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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 はとの会 鳩の森愛の詩あすなろ保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 4月 27日   （評価に要した期間）10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 全職員がそれぞれ自己評価を記入した。 

② 個々人の自己評価を持ち寄り、2 グループに分かれて、1 項目ずつ

意見交換を行った。その際、園長・主任は両グループに入り、もう

一方のグループの意見も反映させるようフォローした。 

③ 園長・主任が園全体としての自己評価をまとめた。 

実施期間 

2014年 6月～2015年 1月13日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（97 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 16日 

    第 2日：2015年 3月 17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7名、看護師1名、栄養士1名、 

一時保育担当保育士１名、非常勤職員2名にヒアリング。 

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 3月 16日 

    第 2日：2015年 3月 17日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

鳩の森愛の詩あすなろ保育園は、相鉄いずみ野線「弥生台」駅から徒歩約 3 分、小高い丘の上にありま

す。2002 年（平成 14 年）4 月、社会福祉法人はとの会により開設されました。その後、2013 年（平

成25年）4月、分園「ちいさなおうち」が、本園と「弥生台」駅とのほぼ中間地点に開設されています。 

定員は、本園・分園を合わせて 118 名（産休明け～5歳児）、開園時間は、平日 7時から 20時、土曜

日 7時から 18時です。分園は、0歳児クラスの半分と 1歳児クラス、本園は、0歳児クラスの半分と、

2～5歳児の各クラスとなっています。 

本園は、2 階建てで、保育室（7 室）、厨房、事務室、フレッシュルーム、職員休憩室などがあり、園庭

は木に囲まれ、斜面を利用して、階段・吊り橋・登り棒・一本橋などの遊具があります。分園は平屋建てで、

保育室（3室）、厨房、事務室、子育て支援室（ホール）などがあります。 

保育理念は、「鳩の森は、子どもたちを真ん中に、保育者と父母が手をつなぎ合い、支え合い、成長しあ

うことを“共育て、共育ち”と呼んで、日々の暮らしを原点とします」とし、保育目標を、「お互いを認め

合う仲間となろう」「しなやかな身体をつくろう」「感性を豊かにしよう」「共育て共育ちの喜びを大きくし

ていこう」としています。 

なお、社会福祉法人はとの会は、当園のほかに、泉区・瀬谷区で認可保育園を 3 園、キッズクラブ（学

童保育施設）を 2 か所運営していて、法人共通の保育理念・保育目標を踏まえて、職員の心がまえを「鳩

の森愛の詩憲章」としてまとめています。 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは、元気に、さまざまな経験を積みながら、園生活を過ごしています 

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。散歩は、

子どもたちの年齢や発達過程に合わせ、適切な距離としています。散歩先の公園では、かけっこ・リレー・

ブランコ・すべり台・砂場遊びなどのほか、山登りや木登りなど、それぞれ好きなことに熱中しています。

保育士は、「待つ」姿勢を大切にしながら、危険のないように見守っています。必要に応じて、遊び方のア

ドバイスをしたり、保育者自身が子どもと一緒の遊びに入ることで、集団遊びに入ることができない子ども

が自然に仲間に入るきっかけをつくったりしています。また、近隣の「市民の森」に出かけ、菜の花やつく

し、どんぐりなど、季節の草花や木の実に触れたり、せせらぎで、ホタル、カワニナ、カエルなどを見たり

して楽しんでいます。 

室内活動では、一人で落ち着いて絵本を読んだり、数人でブロックや積み木、ままごと遊びをしたりする

時間と、製作・絵描き・歌・太鼓・荒馬踊りをしたりする時間を、保育者は子どもたちの様子を見ながらバ

ランス良く配分しています。また、食育として、年齢や発達過程に合わせ、食器の並べ方の指導、献立の説

明、トウモロコシの皮むきなど食材に触れる体験等を行っているほか、毎月のクッキングの時間を設け、よ

もぎ団子、パン、梅ジュース、月見まんじゅう、味噌づくりなどに取り組んでいます。 

異年齢の子どもが一緒に過ごす時間も多くとっています。特に3･4･5 歳児は、年間の大半を縦割りのク

ラス編成とし、さらにそれぞれのクラスの中で、3～4人ずつの「家族」グループをつくっています。年上

の子どもは、お兄さん・お姉さんの役割を果たし、例えば散歩のとき、歩道上でも年上の子どもが必ず車道

側を歩くなどの習慣を身につけています。 

子どもたちは、元気に遊びながら、さまざまな経験を積んでいます。 
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【2】職員の研修が充実しています 

横浜市などが行う外部研修や、運営法人や園が行う内部研修に多くの職員が参加しています。特に内部研

修は充実していて、同法人が運営する４保育園の全職員を対象として、泊まりがけで行う保育運営方針学習

会のほか、子どもの権利条約・個人情報保護法・危機管理・荒馬踊り等の講習会があります。また、新人職

員・中堅職員などを対象とした階層別研修もあります。さらに、有志による勉強会「臨床心理士との勉強会

（ミントの会）」「保育実践研究・報告会（ＥＴの会）」「俺たち鳩の森保育研究会」があります。 

さまざまな研修で得た知識・技術、実践事例などを踏まえて、職員一人一人が、子どもたちが楽しく過ご

せるよう、日々取り組んでいます。 

 

【3】子育て支援・地域との交流に力を入れています 

地域への子育て支援として、一時保育・交流保育・園庭開放・育児相談・子育て学習会などを行っていま

す。また、月2回「あそぼう会」を近隣の公園や園庭で実施し、親子参加型の運動遊び・お話し会・「作っ

て遊ぼう」・おいも掘り・焼きいもパーティなどを行っています。これには、園の乳児クラスの子どもたち

が参加し、地域の親子と交流することもあります。 

また、地域の高齢者と 5 歳児クラスの子どもたちが交流する「いきいきあすなろ」を開催し、童謡・か

るた遊び・七夕まつり・お手玉・言葉遊びなどを行っています。さらに、子どもたちが地域の作業所を訪れ

て障がいのある人々と交流したり、小規模多機能型居宅介護施設に七夕飾りを持って行き、お年寄りと交流

したりしています。 

 

 

