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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 しののめ会 オルタスそらいろ 

事業所への報告書提出日 2015年 4月 23 日  （評価に要した期間）6か月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ①評価領域ⅠとⅡについては、自己評価票に各職員が自己の振り返りを

記入し、その集計結果をもとに、部門（各クラス）ごとに話し合った。

話し合いで不明だった点について施設長と職員が意見交換をした後、

再度各人が修正し、担当者が集計した。 

②評価領域Ⅲ～Ⅵについては、施設長、主任、担当者で話し合いながら

記入した。 

③集計結果をもとに施設長が自己評価票をまとめ、各職員に配布し全体

会議で了解をとった。 

実施期間 

2014年 10月～2015年 1月 6日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（60 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 12月 9日～12月 24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 3月 9日 

    第 2日：2015年 3月 10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、新人保育

士、非常勤職員1名、主任に順にヒアリング。 

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 3月 9日 

    第 2日：2015年 3月 10日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

オルタスそらいろは、東急田園都市線「青葉台」駅から歩いて 5分ほどのビルの 5階にあります。同ビ

ルには2、3階に青葉消防署青葉台出張所、6階に青葉区地域子育て支援拠点が入っています。周辺はオフ

ィスビルやマンションが並んでいますが、徒歩圏には自然が豊かな公園が複数あり、子どもたちの散歩コー

スとなっています。また、屋上とテラスを園庭として用い、夏には子どもたちがプール遊びを楽しんでいま

す。 

オルタスそらいろは、平成23年（2011年）9月、社会福祉法人しののめ会によって設立されました。

運営法人は、ほかに横浜市内で4つの保育園を運営するほか、障害福祉サービス事業を運営しています。 

定員は 60 名（産休明け～5 歳児）、開園時間は平日は 7 時から 21 時（延長保育時間を含む）、土曜日

は7時から17時です。 

法人の基本理念として、「安全・安心 そして、信頼をモットーに地域社会との共生をめざします」、園の

保育目標として、 

☆「愛」 愛すること・愛されることをたいせつにする子 

 ☆「優」 思いやりのある子 

 ☆「探」 ワクワク・ドキドキ！チャレンジする子 

 ☆「躍」 躍動感に溢れ のびのびと楽しむ子 

☆「考」 自分で考えて 自分で行動する子 

を掲げています。 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは、のびのびと自分を表現し、イキイキと園生活を楽しんでいます 

 保育室には、子どもの成長や興味に合わせ、ままごと、ブロック、絵本、パズル、製作などのコーナーが

設けられ、子どもが自由に選んで遊べるよう環境設定されています。おもちゃや素材は子どもの動線を考え

て、手本や手引書、次のステップへのヒントなどがさりげなく並べられ、子どもが自分で考えて遊びを発展

できるよう工夫されています。 

 乳児は、保育士に見守られ、励まされ、たくさん話しかけてもらっています。このような働きかけのもと、

1歳になると自分の思いを言葉で伝え、友達とかかわる姿も見られます。ブロック一つでも縦に重ねる子ど

も、横に広げる子ども、動きのある作品を作る子どもとさまざまで、保育士は子どもたちの個性を一緒に楽

しみ、褒め、のばすように働きかけています。幼児になると保育士の見守りのもと、子どもたちは自分で好

きな遊びを選び、のびのびと絵を描いたり、友達とブロックで大きな作品を作ったり、ごっこ遊びをしたり

しています。おしゃべりも盛んで、友達と相談したり、教え合ったりしながら遊びを広げています。 

 ビルの中の保育園ですが、雨でなければ毎日のように公園に散歩に出かけています。公園での子どもたち

は元気いっぱいで、友達と追いかけっこをしたり、サッカーをしたりして、思いっきり身体を動かしていま

す。また、ミミズやテントウムシ、花や木の実など、自然の営みにも興味があり、触れ合っています。自分

の考えを言葉に表し友達と調整することもできるようになっていて、観察時にも、保育園から持参した一つ

のボールの使い方についてドッジボール、サッカー、バスケットボールなど、子どもたちがやりたいことを

提案し、自主的に多数決をとり相談し何をするのか決める姿が見られました。 

 このように、子どもたちは自分の思いを言葉に表し、主体性をもってイキイキと園生活を楽しんでいます。 
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【2】保育士は子ども一人一人を優しく受け止め、信頼関係を築いています 

 基本理念、基本方針、保育目標を「職員心得」に明記し全職員に配布するとともに、職員会議でも話し合

っています。具体的にどのように保育目標、基本方針を実践していくかについて話し合い、「行動指針～そ

のために私たちができること～」を作成し、事務室に掲示し、職員が常に振り返られるようにしています。

園長・主任は保育の中で気になることがあったときには、その都度注意・指導し、周知徹底を図っています。

このような取り組みの結果、保育士は目指す方向を共有し、保育にあたっています。 

保育士は、子どもたち一人一人に優しく穏やかな声で問いかけ、子どもの言葉や思いを引き出しています。

子どもの思いに応えることが難しい場合にも、いったん受け止めてから理由を分かりやすく説明し、子ども

が自分で考え決められるように働きかけています。園では乳児は毎月、幼児は期ごと（３か月ごと）に個別

指導計画を全園児に作成していますが、保育士は子どもの「今」を把握するように努め、毎月クラスで、個

別の目標、予想される子どもの姿、子どもへの配慮について話し合い、個別指導計画を作成しています。 

 保育士は一人一人の子どもが小さな「愛される」経験を重ね、保育目標にある「愛すること、愛されるこ

とをたいせつにする子」が実践されるよう、子どもの「今」ある全てを受け止めるように努力しています。

観察時にも、保育士に話を聞いてもらおうと甘える子どもの姿が多く見られ、信頼関係がうかがえました。 

 

