

と転がり落ちたり、自由に好きな遊びをしています。何人かでまとまって、「ハンター遊び」として鬼ごっ

こをするグループもあります。木登りのとき、友達同士で力を合わせる姿も見られます。 

室内の活動も、乳児クラスと幼児クラスと分かれていますが、それぞれ、ブロックやさまざまなおもちゃ

での遊び・ままごと遊び・絵本読み・コマ回しなど、一人で過ごしたり、友だちと一緒に行ったり、好きな

ことに熱中しています。 

異年齢の子どもが一緒に過ごす時間が多いので、年上の子どもは、お兄さん・お姉さんの役割を果たし、

散歩のときは年上の子どもが年下の子どもと手をつないだり、コマ回しのやり方を教えたりしています。ま
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た、年下の子どもは、年上の子どもに憬れています。例えば、5歳児クラスだけの活動として、和太鼓の練

習・演奏や、調理の手伝いがありますが、3･4 歳児クラスの子どもたちは、自分たちも早くできるように

なりたい、と期待の目で眺めています。 

職員は、子どもたちができるだけ好きなことが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、「友達がどう思うかな？」などと声をかけて注意を促し、「ダメ」とは言わないように

しています。また、子どもたちが、友達同士でおしゃべりをしたり、騒いだりするのは当たり前ととらえ、

製作や絵本読み聞かせなど一斉活動のときに、みんなが集中して取り組むきっかけのつくり方など、職員一

人一人が工夫しています。 

全職員が、「わたしたちの思い」の中に掲げられている“安心して自分を出せる ともだちの中にいる自

分が嬉しい おとなにちゃんと受けとめられていると実感できる”という子ども一人一人の思いを受けとめ、

子どもたちの支えになることを目指して、日々努力しています。 

 

 

●改善や工夫が望まれる点 

マニュアルの整備 

危機管理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、衛生管理・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。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。 

 

●今後が期待される点 

子育て支援への取り組み 

  園庭開放や育児相談の利用者はほとんどいないのが現状です。園の取り組みをどのように地域に発信・

周知したら良いか、検討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。 

・保育理念は、「児童福祉法に基づき、入所する子どもの最善の利益を考慮

し、又、家庭支援という視点より地域、保護者と共に子どもの福祉を積

極的に増進する」「障害の有無や人種、宗教など差別なく受け入れ、社会

的偏見、差別をなくす努力をする」としています。保育方針は、「人権を

尊重し、家庭環境、発達過程に配慮して、乳幼児期にふさわしい生活の

場を豊かに作る保育を行う」「一人ひとりの子供が現在をもっともよく生

き、豊かな未来を作りだす力の基礎を培う」「保育所における環境を通じ

て、養護及び教育を一体的に行い、保護者に対する支援、保育に関する

指導及び支援を行う」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。 

・保育理念や保育方針を踏まえて、子どもたちに期待する職員の考えを、

「わたしたちの思い」として明文化し、入園のしおりに記載しています。

毎年、「わたしたちの思い」の文章を全職員で検討していて、保育理念や

保育方針を確認する機会となっています。 

・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、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。 
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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。 

・入園式後に、クラスごとに園での生活について詳しい説明会を行い、そ

の後、保護者と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。 

・保護者から提出された資料や、個別面談時の記録は、子ども個人別にフ

ァイルし、全職員が情報を共有できるようにしています。 

・短縮保育（ならし保育）は、保護者と話し合い、子どもの様子・保護者

の事情などを考慮し、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。乳児クラスは所定形式のノート、幼児クラスは自由記述式のノート

を用いています。 

・進級時でも園児が落ち着いて過ごせるように、年度始めは小グループ単

位で活動したり、小部屋で過ごす時間を多くしたり工夫をしています。

・子どもの発達や状況に応じて、月間指導計画の作成・評価・見直しを行

っています。指導計画は、クラス会議・職員会議と段階を経て検討し、

全職員が作成に参画できるようにしています。 

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。 

・日々の清掃が実施され、屋内・屋外とも清潔に保たれています。 

・夏季は適宜エアコンを使用しています。各保育室には床暖房設備があり、

冬期はエアコンを使わないでも快適で、湿度も適切に保たれています。

・乳児用トイレ、幼児用トイレおよび園庭に温水シャワー設備があります。

・乳児クラスの保育室は、広いワンルームを背の低い収納棚などで区切り、

畳のコーナーと多目的スペースに分けているほか、独立した畳敷きの部

屋もあり、小集団保育が行われるように工夫しています。 

・園の中央にホールがあり、異年齢児間交流の場となっています。 

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。 

・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、鍵のかかる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
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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。 