●独自に取り組んでいる点 

【1】卒園児一人一人に「卒園のうた」を贈っています 

卒園に際し、一人一人の子どもに対し「卒園のうた」をつくり、贈っています。入園以来の園生活の様子

やエピソードに基づいて全職員がかかわって作詞し、外部の作曲家に曲をつけてもらっています。全園児が、

日々の保育の中で練習を重ね、卒園式で歌います。職員や保護者なども一緒に歌い、卒園を祝います。 

 

【2】園と「父母の会」が委員会を組織し、協同して活動しています 

「共育て、共育ち」という保育理念を、具体的に実行する組織として、園と「父母の会」が一緒となって

各種実行委員会（「バザー実行委員会」「運動会実行委員会」「おたより実行委員会」「環境整備実行委員会」

「合唱団実行委員会」）を設置しています。例えば、「おたより実行委員会」では、月 1 回発行する「おた

より」の企画・原稿依頼・編集など、「運動会実行員会」では、10 月の運動会と 3 月の卒園式の運営と準

備などを、職員と保護者が協同して行っています。 
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●改善や工夫が望まれる点 

職員の自己啓発の取り組みへの支援 

毎年度はじめの職員会議で、一人一人の職員が、今年の自己目標・抱負などを表明し、年度末には、取り

組みの結果を発表しています。これに対する評価としては、園長・主任がコメントを述べるだけに留まって

いますので、実践の達成度を、保育技術や専門知識習得などの観点から評価するような仕組みが望まれます。

それにより、次年度の目標設定が、前年度の評価・反省を踏まえたものとなり、より効果的な自己啓発の取

り組みになると考えられます。また、人材育成計画の中に、経験・能力や習熟度に応じた役割・専門的知識・

技術レベルなどを明文化すると、職員が自己目標を設定するときの目安ともなり、やる気を起こさせ、モチ

ベーションの維持につながることが考えられます。 

 

●今後の取り組みが期待される点 

マニュアルや文書管理の工夫 

各種業務マニュアルが整備されていますが、制定日や、見直し・改訂の年月日が記載されていないものが

見受けられます。また、2つのマニュアルが同じファイルに綴じられていて、どちらが現時点で最新のもの

であるかが分からないケースもあります。マニュアルの管理方法や見直しの頻度などを検討することが期待

されます。 

また、マニュアルの内容と、規程類や保護者へ配布する書類などの記述に、食い違いがある例が見られま

す。マニュアルや規程類の内容を総合的にチェックし、矛盾がないように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、「鳩の森は、子どもたちを真ん中に、保育者と父母が手をつ

なぎ合い、支え合い、成長しあうことを“共育て、共育ち”と呼んで、

日々の暮らしを原点としています。」とし、保育目標を、「お互いを認め

合う仲間となろう」「しなやかな身体をつくろう」「感性を豊かにしよう」

「共育て共育ちの喜びを大きくしていこう」としています。 

・保育理念や保育目標などを踏まえて、職員の心がまえを、「鳩の森愛の詩

憲章」として明文化し、園内に掲示しています。また、これまでの実践

の結果などを踏まえて、あるべき方向を、「鳩の森愛の詩 保育指針」と

いう冊子にまとめ全職員に周知しています。 

・保育課程は、職員が参加する検討プロジェクトの中で、具体的な子ども

の姿やエピソードなどを参考にしつつ、子どもの最善の利益を第一義に

して作成しています。 

・保育課程に基づき、年齢ごとに、年間指導計画・月間指導計画・週案・

日案を作成しています。 

・職員は、必要なことを子どもが理解できる言葉で伝えるようにしていま

す。特に、お互いを思いやる気持ちや、人は平等であることを丁寧に伝

えるよう努めています。 

・言葉で自分の思いを表せない子どもについては、態度や表情から興味・

関心をくみ取るようにし、言葉で表すことができる子どもからは、丁寧

に聴き取るようにしています。けんかをしたときなどは、聴き取るだけ

ではなく、表情からも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。子どもたちの様子や意見などから、コーナー遊びや道具を設定し

たり、散歩の見直しをしたり、指導計画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

・入園説明会の後に新入園児の保護者と面談しています。必要があれば、

後日、別途面談の日を設けて対応することもあります。入園までの生育
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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。 

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、個人別にファイル

し、職員がいつでも見ることができるようにしています。 

・導入保育（短縮保育）は、個別に対応しています。原則、入園1日目は

1時間の保育とし、そのときの子どもの様子を参考に保護者と話し合い、

以後の日程を決めています。 

・全園児の保護者と、複写式の所定ノートを用いて、毎日連絡を取り合っ

ています。 

・進級時には、できるだけ担任の保育者のうち一人は持ち上がりとなるよ

うにし、子どもが安心して過ごすことができるように配慮しています。

分園の「ちいさなおうち」で１年間過ごしてきた１歳児クラスの子ども

たちに対しては、年度末近くになると、時々本園に来て、２歳児クラス

の部屋や園庭で遊ぶ時間を設け、進級への期待感を持ってもらえるよう

に配慮しています。 

・毎月カリキュラム会議を開き、複数の職員で保育の振り返りや指導計画

の見直しを行っています。指導計画の見直しには、アレルギー食の対応・

トイレットトレーニングなど、保護者の意向・要望を取り入れるように

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、常に清潔に保たれています。

・本園１階および分園には、床暖房設備が設置されています。 

・本園、分園とも沐浴設備・温水シャワー設備があります。 

・どの保育室も、マットや背の低いつい立などを用いてコーナーをつくる

など、小グループでの活動ができるようにしています。 

・本園では、2 階の予備室、分園では一時保育室（ホール）を異年齢児間

交流の場として利用しています。 

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

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。年齢に応じて

個別指導計画書の様式が異なり、発達過程を反映したものとしています。

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。 

・毎月、臨床心理士に来園してもらい、子どもの発達状況を見てアドバイ

スを受け、それを参考に指導計画の見直しを行うほか、子どもの状況に

応じて、月の途中でも柔軟に変更・見直しを行っています。 

・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

談して個別指導計画を作成しています。また、保護者と必要に応じて面

談を行い、発達状況を確認しています。 

・子どもや家庭の個別の状況・要望などは、児童票・個別面談表に記録し、
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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。健康診断表には身長・体重を毎月記録し、成長曲線を作っていま