【3】ノーマライゼーションの考えに基づき、統合保育を実践しています 

園ではノーマライゼーションの考えに基づき、さまざまな課題のある子どもを積極的に受け入れ、「共に

育ち、わかり合える大切さ」を実感できる保育を実践しています。また、ノーマライゼーションを子どもが

自然な形で理解できるよう、異年齢児保育を実践しています。 

保育士は、子どもたちが異年齢で遊ぶ中で、一人一人の違いを自然に理解し、受け入れ、お互いに助け合

うことを学べるよう、働きかけています。保育室は年齢ごとに確保していますが、乳児・幼児ごとの保育内

容に合わせて保育室を移動し、食事や生活、活動などをさまざまな異年齢の組み合わせで行っています。同

年齢ではけんかになることもありますが、年下の子どもには遊び方を教えたり、順番を譲ったりすることが

でき、子どもたちは自然な形で他者への思いやりを身に付けています。 

 園では、障がい児をはじめとしてさまざまな課題がある子どもを受け入れていて、保育士は安全に配慮し

て見守り、子どもが自分でできることは自分でやるよう働きかけ、できないところはさりげなく手助けして

います。課題のある子どものできること、やりたいことを把握し、思いを尊重しつつ無理のない形で子ども

たちとかかわれるように支援しています。保育士の自然なかかわりが子どもたちみんなにも伝わり、子ども

たちは自然に違いを受け止めています。 

 さらに、課題のある子どもの安心・安全な生活を保障するために、保育士は、保護者とのコミュニケーシ

ョンに努め、保護者と信頼関係を築くように努めています。朝夕の登降園時には、保育士は子どものできた

こと、良かったこと等のエピソードを伝えて保護者と共に子どもを褒めるなど、積極的に会話をしています。

また、保護者の育児に対する不安にも積極的に相談にのり、場合によっては園長、主任が個別に対応してい

ます。 

 

※ノーマライゼーション：障がい者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々（弱者）が、社会の中で他の人々と同じように

生活し活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方。 
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●今後の取り組みが期待される点 

【1】地域の施設として、子育て支援に取り組むことが期待されます 

子どもたちは毎日地域に散歩に出かけ、地域住民と交流しています。また、地域の保育園と交流したり、

ハロウィンで子どもたちが仮装して地域を歩いたりしています。 

ただし、地域に対しては、同じビル内 6 階の地域子育て支援拠点の講習会に職員を派遣したり、ブラッ

シング指導に地域の親子参加を呼びかけたりした事例はあるものの、地域の子育て支援は必ずしも積極的と

はいえません。地域子育て支援拠点との連携を深めるとともに、交流保育や公園や地域の施設での出前保育

の機会を企画するなど、園ができる子育て支援の方法を工夫し、基本理念に掲げている「地域社会との共生」

を実現させることが期待されます。また、ビルの 5 階にあるため、園の存在が地域に伝わりにくいことも

あり、地域に園の存在を積極的に発信する取り組みが望まれます。 

 

【2】目標設定シートを有効に活用し、人材育成に取り組むことを期待されます 

 園では「目標設定シート」を作成し、職員が 1 年の振り返りと目標を記載していますが、それを基に園

長が面談して目標設定し、達成度を評価するなど、人材育成に有効に活用することは行っていません。また、

新任、中堅、指導的立場等ステージ別の期待水準も作成途上で、明文化はしていません。職員が自分で確認

できるよう、ステージ別の期待水準を早急に作成するとともに、「目標設定シート」を活用し、研修計画と

も連動させて人材育成に取り組む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。 

・運営法人の基本理念は、 

安全・安心 そして、信頼をモットーに地域社会との共生をめざします

園の保育目標は、 

☆「愛」愛すること・愛されることをたいせつにする子 

 ☆「優」思いやりのある子 

 ☆「探」ワクワク・ドキドキ！チャレンジする子 

 ☆「躍」躍動感に溢れ のびのびと楽しむ子 

 ☆「考」自分で考えて 自分で行動する子 

 保育基本方針は、 

 Seed たねをまいて 

Open mind こころを開こう！ 

Relax のびのびと安らぎの中で 

Active 自信をもって行動しよう 

を掲げていて、いずれも利用者本人を尊重したものとなっています。 

・玄関に基本理念、保育目標、保育基本方針を掲示しています。また、保

育目標および保育基本方針に沿って「行動指針 ～そのために私たちが

できること～」を策定し、職員室に掲示し、職員がいつでも振り返られ

るようにしています。 

・保育課程は子どもの最善の利益を第一義に、保育目標、保育基本方針に

基づき、家庭の状況や地域の実態、周囲の環境を考慮して作成していま

す。保育課程は、園長、主任、クラスリーダーで話し合い作成し、職員

会議で共有しています。保護者には保育課程を配布し、年度はじめの懇

談会で説明しています。 

・前日の帰りの会と朝の会でその日の活動について分かりやすく説明し、

子どもが納得して活動に取り組めるようにしています。保育士は子ども

に問いかけ、子どもの意見・要望を聞いています。また、態度・表情等

から子どもの意思をくみ取っています。子どもの遊びの様子や子どもの

希望により週案を変更するなど、計画には柔軟性を持たせています。 
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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。 