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。 

・社会福祉法人土と愛は、「障害を持つ子供も持たない子供も、共に助け合

い育つ」ことを基本として設立され、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、クラス会議や

職員会議で話し合っていて、会議ノートに記録しています。 

・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。 

・車いすでも利用できるトイレを備えています。施設構造はフラットなつ

くりとなっていて、バリアフリーに配慮したものとなっています。 

・保護者の同意を得て、職員が横浜市西部地域療育センターへ見学に行っ

たり、先方の職員に来園してもらったりして、子どもへの対応について

助言や指導を受けています。 

・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。食物アレルギーが

ある子どもについては、翌月の献立表ができた時点で保護者と話し合い、

確認しています。 

・除去食を提供する場合は、別トレイにして名札をつけ、職員間で確認す

ることをマニュアルで定めています。 

・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。 

・苦情解決マニュアルを定め、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、保護

者との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
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知しています 

 

【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。 

・旭区役所や横浜市福祉調整委員会など、外部の苦情相談窓口があること

を保護者に知らせていないので、改善が望まれます。 

 

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。 

・乳児クラスは、広いワンルームを背の低い収納棚でくぎり、畳スペース

と多目的スペースに分けています。その他に独立した畳の部屋が一室あ

ります。遊ぶときには、動きの大きい遊びを独立した畳の部屋で、比較

的静かな遊びをワンルームの畳の部屋で、と2部屋を用意し、そのとき

に応じて子どもそれぞれが落ち着いて遊べるように配慮しています。 

・幼児クラスは、広いワンルームを 3、4 歳児クラスそれぞれのスペース

と幼児共通の遊びスペース、ホールに分け、その他に独立した保育室と

予備室を備えています。自由に遊ぶ時間には、子どもたちは自分のクラ

スのスペースと共通の遊びスペース、そしてホールを自由に使用するこ

とができ、それぞれ自分の好みの場所で落ち着いて遊べるようにしてい

ます。 

・独立した保育室に関しては、3歳児クラスが4月当初に乳児室から直接

に幼児室へは移行せず、独立した保育室を使用して3歳児だけで落ち着

いて生活し遊べるように配慮し、年の後半に幼児室へ移行し、入れ替わ

りに5歳児クラスが独立した保育室を使用して、卒園まで5歳児特有の

取り組みに集中できるようにしています。 

・子どもの自由な遊びから自然に発展して全体の活動になることがありま

す。例えば、何人かで鬼ごっこやドッジボールを始めるとだんだんに仲

間が増えてくる、という具合で、その中で年齢の低い子どもも仲間に入

り、ルールを知っていくようになります。 

・子どもたちは夏には夏野菜を園庭の隅で育て、水やり、観察、収穫、食

する、等の経験をしています。子どもたちが調理する材料を地域の店に

買いに行く経験もしています。また、天気の良い日は全クラスが園舎か

ら出て散歩に行き、散歩で通る近隣の保育園の子どもたちや、地域の大

人とあいさつを交わしています。近くには緑地帯が広がり、大小の公園

があります。子どもたちは日常的に豊かな自然に触れ、地域にかかわっ
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ています。 

・幼児の遊びスペースには粘土、鉛筆、クレヨン、のり、広告紙等、さま

ざまな教材・素材を入れてある引き出しがあり、子どもたちが自由に使

えるようになっています。室内での自由な遊びの中や、散歩や外遊びの

際にも、子どもたちは歌ったり踊ったり絵を描いたり、その年齢らしく

自由に思いを表現しています。職員はそれを妨げないように配慮してい

ます。 

・子ども同士のけんか、例えばおもちゃの取り合いや、言葉で傷つけて 1

人が泣く等の状況があると、職員は基本的にはまず様子を見守っていま

す。そして 1人が手を出した場合はすぐにそばに行って間に入ります。

子ども同士で解決できそうもないと判断した場合にも、職員が間に入っ

て、両者の言い分を詳しく聞いて互いの思いを伝えます。その上で、で

きるだけ子ども同士で解決できるように援助しています。 

・子どもたちが自由に身体を動かせる遊びの環境として、園庭や、旧ひか

りが丘小学校の広い校庭やグラウンド、近隣の大小の公園等、豊かにあ

り、それらを十分に活用しています。遊びに集中する中で子どもたちは、

走る・登る・駆け下りる・とび跳ねる・投げる・自ら障害物を取り入れ

る、遊具を使う等、年齢に応じて身体を力いっぱい存分に動かし、運動

能力を高めています。 

Ⅱ－１ 保育内容[生活] 