す。子どもの記録は個人別にファイルし、全職員が見ることができます

が、閲覧は事務室内に限るとしています。 

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。 

・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。個別のケースについて、各クラスのカリキュラム会議で話し合い、

記録しています。適宜、臨床心理士とも相談しています。 

・臨床心理士との勉強会（ミントの会）が月一度開かれ、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最新情報を、職員が学習してい

ます。 

・保護者の同意を得て、横浜市戸塚地域療育センター、泉福祉保健センタ

ー、医療機関などから、助言や情報を得ています。 

・臨床心理士のアドバイスや専門機関からの情報を取り入れ、障がいの特

性を考慮した個別指導計画を立てています。 

・虐待防止マニュアルがあり、定期的に読み合わせをし、全職員が理解で

きるようにしています。 

・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は、西

部児童相談所や泉福祉保健センターに通告・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、意識的に多く声かけするようにしていま

す。また、泉福祉保健センターと情報を共有するよう努めています。 

・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、除去すべき食材な

どを保護者に確認してもらっています。除去食を提供する場合は、専用

トレイを用い、名札を付け、除去された食材名を書いた表を付けていま

す・ 

・食物アレルギーがある子どももない子どもも、同じ給食を食べることが

できるように、水曜日以外は「なかよし給食」として、アレルギー食材

を用いない献立とし、調理の工夫も行っています。 

・文化（言語・表現・食事）や生活習慣、考え方の違いを認め尊重してい

ます。また、世界地図や地球儀などを用いて、世界にはさまざまな人々

が暮らしていて、言葉や文化の違いがあることを子どもたちに伝えてい

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。 

・苦情解決規程を定め、その概要をフローチャート形式で表し、玄関掲示

板に記載しています。 

・玄関に意見箱（提案箱）を設置しているほか、年1回、保護者アンケー
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(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。 

トを行っています。また、「父母の会」役員会で毎月要望を聞いています。

・要望や苦情は、口頭でも受け付けることや、毎日の連絡ノートに記入し

ても良いことを保護者に説明しています。 

・外部の権利擁護機関として、かながわ福祉サービス運営適正化委員会や

横浜市福祉調整委員会があることを、園の玄関掲示板に記載し、保護者

に知らせています。 

・第三者委員を３名定めています。 

 

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。 

・おもちゃや絵本、教材などは子どもの目の高さに合わせて棚に並べられ、子

どもが自分で選んで遊べるようになっています。おもちゃや教材は季節感に

配慮し、子どもの興味・関心に合わせて入れ替えています。子どもの遊びの

様子を見ながら活動の時間を調整していて、子どもたちは、ゆったりとした

時間の中で、一人で落ち着いて絵本を読んだり、数人でブロックや積み木を

したり、おままごとをしたりして遊んでいます。 

・散歩の行き先を子どもたちで話し合って決めたり、給食で食べたスイカの種

をまいてみたいという子どもの声を受けてスイカの栽培をするなど、子ども

の主体性を大切にし、子どものしたい気持ちを活動に取り入れています。 

・保育士は「待つ」姿勢を大切に子どもの遊ぶ様子を見守り、必要に応じて、

遊び方のアドバイスをしたり、自身が一緒に遊ぶことで集団に入れない子ど

もが遊びの中に入れるように働きかけたりしています。 

・園庭でブロッコリー、スイカ、エンドウ豆などの野菜を育て、過程を観察し、

収穫して食べています。また、メダカやカブトムシを飼育しています。 

・園に隣接する「新橋市民の森」は自然が豊かで、菜の花やつくし、ドングリ

など季節の草や木の実を楽しむことができます。近くのせせらぎにはホタル

やカワニナ、カエルなどがいて、子どもたちが触れ合っています。また、お

月見をしたり、夕焼けを見たりする時間を作り、季節の変化を身体で感じら

れるようにしています。 

・歌や太鼓、荒馬踊りなど子どもの年齢や発達に合わせて自由に表現できる活

動を取り入れています。観察時にも、幼児が保育士のピアノに合わせ、大き

な声で歌ったり、乳児が保育士と歌に合わせて手遊びを楽しむ姿を見ること

ができました。 

・幼児の保育室には、クレヨン、シール、絞り染めの材料などが引き出しに豊

富に用意されていて、子どもが自由に取り出して表現できるようになってい

ます。子どもたちは段ボールなどを利用し、自分たちで相談して大きな作品

を作っています。 
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・子ども同士のけんか等については、子ども同士で解決できるように、見守る