・入園説明会後に担任予定の保育士が親子と面接を行っています。アレル

ギーなど健康上の課題がある場合は看護師が立ち会っています。面接時

に把握した情報は「面接時確認事項」に記録し、事務室に保管し、職員

間で共有しています。 

・新入園児受け入れに際しては、短縮保育（ならし保育）を子どもの様子

や家庭の状況に合わせ、実施しています。子どもはクラス全員で見るこ

ととしていますが、子どもや保護者の相性等にも配慮し愛着関係を築き

やすい 2、3 人の保育士がかかわるようにしています。個別の月案は、

乳児は2か月、幼児は3か月ごとに担当を決めています。 

・在園児への配慮として 0・1・2 歳児は必ず保育士が持ち上がるように

しています。年度末には、0歳児は1歳児の保育室で過ごすなど、スム

ーズに進級できるようにしています。 

・保育課程に基づき、年齢ごとに年間指導計画、月案、週案を作成してい

ます。指導計画は、子どもの発達や状況に応じて、クラスごとに話し合

い、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。 

・全職員に配布している「職員心得」に保育環境について明記し、職員に

周知しています。 

・まめに窓を開けて換気するとともに、保育室に空気清浄機を設置してい

ます。また、温湿度計を保育室に置き、エアコン、加湿器を用い、温・

湿度の管理を行っています。 

・乳児トイレには沐浴設備、幼児トイレ、園庭（屋上、テラス）に温水シ

ャワーの設備があり、管理や清掃が十分に行われています。 

・保育室には、棚やマットなどを用いたコーナーが設けられ、小集団で遊

べるよう環境設定しています。 

・0・1 歳児は食べる・寝るの機能別に空間を分けています。2 歳児以上

はランチルームで食事しています。 

・園は、異年齢での活動を通して子どもがお互いを尊重することを学ぶこ

とを大切にしていて、幼児の異年齢によるグループ活動や午睡後の乳児

へのお手伝いだけでなく、子どもたちは自由に保育室を行き来し交流し

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

・0・1・2歳児は月ごと、幼児は、期ごと（3か月ごと）にねらい、環境

構成、保育者の配慮などを記載した個別指導計画を全園児に対して作成

しています。計画は、毎月クラスで話し合い、評価・見直しを行ってい

ます。また、子どもや家庭の状況に変化があった場合には、その都度話

し合い柔軟に見直しています。 
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か。 ・入園時に、子どもや家庭の個別の状況・要望等について、保護者に「生

活調査表」に記入してもらっています。入園後の子どもの様子は個人別

記録に記載しています。子どもの記録は個人ファイルにまとめられ、事

務室に保管されていて、必要な職員はいつでも見ることができます。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報が

職員間で共有化されているか。 

(2) 障害児保育のための環境整備、保

育内容の配慮を行っているか。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

(4) アレルギー疾患のある子どもへ

の適切な対応ができているか。 

(5) 外国籍や帰国子女など、文化の異

なる子どもに対して適切な配慮

がされているか。 

・特に配慮を要する子どもを積極的に受け入れています。 

・個別のケースについてケース会議で話し合っています。子どもに関する

記録は事務室に保管され、職員間で共有しています。 

・年 2回、地域療育センターあおばの巡回相談を受け、助言を保育に生か

しています。 

・園はノーマライゼーションの考えに基づき統合保育を実践していて、子

どもたちがお互いの違いを、活動や生活を通して自然に理解し受け入れ

ていけるよう働きかけています。障がいのない子どもが障がい児を自然

に受け入れ遊んでいる様子が観察時にも見受けられました。 

・内部研修で虐待の定義について全職員に周知しています。虐待が明白に

なった場合や疑わしい場合、見守りが必要な場合には、青葉区役所、横

浜市北部児童相談所などの関係機関に通告・相談する体制ができていま

す。 

・子どものかかりつけ医の診断書に基づき、除去食を提供しています。毎

月、保育士、看護師、栄養士が参加してアレルギー会議を開催し、情報

を共有しています。除去食・代替食を提供する場合には、保護者に献立

表をチェックしてもらい、連携しています。除去食の提供にあたっては、

別トレイ、名札を用い、テーブルの位置を固定し、必ず職員が隣につく

など誤食事故の防止に努めています。 

・文化や生活習慣、考え方の違いを認め尊重していて、献立に世界の料理

を取り入れる、保育室に世界の図鑑を置くなど、子どもたちが文化や生

活習慣の違いを理解できるように働きかけています。日本語をほとんど

話せない保護者や子どもが入園してきた場合には、ゆっくり話す、ひら

がなで振り仮名をつける、身振り手振りを用いるなど個別に丁寧にかか

わっています。 

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。 

・相談・苦情受付担当者を主任、相談・苦情解決責任者を園長としていて、

第三者委員とともに玄関に掲示し、入園のしおりに明記するとともに、

入園説明会で保護者に説明しています。意見箱を玄関に設置するほか、

年2回の保護者懇談会、行事後のアンケートで保護者の要望、苦情を聞

いています。登降園時には、保育士は積極的に保護者に声をかけ、意見

や要望を引き出しています。 

・苦情解決規程があり、アンケートから出た意見を基に行事予定をおたよ

りで保護者に通知したり、懇談会で園の方針を保護者に説明したりする
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など、保護者の意見・要望は迅速に検討した上で適切に対応しています。

 

【課題・望まれる点】 

・要望や苦情をまとめて記録していないので、今後はまとめてデータ化し、

運営に生かすことが望まれます。 

 

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。 

・おもちゃや教材等は自分でとりだせるように子どもの目線に合わせた配

置をし、分りやすいように写真を貼っています。子どもが落ち着いて好

きなことができるようにコーナー保育をし、年齢に合わせたものをそろ

えています。 

・絵本の読み聞かせから、保育士と子どもが製作や新しい遊びを見つける

等、子どもの自由な発想から集団活動へと展開しています。保育士は子

どもの気持ちを尊重しながら言葉がけをし、遊びや食事等の場面に応じ

たルールも分りやすく伝えています。 

・異年齢児グループで野菜の栽培をし、収穫から食べるところまでを体験

し食育活動としています。地域の人にあいさつしながら散歩をして、年

齢に合わせた公園まで行き、どんぐり拾い等季節ごとの自然に触れてい

ます。 

・画用紙、毛糸、フェルト、廃材等の素材や年齢に合わせたおもちゃをそ

ろえ、危険なもの以外はいつでも取り出せるように配置しています。子

どもはみんなで歌った曲を一人で歌ったり踊ったりしています。自由に

絵を描いている子どもにも、保育士は子どもがやろうとしたことやでき

たことを褒めています。 

・子ども同士のけんかの際、保育士はけがのないよう見守りながら、必要

に応じて一人一人の気持ちを聞いて間に入り、上手く言葉にできない子

どもの気持ちは確認しながら代弁しています。保育士は自分たちも見ら

れているという意識を常に持ち、子どもには温かく穏やかな言葉で接し、

子どもからの話しかけには耳を傾けることで信頼関係を築くように努め

ています。 

・できるだけ散歩や公園での遊びを取り入れ、園内でも室内アスレチック

や夏には屋上でプール遊びもしています。紫外線対策として屋上ではＵ

Ｖカットテントや遮光シートを使用しています。 
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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。 