(7) 食事を豊かに楽しむ工夫をして

いるか。 

(8) 食事の場、食材、食器等に配慮し

ているか。 

(9) 子どもの喫食状況を把握して、献

立の作成・調理の工夫に活かして

いるか。 

(10) 子どもの食生活について、家庭

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。 

・食事の際は、職員が一緒に楽しく食事をすることを大切にしています。

子どもたちはほとんどが勢いよく食べ始めます。途中から遊び出す子ど

もや食が進まなくなった子どもには、職員が直接一人一人に言葉をかけ

ています。食べたくないものについては強制せずに、一口食べてみよう、

と誘い、一口でも口に入れると大いに褒めています。集団の力が働き、

一口食べるともう少し食べ、次第によく食べるようになります。家では

食べないが保育園では抵抗なく食べている、という状況がしばしば見ら

れます。 

・献立は旬のものを取り入れています。また年齢に応じた食べやすい切り

方・大きさ、量、かたさ等に配慮し、食欲がわくように、例えば魚の向

きや形を意識して盛り付けています。行事の際、例えばクリスマスには

まるごとの鶏を子どもに見せるなども、ユニークな工夫だと言えます。

・食材は有機野菜、減農薬を取り入れ、放射能を測定している業者を選ぶ

など、安全性に配慮しています。また、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ています。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、子どもたちの食卓に参加して一緒に昼食を食べている

ので、子どもの喫食状況は把握しています。食べにくい理由が推測でき

るときは切り方や盛り付けを変えてみる等の工夫をしています。 
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・毎月配布する献立表に旬の食べ物の話や園での食育の様子などを掲載し、

保護者からの希望があれば作り方を伝えたり、レシピを渡したりしてい

ます。 

・保護者との懇談会の際に乳児クラスでは試食の機会を作っています。懇

談会には調理担当職員も参加し、食に関する話や園での食事についての

話をし、保護者からの質問に答えています。 

・午睡の際は、静かに眠りに入れるように、部屋を薄暗くし職員がついて

安心して布団に入れるようにしています。眠くない子ども、眠れない子

どもは少ないですが、そのような子どもには午睡を強要はせず、職員の

そばで静かな遊びをするようにしています。5 歳児クラスに関しては、

年度の後半から子どもの様子により午睡をしない日を設けています。 

・排泄に関しては、布おむつを使用していて、子ども一人一人の排泄のリ

ズムをとらえ、個別に対応しています。子どもたちは既に自立している

子どもたちを見ながら、おむつが濡れると教えたり、自らトイレにいっ

て排泄しようとするようになったり、褒められながら無理なく自立して

いっています。 

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が、一人一人

の平均体温は把握しており、その日の健康状態は直接子どもと接するこ

とで把握しています。 

・年 2回の健康診断、1回の歯科健診を実施しています。結果は一人一人

の「からだの記録」に記録しています。またその他既往症や健康に関す

る事項も記録しています。 

・感染症マニュアルがあり、登園停止基準や対応が明記されていますが、

保護者に周知してはいません。子どもが感染症にり患したとき等、必要

に応じてその都度個々に伝えています。 

 

【課題・望まれる点】 

・子ども一人一人の健康状態を職員が共通認識を持って把握するためのツ

ールを話し合い、確認し合うことが期待されます。 

・感染症に関する登園停止基準や対応について、入園のしおり等で保護者

にあらかじめ周知することが望まれます。 

 

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作成していませんが、毎年、嘔吐物の処

理方法等の実習を行なっています。また、職員全員が臨機応変に清掃を

し、清潔な状態を保つとともに、「衛生・消毒、害虫駆除 実施記録」に

実施状況を記録しています。 

 