ことを大切にしています。子ども同士で解決できない場合には、保育士は間

に入ってお互いの気持ちを代弁し、子どもが落ち着いて相手のことが理解で

きるように働きかけています。 

・3・4・5 歳児では、異年齢でグループ活動を行うなど、異年齢児保育を実

践しています。また、さまざまな異年齢の組み合わせで散歩に出かけていま

す。5歳児は、午睡後に 0・1・2歳児クラスに手伝いに行き、おやつを一

緒に食べるなどの交流をしています。 

・晴れていれば毎日、園庭で遊んだり、散歩に出かけたりしています。子ども

の年齢や発達に合わせ、距離のある散歩にも出かけています。園庭には登り

棒やつり橋、ロッククライミング用の遊具等が設置されているほか、平均台

やはしご、跳び箱などの遊具を用いてテラスで身体を動かす機会を作ってい

ます。子どもたちは思いっきり走り回り、うんていや鉄棒、木登りを楽しみ、

遊びながら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。 

・食事は、子どもに食べる量を確認しながら配膳しています。子どもが苦手な

食材に関しては、保育士は少しでも食べてみるように働きかけていますが、

食べることを強制することはありません。保育士は、「おいしいね」「すご

いね」「上手」など、子どもが自分から食べる気持ちになるような声かけを

しています。 

・幼児は、当番が盛り付けや配膳をしています。また、当番がお米をといでい

ます。指導計画に沿って、年齢や発達に合わせ、食器の並べ方、献立の説明、

トウモロコシの皮むき等食材に触れる体験、などの食育を実施しています。

毎月、ヨモギ団子、パン、梅ジュース、月見まんじゅう、みそ作りなどのク

ッキングを行っています。 

・旬の食材を取り入れた、1汁2菜の和食を中心とした献立となっていて、お

やつも手作りです。鯉のぼり寿司、七草がゆ、節分恵方巻、「運動会元気モ

リモリバーガー」、「かたつむりケーキ」など、季節の行事食を子どもが楽

しめるよう工夫しています。 

・水曜日以外は「なかよし給食」として、食物アレルギーのある子どもでもほ

かの子どもと同じものを食べられる食事を提供しています。卵や乳製品を用

いないため、調理方法を工夫するだけでなく、栄養価を満たすよう配慮し、

例えばカルシウムを補うために高野豆腐をフライの衣に混ぜるなどの工夫

をしています。 

・食事のときには、栄養士は保育室を回り、子どもたちの食事の様子を見て、

子どもから感想を直接聞いています。クラス日誌に保育士が子どもたちの食

事の様子を記載するとともに、給食日誌に栄養士が残食を記録し、子どもの

喫食状況を把握しています。把握した情報は、毎月の給食会議で振り返り、

献立や調理の工夫に反映させています。 

・献立表を作成するとともに、毎月給食室だよりを発行し、保護者に情報提供
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をしています。また、ブログにその日の献立とレシピを掲載しています。保

育参加の際には、保護者が給食を試食することができます。0歳児の懇談会

では、離乳食を試食できます。 

・午睡の時間、眠れない子どもは、保育士と静かに過ごすなどしています。0

歳児は眠くなった子どもから順に寝に行くなど、子どものペースを大切にし

ています。年長児は運動会の後、就学に向けての準備として、子どもの様子

や状況に合わせ、家庭と連携しながら、午睡を減らしています。 

・懇談会や個別面談でトイレットトレーニングについての園の方針を説明して

保護者の意向を確認し、連携しています。排泄の間隔があき、子どもがトイ

レに座る意欲が出てきたときに、保護者に声をかけて意向を確認し、保護者

と連携してトイレットトレーニングを開始しています。 

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。 

・子どもの健康管理に関するマニュアルがあり、それに基づき一人一人の健康

状態を把握しています。登園時には子どもの健康状態について保護者に確認

し、職員間で共有しています。保育園で体調が悪くなった場合には、電話で

保護者に連絡し、別室で様子を見ています。また、降園時に保護者に説明し

ています。 

・児童健康台帳に健康診断、歯科健診の記録があります。年2回の内科健診の

前に、健康診断票を用いて保護者にアンケートを取り、既往症、相談したい

こと等を記載してもらい、嘱託医の指導を受けています。内科健診の結果は、

身長・体重などとともに、健康診断票に記載し、保護者に伝えています。 

・感染症等への対応に関するマニュアルがあります。「保育園生活のしおり」

に登園停止基準や感染症等の疑いが生じた場合の対応を記載し、保護者に周

知しています。園内で感染症が発生した場合には、速やかに一斉メールで保

護者に情報提供し、連携しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生管理に関するマニュアルがあり、年1回、運営法人の看護師会で見直し

を行っています。マニュアルの見直し後には、看護師が職員会議で職員に周

知しています。また、ノロウィルスの処理法などについてワークショップ形

式の研修を行い、周知しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(6) 事故や怪我の発生時および事後

の対応体制が確立しているか。 

(7) 外部からの侵入に対する対応策

が整備されているか。 

・「事故防止と安全対策マニュアル」は事故や災害に適切に対応していて、事

務室に置かれ、全職員がいつでも見ることができます。毎月、地震や火災を

想定した避難訓練を実施しています。 

・全職員が救命救急法の研修を受けています。 

・子どものケガについては、軽傷であっても昼のミーティング（14 時会）で

共有し、保護者に確実に連絡できるようにしています。保護者に対しては、

必ず口頭で説明しています。また、園日誌や事故報告書に記載し、職員会議



11 
 

で再発防止の改善策について話し合っています。 

・出入り口を電子施錠するとともに、防犯カメラを設置し、事務室で監視して

います。また、緊急時に備え、民間の警備会社とも契約しています。不審者

対応訓練も実施しています。 

 

【さらに望まれる点】 

・医療機関を受診するまでに至らなかった軽度のケガについては、園日誌に記

載し昼のミーティングで共有しているものの、報告書に記載することは行っ

ていません。軽度のケガであってもケガとしてまとめて記録し、改善のため

のデータとして活用することが期待されます。 

・ケガにまで至らなかった危険な事例や安全面に関する保育士の気づきなど

を、ヒヤリハット報告としてまとめて記録してデータ化し、安全面での見直

しに生かすことが期待されます。 

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。 

・年度はじめの職員会議で、子どもの権利条約について全職員で学習し、子ど

もの人権の尊重について確認しています。また、「鳩の森愛の詩憲章」に職

員があるべき姿を明記し、園内に掲示し、職員がいつでも立ち戻れるように

しています。職員会議で「鳩の森愛の詩憲章」の読み合わせを行うとともに、

園長は個人面談でも確認しています。保育士は穏やかにゆったりと子どもに

接し、子どもの目線に合わせ分かりやすい言葉で話しかけて、子どもの声を

引き出し、子どもの思いを受け止めています。 

・園内のあちこちに子どもが入りこめるスペースがあり、友達や保育士の視線

を意識せずに過ごすことができます。必要に応じて、フレッシュルームや事

務室など、子どものプライバシーを守れる場所を用意することができます。

・個人情報の取り扱いについてガイドラインがあり、全職員に周知しています。

年度はじめに個人情報保護法についての学習会を実施し、全職員に周知して

います。保護者に対しては、入園時の個人面談と年度はじめの「父母の会」

で個人情報の取り扱いについて説明しています。 

・色紙は好きな色を子どもに選ばせる、名簿は入所順にするなど、性別による

区分けはしていません。無意識に性差による固定観念で保育をしていないか

保育士同士で言い合える雰囲気があり、気になる事例があった場合には、職

員会議などで話し合う体制ができています。 

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。 

・園のしおり、パンフレット、ホームページに保育の基本方針を明記するとと

もに、入園説明会や年度はじめの懇談会で説明しています。年度末に保護者

アンケートを行い、保育の基本方針が理解されているか確認しています。 

・登降園時には、保育士は保護者と会話するように努め、その日の子どもの様

子や健康状態を伝え合っています。全園児について、毎日連絡ノートを用い

て保護者と情報交換をしています。2歳児と4歳児の保護者と個人面談を実
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(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。 