・1 歳児までは保育室で保育士が配膳し食事をしています。2 歳児からは

時間差をつけてランチルームに移動し、バイキング形式で食事をしてい

ます。乳児は、保育士が子どもが食べやすいように手伝い、ランチルー

ムの子どもは、自分で食べられる量を見極めながら、保育士と一緒に会

話をしながら子どものペースで食べています。 

・テーブルクロスやランチョンマットを使用し花を飾る等、食卓のイメー

ジを大切にしながら、必要なマナーも伝えています。栄養士が旬の食材

を取り入れた献立を作成し、形抜きをしたり彩りも考えて盛り付けてい

ます。食事用具は年齢に合わせ、2歳児からははしも使用しています。

・栄養士や調理スタッフが毎日子どもの食事の様子を見ながら、食事の提

供の仕方を工夫しています。 

・「キッチンだより」に献立やレシピ、食材の情報を記載し保護者に配布し

ています。誕生会のときに誕生児の保護者が一緒に食事ができる機会を

設けています。乳児懇談会のときには離乳食を作り、写真やサンプルを

見せて分りやすく説明し、栄養士が保護者の相談にも応じています。 

・午睡は、明かりを落としカーテンを引いた保育室でしています。眠くな

い子どもも保育士と横になり休息をとりますが、早く起きた子どもや午

睡を必要としない5歳児は、ほかの保育室で静かに遊んでいます。乳幼

児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の予防対策としてブレスチェックを行い、

うつ伏せ寝の子どもは眠りが深くなってから仰向けにしています。 

・トイレトレーニングは決まった時間に保育士が誘導するほか、子どもの

排泄リズムを把握し、子どもに気持ちを尊重した言葉をかけながら個別

に対応することもあります。保護者とは連絡帳や口頭で排泄に関する情

報交換をしています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実施

されているか。 

(2) 健康診断・歯科健診の結果を保育

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。 

・子どもの健康状態は看護師が中心となり管理しています。既往症につい

て保護者とは連絡帳や口頭で情報交換し、伝達ノートで関係職員に周知

しています。歯磨きは月齢や年齢に合わせ、0 歳児でも歯ブラシに興味

を持たせるところから保育士が援助し、4・5 歳児になると鏡の前で一

人で歯磨きしています。 

・健康診断や歯科健診の結果は健康記録に記載し、保護者へは書面で手渡

しながら、事前に聞き取りをした保護者からの質問や相談への嘱託医の

回答や気になる情報についても伝えています。 

・感染症等の対応が明記されたマニュアルがあり、保護者には、入園時に

説明し、感染症等の対応について記載された入園のしおりを配布してい

ます。保育中に発生した場合は、当該の子どもの保護者へはその保護者

希望の連絡方法で連絡をし、またほかの保護者へも園内での発生状況を

玄関に掲示し、送迎時には口頭でも伝えています。 
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Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 
 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生管理マニュアルがあり、職員に周知しています。マニュアルに基づ

き清掃漏れがないようにチェック表を使用し、定期的に害虫駆除も行っ

ています。感染防止のため汚物処理の際には保育士が手袋を着用し、乳

児のトイレの便座も1回ごとに消毒しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・衛生管理マニュアルについて、今後は設置予定の安全委員会を活用し、

定期的に見直しをしていく仕組みが望まれます。 

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。 

・保育室内の大きな棚や廊下のロッカーは固定して、小さな背の低い棚以

外は転倒防止対策を行い、棚の上には必要以上に物を置かないようにし

ています。事故や災害に関するマニュアルは入職時の説明で全職員に周

知し、毎月1回避難訓練や消火訓練を行っています。建物内の消防署と

連携し、建物内全入居事業所が参加する消防訓練も行っています。 

・事故やけがが発生した場合の保護者への連絡体制は、入園のしおりやお

たよりで保護者へ伝えています。建物内でも管理人、消防署、地域子育

て支援拠点等との連絡協議会があり、連絡体制ができています。子ども

のけがは保護者に連絡帳と口頭で状況報告をし、職員会議で報告・検討

を行い、今後の対応方針や事故防止策とともに事故報告書や保健日誌に

記載しています。 

・不審者等への防犯対策として玄関自動ドアは常時ロックされています。

職員は不審者対応マニュアルに基づいて行動することになっており、建

物内での情報共有やスクールポリスネットワーク・区のネットワークか

らも情報が入ることになっています。職員は警察署による不審者侵入へ

の対応研修も受けています。 

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

・園の保育方針が子どもの主体性を大事にすることであることは、職員心

得に記載するとともに、職員入職時に口頭で伝えられ、職員は理解して

います。職員同士でも見られていることを意識し丁寧な話し方をし、子

どもに対しては穏やかな口調で話しかけ、子どもの気持ちを聞き取るよ

うに問いかけています。集団活動でも子どもの気持ちやペースを尊重し、

せかすことなく子どもがやり終えるまで待っています。 

・コーナー保育を行っていることもあり、子どもたちは友達や保育士の視

線を意識することなく自由に遊んでいます。子どもたちの居場所を保育

室と限定せず、必要に応じて事務所やランチルームの一角を使用してい

ます。 

・職員は入職時に守秘義務や個人情報の取り扱いについての説明を受け、
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ているか。 周知しています。個人情報の取り扱いについては、保護者へ説明し了解