第２ 

10 
 

【課題・望まれる点】 

・嘔吐物の処理方法やおもちゃの消毒方法等を含む、衛生管理に関する必

要事項をまとめて実際に役に立つマニュアルを作成し、定期的に見直し

をしていくことが望まれます。 

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。 

・安全管理に関して園作成の「危機管理マニュアル」「地震対策マニュアル」

を備えています。地震を想定して、保育室のタンスにはつっかい棒をは

め、ロッカー等の備品やピアノには底面に滑り止めをつけています。ま

た、「備品安全点検表」を用意して2か月ごとに点検し記録しています。

・子どものケガはすり傷等でも必ず保護者に状況を報告するようにし、日

誌に記録しています。また、「怪我報告書」を作成し、会議で報告して対

策や再発防止等について話し合い、ファイルして閲覧できるようにして

います。現在、ヒヤリハットの報告書導入に関して検討しています。 

・不審者の防止策として、防犯カメラを設置し、出入り口の門扉には電子

錠をつけ、インターホンで確認をとって鍵を開けるようにしています。

また、年に1回、警察官も参加した不審者対応訓練を行っています。 

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。 

・職員は子どもの気持ちや発言を受け入れられるように配慮し、子どもを

せかしたり強制したりすることなく、分かりやすい言葉で話をしていま

す。また、「ダメ」という言葉は使わず、例えば、「そのようにすると友

達が困る」「そういうのきらいだな」というように、子どもが理解できる

ように話しています。 

・幼児の共通遊びスペースに、段ボールで子どもたちが製作した小屋があ

り、子どもは 1～2 人で入りこんで他の子ども等の視線を意識せずに遊

んでいます。子どもに威圧感を与えず一対一で話し合える場所としては、

5歳児が太鼓の練習のときに使用する予備室があります。 

・守秘義務の意義や目的は、園長が年度始めや関連事例が出たとき等に会

議の場で全職員に確認しています。 

・性別による区別は、遊びでも役割、持ち物、服装、また順番、グループ

分け等でもしていません。 

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

・園の保育理念・保育方針・保育目標について、入園説明会や懇談会等で

保護者に園長が説明しています。入園のしおりには、保育理念や保育方

針を踏まえて、子どもたちに期待する職員の考えを、「わたしたちの思い」

として明記しています。玄関にも「わたしたちの思い」を掲示していま

す。 

・子どもの送迎時には、できるだけその日の子どもの様子を伝えるように

努めています。特に乳児では送迎時に保護者と伝え合うことを重視して
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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。 

います。また、連絡帳を全園児について使用しています。乳児クラスで

は生活面の詳細な記録と遊びの様子を所定の形式のものを使用して保護

者と連絡し合い、幼児は自由記述で子どもの様子を伝え合っています。

その他延長保育のためのパート職員は雇用しておらず、全時間正規職員

がシフトを組んで保育にあたっているため、保護者との伝え合いは比較

的スムーズです。 

・個別面談は5歳児クラスでは全員に、他のクラスでは希望者に実施して

います。保護者懇談会は全クラスで年2回実施し、園での人間関係を中

心にした子どもの様子、保育で大切にしていること、食事についてなど

の情報提供をしています。他の子どものことや他の子どもとのかかわり

合いを共有することで、今後の保育方針等も伝えています。またクラス

の様子を伝えるだけでなく、保護者との話し合い、保護者同士の意見交

換を大切にしています。 

・保護者からの相談は常時受け付けています。相談を受けた職員は他の職

員や園長の助言を受けられる体制になっています。 

・園だよりとして「土と愛第2子供の家だより」を毎月発行し、全クラス

の様子を伝えています。また、園内に子どもたちの写真を貼り出し、日

常の保育の様子を知らせています。 

・保護者が保育参観や保育参加を希望する場合には積極的に受け入れてい

ます。 

・保護者が父母会を組織しています。園は父母会役員の活動に園の部屋を

提供し、父母会の総会には園長が出席しています。また、父母会の役員

と園長とは日常的にコミュニケーションをとっています。 

 

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。 

・地域の子育てニーズについては、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。 

・一時保育と園庭開放を実施しています。一時保育は、乳児クラスでは月

に1～2名程度利用者がいます。幼児クラスでは1名が定期的に利用し

ています。園庭開放は予約制で月曜・水曜・金曜の 10:00～11:00 に

実施しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域住民に向けた育児講座等の実施が期待されます。 

・園庭開放の利用者はほとんどいないのが現状です。子どもたちが安心し

て遊べる園庭があるので、園庭開放を行っていることを地域にさらに発
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信する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。 