施していて、その他のクラスも希望があればいつでも個人面談に応じてい

て、その旨を保護者に説明しています。また、年 2 回クラス懇談会、年 1

回父親向けの「お父さん懇談会」を実施しています。 

・保護者からの相談は、事務室やフレッシュルームなど、相談内容などを人に

聞かれないで落ち着いて相談できる場所を用意することができます。相談を

受けた職員が、相談内容と対応内容を昼のミーティングなどで報告し、職員

間で共有しています。相談内容は記録し個人ファイルに保管し、継続的なフ

ォローができるようにしています。 

・「父母の会」と職員が参加する「おたより実行委員会」が、毎月「おたより」

を発行しています。「おたより」にはクラスだより、ほけんだより、給食室

だより、月の歌などを掲載し、情報提供しています。 

・随時、写真入りでその日の活動の様子を掲示したり、クラスの様子を「ミニ

ミニだより」として保護者に配布し、情報提供しています。また、日々の保

育の中での子どもの様子を写真に撮り、全園児の個人アルバムを作り、年度

末に保護者に贈っています。 

・保育参加をいつでも受け入れていて、その旨を「保育園生活のしおり」に明

記し、保護者に周知しています。保育参加の際には、給食の試食もできます。

・保護者が園の様子を理解できるよう、親子遠足、春のこども祭り、サマーフ

ェスティバル、運動会、クリスマス会等、保護者が参加できる行事を多く設

けています。 

・「父母の会」の活動が盛んで、おたより、環境整備、運動会等の実行委員会

があり、職員も参加し一緒に活動していて、行事にも協力しています。また、

大山登山、スキー合宿など「父母の会」主催の行事や、父母の有志による活

動も行われています。 

 

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。 

・自治会やホタルを守る会等の地域活動、地域のお年寄りと5歳児が交流する

「いきいきあすなろ」、地域の子育て家庭向けの「あそぼう会」などでの地

域住民との交流を通し、施設に対する要望を把握しています。また、泉区園

長会、幼保小連携会議、地区社協拡大実行委員会、地域の子育て支援サーク

ル、幼稚園、保育園による子育て支援ネットワーク連絡会等に参加し、情報

交換しています。 

・一時保育、交流保育、園庭開放を実施するとともに、地域の子育て家庭向け

に毎月2回「あそぼう会」を開催し、近隣の公園や園庭で親子参加型の運動

遊び、お話会、「作って遊ぼう」、水遊び、おイモ掘り、焼き芋パーティな

どを実施しています。「あそぼう会」には、乳児クラスの子どもたちが参加
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し、地域の親子と交流することもあります。また、理事長による子育て学習

会「鳩の森セミナー」や、区の保健師を講師に招いて「歯の学習会」を地域

住民に向けて開催しています。 

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。 

・鳩の森愛の詩保育園と一緒に、地域向けに新聞「鳩の森っ子」を 2000 部

発行し、地域2町内会にポスティングで配布しています。また、子育て学習

会や「歯の学習会」、春のこども祭りのポスターを地域の掲示板に掲示する

などし、地域に情報提供しています。 

・相談内容に応じて必要な関係機関のリストがあり、事務室に保管し職員は必

要に応じて利用することができます。関係機関の窓口は園長・主任で、日常

的な連携ができています。 

 

【さらに望まれる点】 

・地域住民からの育児相談にいつでも対応しています。ただし、掲示板に掲示

するなど、園としてその旨を地域に向けてより明確に発信することが望まれ

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。 

・春のこども祭りに地域住民を招待しています。 

・町内会主催のお祭りに「はとのもりまんじゅう」を職員と保護者が手作りし、

出店しています。 

・幼保小連携会議に参加し、5歳児が小学校1年生や近隣の保育園児と交流し

たり、小学校教諭の保育実習を受け入れたり、地域の夏祭りで職員が交流し

たりしています。また、小中高等学校の児童・生徒からの職業インタビュー、

職業体験を受け入れています。 

・散歩などの園外活動では、保育士と子どもたちは、積極的に地域住民とあい

さつを交わして交流しています。 

・地域の高齢者と 5 歳児が交流する集い「いきいきあすなろ」を月 2 回開催

し、地域のお年寄りやグループホームの入居者と交流しています。また、子

どもたちは、近隣の地域作業所のお餅つきで障がい者と交流したり、小規模

多機能型居宅介護に七夕飾りを持って行きお年寄りと交流したりしていま

す。 

・地域行事の「泉区民ふれあい祭り」で子どもたちが荒馬踊りを披露していま

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。 

・パンフレット、ホームページで園の情報を提供するほか、横浜市のホームペ

ージ「ヨコハマはぴねすぽっと」や、地域の情報紙にも園の情報を掲載して

います。 

・利用希望者の問い合わせや見学希望にはいつでも応じ、園長・主任がパンフ

レットを用い、園の基本方針やサービス内容などについて説明しています。

園見学の希望には見学者の都合に合わせ、日程を調整しています。 

Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

(1) ボランティアの受け入れや育成

を積極的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・ボランティアおよび実習生受け入れマニュアルがあり、それに基づきオリエ

ンテーションで園の方針、利用者への配慮、個人情報保護などについて説明

しています。 

・受け入れにあたり、昼のミーティング（14 時会）や職員会議で職員に説明

するとともに、保護者には顔写真付きで掲示し理解を促しています。 

・中学生のサマーボランティア、体験学習を受け入れていて、最後に感想を聞

いています。 

・実習生を積極的に受け入れていて、実習生の希望に沿って、プログラムを工

夫しています。実習の担当は主任で、日々の実習内容は担任やリーダーと話

し合いを持ち、最終日には振り返りを行っています。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・人材育成計画として、今年度（2014年度）は、新人職員、中堅職員（入

