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【評価実施概要】 

 

事業所名 特定非営利活動法人 きずなの会 つばさ保育園 

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）9か月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 評価機関より説明を受けた後、各職員が自己評価票に記入した。 

② 各職員の自己評価とコメントを集計し、園長・主任・クラスリーダ

ーで検討し、園としての自己評価をとりまとめた。 

実施期間 

2014年 7月 18日～10月 15日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（76 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 

2015年 1月 28日～2月 9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、栄養士、非常勤職員に順にヒアリング。 

その後、園長・主任にヒアリング。 

最後に意見交換を行い、終了。 

4、利用者本人調査 ① 観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1日：2015年 3月 16日 

    第 2日：2015年 3月 17日 

 



2 
 

 総合評価  

 

【施設の概要】 

つばさ保育園は、1994年５月に保育園を必要とする父母8組が、上大岡西2丁目に「つばさ共同保育

所」を開設したところから始まりました。2003年に法人化（特定非営利活動法人きずなの会）、2004年

に現在地に移転し、2005年に認可保育所となり名称を「つばさ保育園」に変更しました。2011年に「つ

ばさ保育園分園」を開設し、こちらでは 0、1歳児（定員 30名）を、本園では 2～5歳児（定員 60名）

を保育することになりました。 

園は本園、分園ともに京急・横浜市営地下鉄「上大岡」駅から徒歩 5 分ほどです。両園の間は歩いて 3

分ほどの距離です。本園は敷地がおよそ 500 ㎡で鉄筋コンクリート 2 階建て、1 階が保育室で 2 階は事

務室と同法人が運営する放課後児童クラブ（学童保育）が使用しています。分園は敷地面積がおよそ 150

㎡で鉄骨造り4階建ての1、2階部分を使っています。 

開設時間は平日が7時から21時、土曜日が7時から19時となっています。 

運営の基本理念は「一人一人の子どもを尊重します。すべての子どもは、人の中で成長、変化することを

信じます。保護者の思いを受け止めながら援助します」となっており、保育方針は「年齢にふさわしい自立

と自律ができる環境と働きかけを考えます。個別化と社会化が有機的に機能できるようにチーム保育を推進

します」となっています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもの好奇心や、興味を積極的に引き出しています 

子どもたちが、同じことをすることよりもそれぞれの子どものやりたいこと、知的好奇心や興味を積極的

に引き出すようにしています。例えば、多くの絵柄の中から関連性のある絵柄を探す記憶遊びゲーム、さま

ざまなブロックを組み合わせて自分の好きな形を作るゲーム、洗濯ばさみを組み合わせて何らかの形を作る

遊びなど知的好奇心を刺激するおもちゃやゲームが用意されています。また、ごっこ遊びにつながる衣装、

道具などもそろえていますが、自分自身で工夫をして独自性のあるものを作ることを楽しめるような保育を

しています。 

3、4、5 歳児の幼児クラスでは、知らない虫や花を見つけたときは図鑑で調べたり、野菜を植えて観察

と記録をしたり、気温と衣服を毎日記録し季節の変化を知る、といったテーマに取り組んでいます。子ども

たちが自分の目で自然を観察する楽しさを味わっています。 

 

【2】地域支援に積極的で多様に取り組んでいます 

園の置かれた地域性による最大の支援ニーズは一時保育です。このニーズに応え一時保育室を設け、毎日

8名～15名の受け入れをしています。 

 次に特徴的な地域支援として、「ホッとスペースつばさ」があります。親子連れに気楽に保育園に立ち寄

ってもらう目的で毎月開催しています。子どもの身体測定・育児相談・遊びの提供などを保育士 2 名が対

応します。このほかに育児講座、園庭開放も行っています。園自身が掲げる「地域の子育て支援資源として

の役割を果たす」意識の高さがあります。 
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●独自に取り組んでいる点 

少人数（個別）保育に取り組んでいます 

少人数（個別）保育を重視しています。これは家庭的なつながりを重視した保育です。乳児クラスでは食

事・排泄・衣服の着脱の場面に保育士の担当制をとり、子どもの個人差を尊重しています。さらに、散歩の

ときには、クラスの中で全員が同じところに行くのではなく、いくつかのグループに分け、少人数で散歩に

出かけます。このように少人数（個別）にケアすることによって子どもは満たされ、愛情を感じて、大人に

対する信頼感が生まれてきます。 

食事は乳児の場合、2時間くらいの時間帯の中で、家庭でのリズムを踏まえ、時間を区切って順番に食事

をします。これは幼児クラスでも採用されており、時間は 1 時間くらいですがやはり順番に食べていきま

す。その他の保育の場面でも同じように一斉に活動するのではなく、いくつかのグループに分けて、それぞ

れのやりたいことをできるだけ尊重して、活動を決める場面が多くなっています。 

 

 

●改善や工夫が望まれる点 

【1】マニュアル類の活用・見直し 

業務マニュアル、ケアマニュアルをはじめとして、各種マニュアルが作成されています。しかしながら、

多くのマニュアル類は、事務所にファイルされているだけで、職員が保持しているわけではありません。保

育室は事務所と違うフロアにありますし、分園は場所も離れています。必要なときにマニュアルをすぐに参

照・活用できるように、職員に配布したり、事務所だけでなく各保育室にも備えておくような工夫が望まれ

ます。 

また、職員参加のもとで、毎年見直し・改訂していくことにより、業務の標準化とマニュアルのさらなる

活用が期待されます。 

 