・地域住民に向けて育児相談の窓口を開いています。予約制で、月曜日・

水曜日・金曜日に育児相談の日を設けています。 

・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

場合は園長が担当します。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域住民からの育児相談利用者はほとんどいないのが現状です。園は、

子どもの育て方について、課題や障がい等を持つ子どもについても、十

分に相談に応じられます。育児相談を行っていることを、地域にさらに

発信する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。 

・本園との合同行事である夏祭りと運動会に地域住民を招待しています。

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。 

・近隣との友好関係を築く取り組みとして、隣接するグループホームや住

宅に和太鼓の練習で音が響いて迷惑をかけていることを説明しに行った

り、おもちつきのときのおもちを配りに行ったりしています。 

・子どもたちと地域のかかわりとしては、地域のログハウスを利用し、散

歩や買い物で地域の人々と接しています。散歩は日常的に行き、買い物

は子どもたちのカレー作りなどの際に材料を買いに行っています。 

・幼保小交流事業では定期的に近隣の幼稚園、保育園、小学校と子どもの

交流があり、地域の保育園ネットワーク内でも、子どもの交流がありま

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

奏や踊りを披露しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・近隣との関係は良好なので、園にある資源を地域に貸し出すなど、さら

に地域とのつながりが強められる方向に進むことが期待されます。 
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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、園の情報を提供しています。ホー

ムページではわかりやすく園の情報を伝えています。外部の情報提供媒

体に対しては、旭区の子育て支援情報に、園の育児相談と園庭開放、一

時保育について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、パンフレット等に基づいて園

の保育方針やサービス内容等について説明しています。見学希望者には、

希望者の都合に合わせ、随時見学を受け入れています。 

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の際は、あらかじめ職員や子どもに方針等を説明

しています。中学生のボランティア体験学習を毎年受け入れ、受け入れ

時の記録や感想文等をファイルしています。 

・受け入れ時の記録をファイルしています。 

・実習目的に応じた実習を行うため、担当する職員は実習生の所属する学

校の担当職員・実習生と話し合い、園長にも相談して効果的なプログラ

ムを工夫しています。 

・実習期間は2週間で、1週目の終わりに話し合いをしています。また、

実習期間終了の際に、担当職員と実習生とで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、実習生受け入れのためのマニュアルがありませ

ん。実際には受け入れのオリエンテーションを実施しているので、その

際に話すポイントをまとめ、園長以外の職員もオリエンテーションがで

きるようなマニュアルを作成することが望まれます。 

 

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、園長が研修計画を作成しています。園長

が一人一人の職員に対し、受講してほしい外部研修を挙げるほか、職員

が自主的に申し出た研修受講希望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

を受けた職員は、職員会議で内容を発表するとともに、感想や考察を述

べています。それを踏まえて、園として取り入れるにはどうするかなど

を職員間で議論しています。 
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・非常勤職員の指導は、クラスリーダーが行い、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

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。 

・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。 

・職員は、保育への取り組み結果などについて、年度末に自己評価を行っ

ています（横浜市立保育園の職員に対する自己評価項目に準拠）。自己評

価の結果を踏まえて、それぞれの職員が次年度の業務に取り組むように

しています。 

・月間指導計画・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、園の自己評価を行っています。 

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。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。
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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。 

・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。 

・本園（「土と愛子供の家保育所」）の卒園児で、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”という法人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。給食で使用する牛乳はビン入り（リター

ナブルびん）とし、コピーは裏紙を使うなど、リサイクルのための取り

組みをしています。また、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。

さらに、夏季はゴーヤーやへちまを栽培し、緑のカーテンとしています。

・ＬＥＤ照明や高断熱仕様の床暖房設備を導入したり、緑地保存に関する

協定を横浜市と結んだりしていて、横浜市からエコ保育所の認定を受け

ています。 

 

【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。 

・保育課程作成時に全職員で保育理念・保育方針・保育目標を確認してい

ます。また、保育理念や保育方針を踏まえて、子どもたちに期待する職

員の考えを「わたしたちの思い」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。 

・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、施設の移転・新築と分園から独立

園への移行があります。 
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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、本園の園長・主任とは定期的に打ち合わせを行っています。 