職8年目～10年目）、非常勤職員に対する研修を重点的に行うことを定

めています。 

・内部研修として、「臨床心理士との勉強会（ミントの会）」「保育実践研究・

報告会（ＥＴの会）」「俺たち鳩の森の保育研究会」などが開かれ、希望

する職員が参加しています。 

・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。 

・研修を受けた職員は、研修報告書を作成して職員会議で報告し、情報を

全職員が共有できるようにしています。 

・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。 

 

【さらに望まれる点】 

・職員一人一人が、年度はじめの職員会議で、今年の目標・抱負などを表明し、
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年度末に取り組みの結果を発表していますが、さらに、園長・主任が目標の

達成度を評価する方式を導入することが期待されます。 

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。 

・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、ど

のように対応できるかなどを話し合っています。 

・内部研修のために招聘した講師から、保育の技術の評価・指導を受けて

います。 

・職員一人一人が、保育への取り組みなどについて、所定の項目に従って、

年２回自己評価を行っています。その結果に基づき、職員は園長と面談

し、次の保育への取り組みに生かしています。 

・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。 

・職員の自己評価の結果を踏まえ、保育内容の見直しや、人員配置の見直

しをしています。 

・園全体の自己評価は、年度はじめの事業計画書で掲げた項目に沿って行

い、年度末の事業報告書に記載しています。 

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、保護

者との会話の中で重要なことがあったときは、園長に報告するよう指導

しています。園内の各種委員会の実行委員などを担当させることで、職

員一人一人のモチベーションの維持・資質向上につなげています。 

・園長は、年2回職員一人一人と面談し、満足度・要望などを把握してい

ます。その際に、業務改善などの提案を積極的に受けています。また、

日常の業務の中でも、気づいたことがあれば、いつでも改善提案したり、

意見を述べたりすることができます。 

 

【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。 

・就業規則中に、服務規律として職員が守るべき項目を掲げています。ま

た、職員会議などで随時、倫理などについて話し合っています。 

・事業報告書を「父母の会」役員会で説明しているほか、運営法人の事業
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(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。 

報告書・決算報告書などを運営法人ホームページに載せています。 

・ゴミの分別回収を行っています。牛乳パックや空き箱・ダンボールなど

を製作の素材として利用したり、ペットボトルキャップの回収運動に協

力したりしています。また、泉区役所の担当者に来園してもらい、子ど

もたちがゴミの分別やリサイクルなどについて学ぶ機会を設けていま

す。また、使っていない部屋の電灯をこまめに消すようにしています。

さらに夏は、ゴーヤーなどを栽培し、緑のカーテンをつくっています。

 

【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。 

・保育理念・保育目標を園の玄関に掲示しているほか、保育理念・保育目

標を踏まえ、職員の心がまえをまとめた「鳩の森愛の詩憲章」も掲示し

ています。 

・保育理念・保育目標などについて、職員会議などで随時説明しています。

・月１回開催される「父母の会」役員会に園長が同席し、意見交換してい

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。保護者には、「父母の会」を通じて報告してい

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います。職員には、報告・連絡・相談を心がけ

るよう指導しています。また、クラス会議に出席し、クラスの課題など

を把握しています。 

・主任が勤務シフトを作成しています。その際、個々の職員の年休の希望

や家庭の事情などを考慮し、職員が精神的・肉体的に良好な状態で業務

に取り組めるように配慮しています。 

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。 

・事業運営に影響のある情報は、主として理事長から伝えられます。 

・重要な情報については、運営法人内各園の園長・副園長・主任・給食室

リーダーが定期的に集まる運営会議で議論・検討しています。 

・運営法人として、中長期計画を作成しています。 

・子ども・子育て支援新制度への対応を進めています。また、今後の子ど

もの減少を踏まえて、法人として新たなサービスの方向性などを検討し

ています。 

・運営に関し、社会保険労務士・税理士の助言を受けています。 
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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    

53.6% （97枚配付、52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、94％です。（「満足」63％、「どちらかといえば満足」31％） 

 

・問 1「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、94％の保護者が「よく知っている」

「まあ知っている」と答え、そのうちの 96％の保護者が、「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、次の4つの項目が、

100％の満足度を得ています。 

  ・「子どもが戸外遊びを十分しているか」 ・「自然に触れたり地域に関わるなどの園外活動」 

  ・「遊びを通して友だちや保育者との関わりが十分もてているか」 ・「子どもが給食を楽しんでいるか」 

 

・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順に挙げる

と、 次の項目です。 

① 「外部からの不審者侵入を防ぐ対策について」（23％） 

② 「年間の保育や行事についての説明」  （19％）※同率で3項目 

「年間の保育や行事に保護者の要望が活かされているか」 

   「園の行事の開催日や時間帯への配慮について」 

 

・自由記述欄などには、“子どもが楽しんで園へ通っている”“職員がいつも熱心に保育に向き合ってくれてい

る”などの声があります。一方、“園入口の門、簡単に入れてしまうときがある”“行事などで父母の負担が

多いと感じることがある”“など、さまざまな要望や意見があります。 



■ 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

42.3%

まあ知っている

51.9%

あまり

知らない

3.8%

まったく

知らない

1.9%

賛同できる

71.4%

まあ

賛同できる

24.5%

どちらとも

⾔えない

4.1%
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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 78.8 11.5 1.9 0.0 3.8 3.8
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

61.5 28.8 1.9 1.9 1.9 3.8

園の⽬標や⽅針についての説明には 61.5 28.8 3.8 0.0 1.9 3.8
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

71.2 21.2 1.9 0.0 1.9 3.8

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

67.3 25.0 3.8 0.0 0.0 3.8

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）

55.8 28.8 9.6 0.0 1.9 3.8

（%）

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 32.7 44.2 13.5 5.8 1.9 1.9
年間の保育や⾏事に、保護者の要望が
活かされているかについては

32.7 36.5 15.4 3.8 7.7 3.8

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）

78.4 19.6 2.0 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

82.7 17.3 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）

59.6 36.5 1.9 0.0 1.9 0.0

⾃然に触れたり地域に関わるなどの、
園外活動については

90.4 9.6 0.0 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

78.8 21.2 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

69.2 28.8 1.9 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 80.8 15.4 3.8 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

84.6 15.4 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

63.5 26.9 5.8 0.0 3.8 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

67.3 30.8 0.0 1.9 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

55.8 23.1 3.8 1.9 11.5 3.8

お⼦さんの体調への気配りについては 63.5 32.7 1.9 1.9 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