を得ているほか、写真の掲載時など必要に応じて同意書の提出もお願い

しています。 

・全職員が性差による意味のない区別は不適当であることを理解していま

す。遊びや整列の順番等でも、子どもの自由な判断に任せています。計

画段階で性差による区別があると感じた場合は、職員間で話し合うこと

になっています。 

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。 

・保護者に対しては園長が全体会や懇談会で保育の基本方針を説明し、入

園時のしおりやホームページにも明記しています。園だよりや連絡帳に、

保育方針に従ってどのような活動が行われているのかを記載し、保護者

に理解されるように努めています。 

・連絡帳や子どもの送迎時に保育士から積極的に保護者とコミュニケーシ

ョンをとり、その日の子どもの様子や健康面等を伝え情報交換をしてい

ます。また、個別面談や懇談会を実施し、子ども一人一人の様子やクラ

ス全体の様子を伝えています。 

・保護者の相談は職員の休憩室を使用してプライバシーが守れるようにし、

相談を受けた職員は園長に報告して対応の助言を受けています。重要な

相談は記録に残し、継続的なフォローも行っています。 

・園だより、クラスだより、ほけんだより、キッチンだよりを毎月発行し

ています。夕方には園内に、その日の保育の様子を記載したボードを掲

示するほか、ビデオや写真を撮って掲示や保護者への貸出や販売をして

います。 

・保育参加ができる日時は年間行事予定で保護者へ伝え、それ以外にも誕

生会のときや希望に応じて随時でも受け入れています。保育参加や懇談

会に参加できなかった保護者へは書面で様子を報告しています。 

・保護者主催の謝恩会の打ち合わせに場所の提供をし、謝恩会には職員が

参加しています。 

 

【さらに望まれる点】 

・保護者が保育の基本方針を理解できるように努めていますが、理解され

ているのかを把握するために行事後のアンケートなどさらなる工夫が望

まれます。 
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評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 
 

(1) 地域の子育て支援ニーズを把握

するための取り組みを行ってい

るか。 

(2) 地域の子育て支援ニーズに応じ

て施設の専門性を活かしたサー

ビスを提供しているか。 

・地域の子育てニーズについて、地域での会議に参加し、職員間でも話し

合いをしています。地域への子育て支援として一時保育を行っています。

地域子育て支援拠点が実施する子育ての講習会に保健師、離乳食の講習

会に栄養士を派遣しています。園内での保護者向けブラッシング指導は、

地域の親子にも参加を呼びかけています。 

 

【課題・望まれる点】 

・立地条件もあり地域住民との交流が少なく、地域の子育てニーズ把握な

どがしにくい状況にありますが、保育園の存在を地域に伝え、地域の団

体と連携していくことが望まれます。 

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。 

・同じ建物内にある地域子育て支援拠点を通して、保健師が育児相談を行

っています。 

・相談内容に対応できる関係団体や地域の団体などはリスト化され、職員

は情報共有しています。区や関係機関とは園長を中心として日常的な連

携がとれています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園として定期的な育児相談は実施していませんので、今後、どのような

形で育児相談等を行っていくのかを検討することが望まれます。 

 

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。 

・地域のボランティアグループが月に1回絵本の読み聞かせに来ています。

幼保小連携事業を通して小学校と情報交換をしています。ハロウィンの

園行事の際には、近隣の商店に、仮装した園の子どもにお菓子を配って

もらえるよう働きかけています。 

・子どもと地域とのかかわりとしては、青葉台コミュニティハウスの図書

室を利用することがあります。公園への散歩のときには積極的に地域住

民とあいさつを交わしています。年に 2～4 回、区内の他保育園とドッ
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ジボールで交流保育を行っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園への理解促進のためにも、園行事等へ地域住民を招くなどの取り組み

が期待されます。 

・地域のさまざまな情報を把握し、子どもたちが地域の行事や活動に参加

できるようにすることが望まれます。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・パンフレッツトやホームページ等で、随時情報提供をしています。見学

者向けのパンフレットには実費徴収するもの等の料金を明示していま

す。 

・保育所の内容等についての問い合わせには主任が担当して対応するほか、

不在時には園長や事務職員が対応しています。パンフレットやホームペ

ージで利用希望者には見学の案内をし、子どもの様子が見てもらえるよ

うに通常は 10 時からで見学を設定していますが、時間帯は見学者の希

望にも応じています。 

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。 

・ボランティアの受け入れマニュアルがあり、受け入れと育成の担当が決

められています。受け入れ時には記録が整備できるよう準備しています。

・実習生受け入れにあたっては、あらかじめ職員への説明があり、保護者

には園だよりでお知らせをしています。受け入れは主任が担当し、保育

活動では受け入れたクラスごとに担当職員を決め、記録も整備されてい

ます。実習目的に応じてクラスやプログラムを検討し、実習生の希望も

取り込めるようにしています。実習生と職員で振り返りや意見交換もし

ています。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域の人が、ボランティアで絵本の読み聞かせをしてくれていますが、

ボランティアから感想や意見を聞くことまではしていません。 

 

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。 

・園長は、翌年度の意向調査書（継続質問書）や人材配置についての職員

の意見などを参考に、保育所運営に十分な人材構成であるかをチェック

し、必要な人材の補充を行っています。 
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(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。 

・研修担当者は主任で、各自の「目標設定シート」に記載された研修希望

に沿って、研修計画を作成しています。また、職員休憩室に研修案内を

掲示し参加を呼びかけています。衛生管理、救命救急法、防災などの内

部研修を実施していて、非常勤職員を含む全職員が受講しています。ま

た、県や市、区、白峰学園保育センター等が主催する外部研修に積極的

に参加し、研修に参加した職員は研修報告書を作成するとともに、必要

に応じて職員会議で報告しています。研修報告書は職員休憩室に掲示し、

共有しています。 

・非常勤職員にも理念や保育環境、マニュアルの抜粋、禁止事項などを記

載した「職員心得」を配布しています。非常勤職員の配置は、必ず常勤

職員と組むようにし、非常勤職員の指導担当はクラスリーダーで、職員

間のコミュニケーションが図られています。 

 