・「子どもの見方を深める」「保護者とのコミュニケーションを良くする」

の2つを本年度の重要な改善課題として、園全体の取り組みとしていま

す。 

 

【課題・望まれる点】 

・独立園となって2年目であり、運営やサービスプロセスの新しい仕組み

を検討したり、計画的に後継者を育成するには至っていません。 

・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。 

・運営に関し、外部の専門家などの意見を取り入れる仕組みを検討するこ

とが望まれます。 

 



17 
 

 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 23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% （54枚配付、28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】 

・園に対する総合満足度は、89％です。（「満足」41％、「どちらかといえば満足」48％） 

 

・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、79％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、95％以上の満足度を得ている項目が多数あります。そのうち、「給食の献立内容に

ついて」は、100％の満足度を得ています。 

 

・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５つ挙げると

①年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされているか（32％）、②年間の保育や行事についての説明

（25％）、③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（18％）、③外部からの不審者侵

入を防ぐ対策（18％）③意見や要望への対応（18％）です。（③は同率で３項目） 

 

・自由記述欄には、“子どもが保育者や異年齢児との関わりが持てている”“”職員の子どもたちに対する思い

には感謝している“”悩みを聞いてくれたり、アドバイスをいただいたり、感謝しています“などの声があ

ります。一方、”行事が少ない“突然の行事があり、ぎりぎりの告知のときもある”“自由遊び以外に、集団

での製作活動なども欲しい”“先生によって対応が違うことがある”などの意見や要望があります。 

 

 

 



■ 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

28.6%

まあ知っている

50.0%

どちらとも

⾔えない

17.9%

あまり

知らない

3.6%

賛同できる

59.1%

まあ賛同できる

40.9%
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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 53.6 35.7 0.0 0.0 10.7 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

57.1 35.7 3.6 0.0 3.6 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 53.6 42.9 3.6 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

46.4 50.0 0.0 3.6 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

39.3 50.0 7.1 3.6 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）

60.7 28.6 7.1 0.0 0.0 3.6

（%）

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 35.7 32.1 17.9 7.1 7.1 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

25.0 39.3 21.4 10.7 3.6 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）

53.6 39.3 0.0 0.0 7.1 0.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

67.9 28.6 0.0 3.6 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）

50.0 39.3 3.6 3.6 3.6 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

64.3 21.4 3.6 3.6 7.1 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

42.9 50.0 3.6 0.0 3.6 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

46.4 39.3 7.1 0.0 7.1 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 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

71.4 25.0 3.6 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

67.9 28.6 0.0 3.6 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

60.7 32.1 0.0 7.1 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

60.7 28.6 7.1 0.0 3.6 0.0

お⼦さんの体調への気配りについては 60.7 28.6 3.6 0.0 7.1 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

32.1 42.9 3.6 14.3 7.1 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 50.0 42.9 0.0 0.0 7.1 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

32.1 64.3 3.6 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

32.1 50.0 14.3 3.6 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

50.0 35.7 7.1 3.6 3.6 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

32.1 57.1 3.6 3.6 3.6 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

53.6 42.9 0.0 3.6 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

46.4 39.3 3.6 7.1 3.6 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

39.3 42.9 7.1 7.1 3.6 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

39.3 46.4 10.7 3.6 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 42.9 46.4 7.1 3.6 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

50.0 39.3 3.6 3.6 3.6 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

46.4 42.9 3.6 3.6 0.0 3.6

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

46.4 50.0 0.0 0.0 0.0 3.6

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

50.0 35.7 0.0 3.6 3.6 7.1

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

42.9 39.3 3.6 7.1 7.1 0.0

意⾒や要望への対応については 32.1 39.3 10.7 7.1 3.6 7.1

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 40.7%

どちらかといえ

ば満⾜ 48.1%

どちらかと

いえば不満

7.4%

不満

3.7%

24



【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 53.6 95.2
問３ 年間の計画について 32.2 69.9
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 56.9 95.0
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 64.1 93.6
問５ 快適さや安全対策などについて 42.5 91.9
問６ 園と保護者との連携・交流について 44.3 90.1
問７ 職員の対応について 46.9 91.4