73.1 17.3 3.8 1.9 1.9 1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

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 38.5 3.8 0.0 5.8 1.9
お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰囲気
になっているかについては

67.3 30.8 0.0 0.0 0.0 1.9

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

26.9 46.2 17.3 5.8 1.9 1.9

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

53.8 38.5 1.9 1.9 1.9 1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

施設設備については

お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰

囲気になっているかについては

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策

については

感染症の発⽣状況や注意事項など

の情報提供については
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問６ 園と保護者との連携・交流について
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによる話
し合いの機会については

50.0 40.4 1.9 3.8 1.9 1.9

園だよりや掲⽰による、園の様⼦や⾏
事に関する情報提供については

57.7 30.8 3.8 1.9 3.8 1.9

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

40.4 34.6 11.5 7.7 1.9 3.8

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

42.3 44.2 3.8 5.8 1.9 1.9

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

44.2 50.0 3.8 0.0 0.0 1.9

保護者からの相談事への対応には 44.2 44.2 3.8 3.8 1.9 1.9
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

71.2 19.2 1.9 1.9 3.8 1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

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

75.0 21.2 1.9 1.9 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

78.8 19.2 1.9 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

71.2 19.2 0.0 0.0 7.7 1.9

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

61.5 34.6 1.9 0.0 1.9 0.0

意⾒や要望への対応については 46.2 44.2 3.8 5.8 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 63.5%

どちらかと

いえば満⾜

30.8%

どちらかと

いえば不満

1.9% 無回答

3.8%
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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 70.1 95.6
問３ 年間の計画について 35.5 79.2
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 76.7 99.0
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 72.0 96.0
問５ 快適さや安全対策などについて 51.7 92.0
問６ 園と保護者との連携・交流について 52.4 91.6
問７ 職員の対応について 68.3 96.5

※各中項⽬は、2〜7つの⼩項⽬によって構成されており、各⼩項⽬の満⾜度割合から平均値を算出した。

※ここでの「満⾜度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項⽬（相関分析）】

相関係数
.774
.724
.701
.651
.651

※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４：お⼦さんの体調への気配りについては
問３：年間の保育や⾏事についての説明には
問７：意⾒や要望への対応については

 中項⽬

設問項⽬
問６：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
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

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

25



26 
 

 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：3月 16日（月曜日）、3月17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 歳児クラス 

 朝のおやつが終わると散歩に行きます。保育士に見守られ、それぞれのペースで坂を登っていきます。保

育士に声をかけられ、小さな花を探したり、松ぼっくりを拾ったり、菜の花や梅の花、トラック、ショベル

カーと目に入る物一つずつに興味を持ちます。子どもたちは、興味があるものにひかれて、前に行ったり後

ろに行ったりしながら、保育士に声をかけられ前に進んでいきます。途中にあるベンチを石でたたいて音を

出したり、落ちているドングリを拾いながら「ドングリころころ」と歌ったり、それぞれのペースで散歩を

楽しんでいます。 

 おむつ替えや着替えは保育士と一対一でゆっくりと会話しながら行います。自分で着替えたい子どもは、

保育士に服を並べてもらい、自分で着替えます。うまくいかずに上着の腕に足を突っ込んだりしていますが、

自分で着替えようと頑張ります。最後は保育士に自分でできるように少し手助けしてもらい、自分で着るこ

とができました。食事は個々の子どもに合わせ、スティックや小さなおにぎり、小さく刻むなどさまざまな

形になっています。子どもたちは、手づかみやスプーンで自分で食べます。保育士に手伝ってもらう子ども

もいます。  

 一人一人のペースに合わせ、ゆったりと対応してもらい、子どもたちは落ち着いて過ごしています。 

 

●1歳児クラス 

 朝の会では、2つのグループに分かれ、保育士に絵本を読んでもらいます。絵本を読む保育士の声は静か

ですが、子どもたちは集中して聞いています。保育士のひざに座っている子どももいます。 

 布製の袋を首から下げ、散歩に出かけます。子どもたちは石や葉っぱ、ドングリ、松ぼっくりなど興味が

あるものを拾い、袋に入れます。森の中の暗闇をのぞきこみ、「お化けがいた」「オオカミがいた」「ねんね

しているよ」などと会話をしています。フキの葉っぱを見つけると保育士に頼んでとってもらいます。フキ

の葉っぱで道を掃く子ども、傘に見立てる子ども、絵を描く子どもとそれぞれです。一人が転ぶと、みんな

が近づき「大丈夫」「なんで泣いているの」「どうやって転んだの」と質問し、助けようとします。 

 園に帰ると順番にトイレに行き、着替えます。保育士に声をかけられ、トイレに座る子どももいます。着

替えの服は自分で引き出しから選んで出します。自分で出さない子どもには保育士が手伝い、服の組み合わ

せを子どもに確認します。子どもたちは、保育士に手伝ってもらい、一人で服を脱いだり、ズボンをはいた

りします。着替えを待っている間、ブロックで遊んでいる子どももいます。ブロックを線路に見立てて走ら

せる、マイクにしてみんなの名前を聞いて回る、長くつなげ魚釣りの真似をする、人形を二つ並べてお雛様

とお内裏様とし、ひな祭りの歌を歌うなどそれぞれが自由な発想で遊んでいます。お雛様を作った子どもが

ひな祭りの歌を歌うとみんなもそれに合わせて歌いました。 

 

●2歳児クラス 

手遊びの後、絵本を読んでもらい、朝のおやつとなります。保育士から一人一人がせんべいを手渡して

もらい食べた後、子どもたちは自分で脇のテーブルに牛乳の入ったコップを取りに行き飲みます。 

観察日 2日目は 4歳児と散歩に行きました。車道側を 4 歳児が歩き、2歳児が内側を歩きます。道を

渡って向きが変わると自然に場所を入れ替え、必ず4歳児が2歳児をガードします。公園の広場につくと
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ブランコ、滑り台、山登りなど好きな遊びを始めます。山登りは、かなりきつい傾斜ですが頑張ります。