【さらに望まれる点】 

・人材育成のための「目標設定シート」を作成していますが、面談等で目

標を定め達成度を評価するまでには至っていません。シートを活用した

人材育成は、今後の課題となっています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 
 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

でいるか。 

(2) 保育士等が保育や業務の計画及

び記録を通してみずからの実践

を振り返り、改善に努める仕組み

があるか。 

(3) 保育士等の自己評価を踏まえ、保

育所としての自己評価を行って

いるか。 

・職員は「目標設定シート」で一年間の振り返りを行っています。保育士

の自己評価を基にクラスや職員会議で話し合い、課題を明らかにし、改

善につなげています。 

・職員から良い事例、工夫事例などの提案があり、職員会議で話し合い保

育に取り入れています。クールダウンのためのスペースの確保、全職員

のための申し送りノート作成などの事例があります。 

・日誌、週案、月案に評価・反省の欄があります。保育日誌や個人別記録

は計画と連動する様式になっていて、計画で意図したねらいの達成状況

を確認することができ、自己の実践の改善やその後の計画作成に生かし

ています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園としての自己評価の様式は作成されていますが、様式を用いての取り

組みは今後の予定となっています。自己評価実施後には、自己評価を公

表する予定です。様式を活用し、園としての自己評価を実施することが

望まれます。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 
 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

・クラスの運営の権限をクラスリーダーに委譲するなど、職員ができる限

り自主的な判断ができるよう責任を明確化しています。 

・翌年度の意向調査書で意見を記載する欄を設けるなど、職員からの提案

を募っています。 
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【課題・望まれる点】 

・新任、中堅、指導的立場など職員のステージ別の期待水準を作成中です。

職員のモチベーションを高めるためにも早急に完成させることが期待さ

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。 

・職員心得に守るべき法・規範・倫理などを明文化し、全職員に配布して

います。園長は、他施設での不正、不適切の事案を職員会議で取り上げ、

それらの行為を行わないよう啓発しています。 

・ホームページに事業報告書・収支決算書を掲載しています。 

・「職員心得」に「地球温暖化対策として節電・節水を心がける」旨を明記

しています。また、園だよりに環境問題についての園の考えを掲載して

います。廃材を製作の素材として用いる、裏紙を子どものお絵かきに用

いる、省エネルギーのためこまめに電気を消す、などの取り組みを行っ

ています。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

(1) 保育園の理念や基本方針等につ

いて職員に周知されているか。 

(2) 重要な意思決定にあたり、関係職

員・保護者等から情報・意見を集

めたり説明しているか。 

(3) 主任クラスの職員がスーパーバ

イザーとしての役割を果たして

いるか。 

・運営法人の理念と園の保育目標、保育基本方針を玄関に掲示するほか、

職員心得に明記し全職員に配布するとともに、職員会議やケース会議で

折に触れて説明しています。園長・主任は、日常の保育の中で気になる

事例があったときには、その都度指導し、周知徹底を図っています。園

長は職員との会話の中から職員が理解できているか確認しています。 

・定員を超えての受け入れや職員交代など重要な意思決定について、園長

は、職員および保護者に理由や経過等を十分に説明しています。 

・アレルギー会議には保育士、看護師、栄養士が参加し話し合うなど、安

全管理、衛生管理、食育など日常的に異なる部門の職員が連携して取り

組む体制ができています。 

・主任はフリーの立場で、全クラスに入り職員の業務状況を把握し、職員

個々の能力や経験に合わせて助言や指導を行っています。また、職員が

精神的・肉体的に良好な状態で仕事に取り組めるよう、職員の様子を見

守り、必要に応じて声をかけ相談にのっています。 

 

【さらに望まれる点】 

・スーパーバイズできる主任クラスを計画的に育成するまでには至ってい

ません。 
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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。 

・園長は、県や市、区の各種会議やマスメディア等から、事業運営に影響

のある情報を収集・分析しています。重要な情報は主任・事務で議論し、

重点改善課題として設定しています。改善課題は職員に周知し、話し合

っています。 

・次代の組織運営に備え、運営やサービスプロセスの新たな仕組みについ

て、運営法人の理事会で話し合っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園長は地域の状況等を分析し、今後の運営について中期的な視点で検討

していますが、中長期計画として文書化するまでには至っていません。

明文化することが望まれます。 

・人材育成計画に基づいての幹部職員の育成は、今後の課題となっていま

す。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2014年 12月 9日～12月 24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    

回収率：53.3％（60枚配布、32枚回収） 

 

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

「不満」は、「不満」・「どちらかといえば不満」の回答を合計した数値です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・園の保育目標や保育方針については、81.3％の保護者が「知っている」（「よく知っている」と「まあ知っ

ている」を合計）と答えています。「知っている」と答えた保護者の 92.3％が「賛同できる」（「賛同でき

る」と「まあ賛同できる」を合計）と答えています。 

・項目ごとの設問では、全37問中16問で90％以上の満足度となっています。中でも「費用やきまりに関

する説明」「クラスの活動や遊び」、「給食の献立」「お子さんが給食を楽しんでいるか」「昼寝や休憩につい

て」「お子さんが大切にされているか」「お子さんが保育園生活を楽しんでいるか」の7問が96.9％と高く

なっています。 

・一方、「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」の満足度は62.5％となっていますが、

「その他」の回答が多く、自由意見欄には、「対象者でないのでわからない」という記述が多数あります。 

・比較的不満が多かった項目は「子どもが戸外遊びを十分にしているか」の 18.7％、「年間の保育や行事に

ついての説明」「年間の保育や行事に保護者の意見が活かされているか」「園の行事の時間帯や開催日への配

慮について」の15.6％です。 

・総合的な満足度では96.9％の高い満足度となっていて、ほとんどの保護者が園の取り組みに満足している

ことがうかがわれます。 

・自由意見欄には、「優しい先生ばかりで安心して子どもを預けることができる」「子どもたちを大切にしてく

ださり感謝しています」など感謝の声が多数寄せられています。反面、「子ども一人一人に対しての情報が

ほしい」「行事についての保護者の提案にきちんとした回答がほしい」「可能な限り散歩に連れ出してほしい」

などの意見があります。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度では、問 3 以外は全て 90％以上となっていて、中でも、「職員の対応について」が