※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
.700
.697
.663
.591
.584

※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：話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては
問2：⼊園前の⾒学や説明など、園からの情報提供について
問5：お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰囲気については

 中項⽬

設問項⽬
問7：意⾒や要望への対応については
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

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 13日（金曜日）、2月16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。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●乳児クラス 

子どもたちは主に二つの場所に分かれて遊んでいます。一つは独立した保育室で、力が余っていて身体を

大きく動かしたい子どもたちが遊び、もう一つは畳のコーナーで静かに遊びたい子どもたちが遊びます。そ

の二つの間には広い床スペースがあり、生活のコーナーになっています。オムツを替えたり着替えをしたり

食事をしたりする場所です。独立した保育室で音楽をかけてリズム体操が始まると、次々に子どもが入って

いってジャンプをするなど、身体を動かします。保育士は先頭に立って元気にリズムに合わせて飛び回り、

みんなの気持ちが盛り上がります。静かに遊びたい子どもたちは、畳のコーナーに座って2～3種類のブロ

ックやぬいぐるみなどで遊びます。どちらへも行かずに、生活のコーナーでテーブルの上にのぼったり寝そ

べったり、下にもぐりこんだり、窓の柵にのぼって外を眺めたりしている子どもたちもいます。子どもたち

は好きなところへ行き、自由に行動しています。 

外遊びは隣にある旧小学校の校庭に行き、すぐ隣にある同法人の系列保育園の子どもたちに混じって遊び

ました。保育士たちも系列園の保育士とのチームワークで子どもたちを見守ります。隣接している四季の森

公園に行くときは一列になり、手をつないで行きました。木の棒の横杭があるだけの土の階段を下りるとき

には2歳児が0、1歳児を「がんばれ、がんばれ」と励まします。2歳児は水筒から水を飲むときも0、1

歳児についであげようとするなど、お兄さん・お姉さんの意識です。 

乳児の 0歳児から 2歳児までは同じ場所で生活していますが、遊び、トイレ、食事には少し時間差があ

ります。トイレに行くときも 2 歳児クラスは同じ時間にみんな一緒に一列に汽車ポッポになって行きまし

た。食事も 0、1 歳児が食べ始めてから、いただきますになりました。「お当番したい人前に出て」と保育

士が言うと、ぞろぞろ7～8人が前に出て、保育士と一緒に「いただきます」を先導しました。 

子どもたちは生き生きと遊び、水道で手を洗いながらいつまでも水遊びをしたり、顔をふいてもらうのを

いやがって逃げ回ったり、着替えの途中で、半分裸で走り回ったり、そんな雑然とした自由な雰囲気の中で、

いつのまにか生活リズムをつかみ、自分でやろうとする気持ちが育っているようです。 

 

●幼児クラス 

 幼児クラスは 5 歳児クラスが独立した保育室を持っていますが、ここは主に着替えや午睡の生活の場所

です。3、4歳児には広いワンルームを低いロッカーで仕切ったそれぞれの保育室コーナーがあり、そこが

生活の場所です。その他に共通の遊びコーナーがあり、本物の冷蔵庫（電気はつかない）付きの台所コーナ

ーがあったり、座卓を置いた畳コーナーがあったり、絵本やおもちゃ棚があったりします。5歳児もここで

自由に遊びます。また、ワンルームの続きには多目的ホールがあり、広い床面でコマ回しや太鼓の練習もで

きます。子どもたちはどこでも自由に行って好き好きに遊びます。コマ回しの競争やダイナミックなブロッ

クの家づくりをしている子どもたち、連れだってホールや 5 歳児室まで出かけて走り回る子どもたちもい

れば、台所コーナーや畳コーナーで静かにままごとや絵合わせをするグループ、一人で絵本を見る子ども、

座卓の下にもぐりこんで何やら楽しんでいる子どもたちもいます。思い思いに心行くまで自由な遊びの時間

を過ごします。 
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外遊びは天気が良ければ毎日行います。この日は幼児みんなで手をつなぎ、３0分以上歩いて公園に行き