途中でドングリや枯れ枝を集める子どももいます。下るのは大変で、土にお尻をつけながら滑り降りる子

どももいます。地面に子どもが円を描くと、すもうが始まります。保育士が参加すると、4 人が一斉に取

り組み、みんなで一緒に力を合わせて土俵の外に押し出します。同じ年齢の取り組みだけでなく、4 歳児

との取り組みもあり楽しみます。 

園に戻ると、服を脱いで、トイレ・手洗いをします。脱ぐのは、保育士に手伝ってもらいますが、シャ

ツやズボンは自分で着ます。食事は、ご飯、おかず、スープなどを保育士が配り、用意ができたテーブル

から食べ始めます。ほとんどの子どもがはしを使うことができます。食べるのがゆっくりな子どももいま

すが、急かされることもなく、自分のペースで食べていました。 

 

●3・4・5歳児クラス 

10月からは、3・4・5歳児は、異年齢の3グループに分かれ活動しています。それぞれのグループは、

さらに5～6組の異年齢の小グループ（家族）に分かれています。年齢ごとの活動をする日もあります。 

朝の「歌おう会」は3・4・5歳児全員で行います。子どもたちも保育士も全員が姿勢よく立ち、口を大

きく開けて歌います。保育士が 5 歳児にリクエスト曲を聞くと、一人の子どもが卒園の歌（一人一人の子

どもの歌）をリクエストします。全員でその子どもの歌を歌います。その後に何曲か歌います。子どもたち

は歌詞をよく覚えていて、元気よく歌っています。 

観察日1日目は4・5歳児で散歩に行きました。公園では、「リレーゲーム」をしました。保育士がルー

ルを説明した後、3 組に分かれますが、各組の人数がばらばらです。保育士は、「どうしたら良い？」と、

子どもたち同士で、解決案を出すように促します。しばらく子どもたちで話し合った後、人数調整をしたり、

足りない組は誰かが 2 回走る、などが決まります。2 回ほどリレーをした後、自由遊びに移ります。ブラ

ンコ・すべり台・つり橋・鉄棒など、子どもたちは好きなことをして遊びます。保育士に、隅の大きな木に

綱を巻きつけてもらい、大縄跳びを始める子どもたちもいます。 

2日目の3・5歳児の散歩では、3歳児は、保育士も入り、公園の斜面を使ってかくれんぼをして遊びま

した。斜面の上から見ると全員の姿が見えますが、子どもたちは真剣に木の陰に隠れます。隠れている間も、

小さな花や木の実などに興味を示します。だんだんと自然遊びの方が楽しくなり、最後は木の葉のシャワー

となりました。 

食事は、当番が配膳します。各テーブルでは、子どもたちはランチョンマットを持ち出してきて敷きます。

保育士が、味噌汁用のお椀と湯呑み茶碗を配り、湯呑みには、当番がお茶を注ぎます。配膳台では、当番が

お釜からご飯を盛りつけ、おかずを皿に取り分けます。ご飯は当番がお米をといだものです。保育士がテー

ブルを回って味噌汁を注ぎ、そろったテーブルから、「いただきます」で食べ始めます。子どもたちは、お

しゃべりをしながら楽しく食事をします。お代わりをする子どももいます。食べ終わった子どもは、食器を

片付けた後、歯磨きをします。 

5歳児は、食後に廊下でぞうきんがけをします。水を跳ね飛ばしながらも、自分たちでぞうきんを絞りま

す。子どもたちは、2 階だけでなく、階段や 1 階廊下、玄関までふいていきます。午睡の時間になります

が、5歳児は午睡がないので別室に移ります。縄跳びの縄を編む子ども、友達とおしゃべりしながら絵を描

く子ども、ブロックを楽しむ子ども、数人で相談しながら大きな段ボールの家を作る子どもと、それぞれが

好きなことをして過ごしていました。 

 

●まとめ 

 保育士の見守りのもと、子どもたちは自分を表現し、のびのびと遊びこんでいます。異年齢でのかかわり

も多く、自然に年上の子どもは年下の子どもを守り、遊具を譲ったり、遊び方を説明したりし、年下の子ど

もは年上の子どもに甘え、真似しています。豊かな自然環境に恵まれ、子どもたちは身体を鍛えるだけでな

く、自然の営みに触れ、想像力を広げています。 
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 事業者コメント  

 

 

 今回で３回目の受審となりました。その年その年の子どもたち、保護者の皆さん、そして職員集団が

心を通わせ日々の保育活動をどう展開していくか？日常は目の前の事で精いっぱいではありますが、第

三者評価を受審することによって、改めて気づかされることが毎回あります。今回も、どうしてこうし

たことが大切なのか？日々の生活一つひとつを、正規職員、非常勤職員共に全職員で再確認出来たこと

は、これからの保育活動への大きな財産となりました。保護者の皆さんからのアンケートでは、総合満

足度 94％を頂き大変うれしく感じていますが、これも日頃から保護者の皆さんのお力添えを頂いての

事ですので、改めて保護者の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。合同会社 評価市民 ネクストの皆

さんにご指導頂いたことを職員集団でまた話し合いを持ち子どもたちにとっても、大人たちにとっても

より良い保育園となるように努力していきたいです。ありがとうございました。 

                              園長 林 和恵 

 

 

私たちが大事にしている子どもの声を聞き「待つ」保育を評価の中でも特徴としていただき、異年齢

保育も同様に評価して頂きました。どちらの保育内容も職員の中で、まだまだ学びを深めていきたいと

思っているところなので、優れた特徴として、より充実した保育内容になっていくように努力していき

たいと思いました。 

自分たちが行ってきた事を記録として残していくことの大切さも改めて見直していき、職員同士が誰

でも記録からまた伝えあいから保育を共有していけるようにしたいです。 

                           主任保育士 山田 あき 

 

 

子育て支援としては、地域で子育てしている保護者の皆さんとも子育ての楽しさを共感できるように

「あそぼう会」を開催したり、「一時保育預かり」を利用していただく中でお母さん一人だけで奮闘す

るのではなく子育てを少しでも軽減できるようにお手伝いしていきたいと改めて感じました。 

また「育児相談」を行っていることも地域に積極的にお伝えしていき、これからも地域の子育て拠点

となれるよう努力を重ねていきたいです。 

                           地域支援担当 三橋 美奈子 
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