97.8％、「生活」が96.2％と高くなっています。一方「年間の計画」は82.7％となっています。 



■ 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

12.5%

まあ知っている

68.8%

どちらとも

⾔えない

9.4%

あまり知らない

9.4%

賛同できる

53.8%

まあ

賛同できる

38.5%

どちらとも

⾔えない

3.8%

あまり賛同

できない

3.8%
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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 71.9 18.8 3.1 0.0 6.3 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

65.6 25.0 6.3 0.0 3.1 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 50.0 34.4 9.4 0.0 6.3 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

71.9 18.8 6.3 0.0 3.1 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

65.6 28.1 3.1 0.0 3.1 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）

62.5 34.4 3.1 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 34.4 46.9 15.6 0.0 3.1 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 43.8 12.5 3.1 15.6 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）

62.5 34.4 0.0 0.0 0.0 3.1

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

50.0 28.1 15.6 3.1 0.0 3.1

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）

54.8 32.3 6.5 0.0 3.2 3.2

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

34.4 50.0 6.3 3.1 3.1 3.1

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

56.3 31.3 3.1 0.0 3.1 6.3

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

40.6 43.8 9.4 3.1 0.0 3.1

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 90.6 6.3 0.0 0.0 0.0 3.1
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

84.4 12.5 0.0 0.0 0.0 3.1

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

71.9 18.8 3.1 0.0 3.1 3.1

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

75.0 21.9 0.0 0.0 0.0 3.1

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

50.0 31.3 3.1 0.0 12.5 3.1

お⼦さんの体調への気配りについては 53.1 37.5 3.1 3.1 0.0 3.1
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

37.5 43.8 6.3 6.3 3.1 3.1

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

21



問５ 快適さや安全対策などについて
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

施設設備については 46.9 31.3 9.4 3.1 6.3 3.1
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 25.0 6.3 0.0 3.1 3.1

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

43.8 43.8 6.3 3.1 0.0 3.1

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

46.9 40.6 9.4 0.0 0.0 3.1

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

37.5 50.0 6.3 0.0 3.1 3.1

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

53.1 37.5 6.3 0.0 0.0 3.1

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

53.1 28.1 15.6 0.0 0.0 3.1

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

40.6 37.5 9.4 6.3 3.1 3.1

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

31.3 46.9 12.5 0.0 6.3 3.1

保護者からの相談事への対応には 34.4 56.3 3.1 0.0 3.1 3.1
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

62.5 31.3 0.0 3.1 0.0 3.1

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

71.9 25.0 0.0 0.0 0.0 3.1

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

75.0 21.9 0.0 0.0 0.0 3.1

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

37.5 25.0 0.0 0.0 31.3 6.3

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

56.3 31.3 3.1 0.0 6.3 3.1

意⾒や要望への対応については 28.1 50.0 6.3 0.0 6.3 9.4

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 53.1%

どちらかと

いえば満⾜

43.8%

無回答

3.1%
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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 67.0 94.6
問３ 年間の計画について 32.6 82.7
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 52.6 91.2
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 69.8 96.2
問５ 快適さや安全対策などについて 53.0 90.0
問６ 園と保護者との連携・交流について 46.9 90.5
問７ 職員の対応について 61.4 97.8

※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
.811
.792
.740
.728
.650

※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
問６：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
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

 中項⽬

設問項⽬
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）
問７：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

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：3月 9日（月曜日）、3月10日（火曜日） 

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・1歳児 

登園した子どもたちは、サークルの中でブロックで遊んだり、保育士のひざの上で絵本を読んでもらって

います。子どもたちがいろいろな遊びをしている中、保育士は子どもの気持ちを引き出しくみ取るような声

かけをしたり、褒めたりしています。 

朝の会では、保育士の電子ピアノの演奏と歌に合わせて、子どもたちもいすに座ったまま手を使いリズム

をとります。保育士と一緒に子どもたちの大きな声と元気いっぱいの様子が見られます。 

観察日は寒かったので、0・1歳児それぞれの保育室の中で遊びました。0歳児は、保育士と一緒にビニ

ールを敷いたテーブルの上で、カラフルな粘土でいろいろな物を作り遊びます。粘土に飽きてくると、身体

を使って滑り台、カラーマット、トンネルで遊び、滑り台では順番の待ち方、座り方、滑り方を覚えていき

ます。                 

1 歳児は、絵がプリントされた台紙にシールを貼りました。子どもが選んだシールや貼り方を見て、保育

士は「すてき」「じょうず」など短い言葉でたくさん褒めています。保育士がかけた曲に合わせ歌って踊り、

十分身体を使ってから保育士が絵本を読み始めると、子どもたちは集中して聞いています。          

食事は、同じ保育室内で別のテーブルに分かれ食べています。0歳児には、保育士が子どもに合わせて食

べやすいようにおかずを細かくしたり、ご飯をまとめたりしています。上手く飲み込めずに器にあたり気持

ちを伝えようとする子どもに、「ゆっくりたべよう」「かみかみしよう」と保育士が声かけします。1歳児は、

保育士から皿の中の食材の名前を教えてもらいます。スープを嫌がる子どもに、「○○は好き？嫌い？食べ

てみる？」と、無理強いはしないながらも少しでも食べられるように声かけをしています。食後には歯磨き

習慣が身につくように、自分の歯ブラシを一度握り、そのあと保育士に歯磨きをしてもらいます。 

排泄については、月齢や子どもの様子に合わせ、一人一人に声かけしながらおむつ交換やトイレトレーニ

ングをしています。0 歳児でも月齢が高い子どもは 1 歳児を見て興味を持ち、トイレに座る子どももいま

す。1歳児も、上の子どもたちがトイレに行く様子を見ているので興味があり、保育士が誘導しトイレトレ

ーニングはスムーズです。 

午睡は、0・1歳児が一緒の保育室でとります。明かりを落とし、カーテンを引いて0歳児が眠り始めた

ころ、静かに1歳児が保育室に入り横になります。1歳児でも0歳児への気遣いが感じられます。 

 