ました。足が不自由でバギーで行く子どもには保育士のほかに子どもたちもついて、バギーを押したり両側

から手をつないだりしていました。みんな青い帽子をかぶっていますが 1 人だけ緑の帽子です。違うクラ

スの子どもが混じっているわけではなく、前に被っていた帽子が好きなので自由にさせているのとのことで

す。途中で別の保育園の前を通り、子どもが園庭で遊んでいると、互いにあいさつを交わします。現地に着

くと背負ってきたリュックや水筒を芝生に置き、さっと走りだし早速遊びに夢中になります。ネット状のロ

ープを登ってから下りるすべり台、アスレチック、トランポリンなど、勝手知ったる遊具です。トランポリ

ンでは保育士も一緒にどんどん揺らします。芝生の傾斜地でも保育士も一緒にゴロゴロ転がります。広場で

凧揚げをしているおじさんと話している子どもたちもいます。土手のようになっている植え込みで遊ぶ子ど

もに保育士が「そっちはやだなー」と声をかけます。ダメと言わないことをどの保育士も心得ているようで

す。トイレはお弁当の前などに保育士が声をかけますが、行きたいときには自分で行っていました。 

 お弁当になると、それぞれ自分のシートを敷きますが、持って来なかった子どもは適当にほかの子どもの

シートに座らせてもらいます。友だち同士でうまくやっています。木登りのときにも、枝が高くて足をかけ

られないと友だちが馬になってあげていました。この日は 5 歳児も運動量が多かったので午睡をしていま

した。 

 

●５歳児クラスのみでの活動 

5 歳児クラスの太鼓は園児みんなのあこがれの的です。練習は厳しいですが練習中の子どもたちは眼が真

剣そのもので、身体も引き締まっています。みんなで心を一つにして取り組む姿は、年齢が小さい子どもた

ちの気持ちにも響くようです。また、調理の手伝いもあこがれです。5 歳児クラスになったらできるのだ、

という目標になっているようです。当番が2人、調理室の前の小部屋に行き、調理室のドアを開け、声を合

わせて「おはようございます。お手伝いにきました」とあいさつします。この日の手伝いは、手袋をしてボ

ールに入っているひき肉におろし生姜を入れ、卵を割って入れ、こねることです。これは後から肉ボールに

変身します。次は包丁を持ってさやいんげんの斜め切りです。ざるに見本が入れてあります。担任保育士が

実演してみせ、このくらい細くとか言葉をかけ、初めのうちは、包丁を持つ子どもの手をとって一緒に切り

ます。2人は真剣に取り組みました。これらは5歳児クラスの特権で、「いるかさんになるとできるんだよ」

と3、4歳児クラスの子どもたちが言っていました。 
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 事業者コメント  

 

 

土と愛子供の家第２が30人定員の分園から60人定員の独立園となり、2年目に第三者

評価を受けたことは、少し時期尚早だったような気がしますが、良い経験になりました。 

 職員数の約半分は新しい職員という中で、土と愛という保育園の思いを感じながら、そ

こに自分らしさを加えて新しいものを作り出していきたい、そのような思いで毎日を過ご

しています。そのような中で保育園としての外枠の部分という視点を織り交ぜて考えるき

っかけができたことで、総合的に保育とは？保育園とは？ということが考えられていく一

歩になったのではないかと思っています。 

 マニュアルの不備により判定が良くない部分もありましたが、逆にこのような状況を活

かしどのようなマニュアルが必要なのか、というところから職員で議論をすることができ

る土台になったと思います。良くない部分もありましたが、自己評価に比べて、評価が高

かった箇所も多く、それは素直に喜び、さらに充実できるようしていきたいと考えます。 

 保育の外枠での評価というのは今回できたところですが、保育の質という点で、客観的

に評価をできるような仕組みがあればさらに職員一人ひとりが深まっていくのではないか

と思いました。毎日の生活の中で、または研修などで得られたものは、会議等を通して保

育園としての質を深めるものになります。しかし、それは客観的にみてもらった時に、そ

の考え方はどうなのか？というところまで評価できる仕組みがあるとよりよいものになる

のではないかと思いました。 

 また 3年後くらいに（独立園になり5年目）第三者評価をうけ、今回の評価をどのよう

に活かしているかを客観的に判断して頂ければと個人的には考えています。 

 

 長い期間をかけて評価をして頂いた、評価機関の方々、アンケートにご協力いただいた

保護者の方々に感謝したいと思います。ありがとうございました。 

 

                         土と愛子供の家保育所第2 

                          施設長  保足 昌之 
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