●2・3・4・5歳児 朝の会まで 

登園した子どもたちは、2・3 歳児、4・5 歳児が一緒に過ごします。2・3 歳児は、絵合わせ、大きな

カラービーズの紐通し、洗濯バサミやブロックなどで遊んだり、飛行機を作って飛ばす真似をする子どもも

います。言葉数も豊富になってきた子どもたちが、おもちゃの取り合いをしています。子どもたちだけで解

決できるように、保育士は見守りながらタイミングを見計らい声かけをします。4・5歳児は、テーブルご

とにグループになり、迷路のようなお絵かきや折り紙、ブロックなどで遊んでいます。 

 2 歳児の朝の会は、保育室でホワイトボードを使って日付けや今日の天気の確認をし、カレンダーに印も

付けます。3・4・5歳児の朝の会は、ランチルームに移動して行います。保育士のギターと歌に合わせて、
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子どもたちも大きな声で手話や手振りを付けてとても楽しそうです。だんだん静かな曲になり子どもたちの

気持ちも静まってきたころ、保育士が今日の予定や出席の確認をします。「今日のお誕生日の子どもは誰で

すか」との問いに子どもたちが答え、お誕生日の子どもは前に出てきて、保育士手作りのバッジを貼っても

らいうれしそうです。 

 

●2・3・4・5歳児 午前中の遊びの時間 

 2 歳児は近くの公園に遊びに行きます。斜面をよじ登れる子どもが多く、自分でブランコをこげる子ども

もいます。保育士は子どもができたことを褒め、保育士自身が手本を見せ、ほかの子どもがやりたくなるよ

うに促します。 

3 歳児と 5歳児の公園遊びは、異年齢児でペアになり、5歳児は保育士が言わなくても 3歳児を内側に

して歩き出します。歩くスピードは思いのほか早く、子どもたちは地域の人へのあいさつも忘れずに公園ま

で行きます。サッカーでは保育士が審判役になり、ルールを説明しながら進めています。ブランコ、鉄棒、

砂場、鬼ごっこ、かごめかごめなどのほか、保育士に土俵を書いてもらい相撲を始めるグループがあり、3

歳児と5歳児の取り組みでは、3歳児が勝つように5歳児が譲る場面もあります。 

調査 2日目の4歳児と5歳児の公園遊びは、年齢も近いので準備もスムーズに進み、3歳児と5歳児の

公園遊びより少し遠くの公園を目指します。子どもたちは、保育士から何度も交通ルールに関する声かけを

受けながら、基本を忘れずにまとまって歩いています。保育士は自転車マークを見つけると子どもに説明し

ています。横断歩道で手を上げるときも「私がここにいるよという印だよ」と子どもに分かりやすく話しま

す。自分たちの遊ぶ場所やルールを決め、滑り台、鉄棒、ボール遊びなどに分かれて行きます。保育園から

持参したボールは 1 つです。ドッジボール、サッカー、バスケットボールなど、子どもたちがやりたいこ

とを提案し、子どもたちが自主的に多数決をとり相談し何をするのか決めていました。 

 

●２・３・４・5歳児 昼食 

 2 歳児から 5 歳児はランチルームに移動し、ランチョンマットを敷いて、バイキング形式で食事をしま

す。2歳児はおかずをよそってもらうときに、お礼の言葉も添えて自分の意思を伝えています。ほとんどの

子どもがはしを使い「おいしね」などと会話しながら楽しく食べています。5歳児になると、子どもたちは

汁ものとご飯を置く位置、三角食べ、はしの持ち方もできていて、マナーもわきまえてお互いに注意し合っ

ています。スープを床にこぼしてしまった子どもは、自分で雑巾を取りに行きふいています。 

食後は保育室に戻り、2歳児はいすに座ってみんなで歯磨きをし、保育士に仕上げ磨きをしてもらいます。

5歳児になると鏡を見ながら自分で歯磨きをしています。 

 

●まとめ 

異年齢児保育を実施していることもあり、乳児・幼児ごとの保育内容に合わせて保育室の移動をしていま

す。保育室内や公園では子どもたちが全身を使い遊んでいます。室内遊びでもメリハリがあり、年齢に合わ

せた道具や遊具を使い、自分のやりたいことを自分で選択しています。大切な話を集中して聞ける子どもが

多く、気持ちの切り替えが上手くできています。子どもたちは、歌と踊りが大好きで笑顔で過ごしていまし

た。 
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 事業者コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回第三者評価を受けるにあたり目標としたことは、自己評価を通して職員一人ひと

りが園の保育方針を再確認すること、他部門・他クラスのことをより深く知りどのよう

に連携するかを考えること、そして利用者家族や第三者評価者から園がどのように見え

ていて何が求められているのかを職員全員が共通認識することでした。 

今まで、法人内や施設内の会議、打ち合わせ等だけでは全職員に問題意識が浸透しま

せんでしたが、各々が評価項目に回答することや評価機関の方の分かりやすい説明等、

利用者家族アンケートにより、課題に対して具体的に何ができるかが見えてきて前進す

ることが出来ました。 

新たな目標として整理し、明文化して一つひとつ達成していきたいと思います。 

 

お忙しい中をアンケートにご回答いただきました保護者の皆さま、丁寧に対応してく

ださいました評価機関の皆さま、ありがとうございました。 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-評価で次のステージへ- 

since 2012 
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合同会社 評価市民・ネクスト 

〒231-0003 横浜市中区北仲通 3-33 関内フューチャーセンター153 

Tel: 050-3786-7048 Fax: 045-330-6048 
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