【2】アンケート結果を参考にした保護者とのコミュニケーションの再検討 

今回の第三者評価に伴い実施された保護者アンケート結果では「年間の保育や行事に、保護者の要望が活
かされているか」「送り迎えの際のお子さんの様子に関する情報交換」「保護者からの相談事への対応」「話
しやすい雰囲気・態度」「意見や要望への対応」などの設問で満足度が相対的に低い結果となっていました。
これらは保護者とのコミュニケーションに関する質問です。自由意見にも保護者とのコミュニケーションに

ついて改善の要望が出されていました。今回のアンケート調査を参考にしながら、保護者の意見・要望への

対応方法を含めて、コミュニケーションのあり方を検討してく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「一人一人の子どもを尊重します。すべての子どもは、人の

中で成長、変化することを信じます。保護者の思いを受け止めながら援

助します」となっており、利用者本人を尊重したものとなっています。

・新採用職員向けの事前研修で保育理念を説明して、職員会議では年間を

通して、リーダークラスの職員が保育理念をどう実現していくかを職員

に問いかけをしていく中で、保育理念や基本方針を保育の中で実践でき

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作成されており、これに基

づき、具体的な保育が実施されています。保育課程に基づき、年齢ごと

に年間目標を作成し、さらに1年を4期に分けて年間計画を作成してい

ます。これを基に、年齢ごとに月案を作成しています。 

・少人数制保育を行い、乳児の場合は子ども一人一人の意思や態度を保育

士が読み取ることをしています。また、幼児の場合はさまざまな場面で、

子どもたちの意向を聞きながら、活動を選択しています。 

 

【さらに望まれる点】 

・保育理念・方針が、入園のしおり、保育課程、ホームページ等でそれぞ

れ異なった表現がなされています。内容的には類似していますが、同一

の文章に統一することが望まれます。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

(1) 入園前や入園後すぐに子どもの

発達状況や課題を把握している

か。 

(2) 新入園児受け入れ時の配慮を十

分しているか。 

(3) 子どもの発達や状況に応じて指

導計画を作成しているか。 

・入園前の家庭の状況や子どもの育ち方などについて、調査票を用いて保

護者に記入してもらい、入園前の面接は特に時間をかけて丁寧に行い、

同時に子どもの観察を行って記録に残しています。 

・これらの記録は児童票に記録され、さらに新入園児の受け入れ前には、

クラス保育士全員で情報を共有し、子どもに対する援助の仕方、保護者

への配慮、ケアの方法について話し合っています。 

・月案を作成するときには、クラスの担当保育士全員が集まって検討し、
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子どもの発達状況について必ず振り返りを行い、次の月の指導計画を作

成しています。 

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。 

・エアコンにより、温度・湿度の管理は適切に行われています。1日2回

の換気を行っています。さらに空気清浄機、脱臭機が設置され、気にな

るにおいを取り除くようにしています。 

・掃除当番の職員が各クラスだけでなく、室外の清掃についても決められ、

園の内外ともに清潔に保たれています。 

・本園・分園とも沐浴施設と温水シャワーが設置され、毎日清掃していま

す。 

・分園の 0、1 歳児は少人数制保育をして、基本的に小集団での保育を行

っています。2 歳児以上の本園では、クラスをいくつかのグループに分

けて保育をしています。小集団での保育が行うことができるように、保

育室内は可動棚で仕切ることができるようになっています。 

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。 

・0、1、2歳児については個別指導計画を作成しています。幼児について

も特別に配慮を要する子どもについては、個別目標を作成して、個別の

指導計画を作成しています。 

・児童票、健康管理票が作成され、子どもの成長記録が作成されています。

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。 

・障がいがあったり、特に配慮を要する子どもが入所を希望した場合は、

断ることなく受け入れています。特に支援を必要とする子どもについて、

担当保育士間で話し合われ、情報が共有されています。 

・障がいのある子どもとその他の子どもとのかかわりでは、自然に接して

トラブルを未然に防ぐような保育をしています。 

・虐待に関しては、全職員が注意していて、日常的に子どもの様子を観察

し、虐待がないかをチェックしています。虐待が疑われた段階で職員同

士で話し合い、主任にも報告し、区役所などに相談する体制をとってい

ます。 

・アレルギーに関しては、入園時に調査し、医師からの指示書を提出して

もらい対応しています。除去食を提供するときには食事テーブルを別に

し、専用トレイで配膳しています。 
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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。 

・「入園のごあんない」の中に「ご意見・ご要望の解決のための仕組みにつ

いて」が示され、その中で受付担当者は主任、解決責任者は園長と示さ

れています。園内にも苦情解決の仕組みが掲示され、その中で第三者委

員が電話番号とともに載せられ、直接第三者委員に苦情を申し立てるこ

とができます。 

・前年度に、園に対する保護者の意向についてアンケート調査を実施し、

園に対する意見を聞いています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保護者に対して、第三者委員だけでなく外部の権利擁護機関の案内をす

ることが望まれます。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

(5) 遊びを通して子ども同士の関係

や保育士との関係が育つよう配

慮しているか。 

(6) 積極的な健康増進の工夫が遊び

の中でなされているか。 

・保育室内の絵本やおもちゃは、子どもの背丈に合った棚に整理され、子

どもが自分で取り出しやすく片付けもしやすい収納をしています。 

・0、1歳児には、50㎝平方ほどの一人用の布製のマットを用意していま

す。子どもは自分だけの場所と認識し落ち着いて遊びに集中する効果を

生んでいます。乳児クラスでは既製のおもちゃのほかに、遊びを通じて

手指や脳の発達を促すような工夫のあるおもちゃを、保育士が手作りで

数多く製作しています。 

・子どもたちの「ごっこ遊び」を、子どもの育ちに有効な遊びととらえ、

ごっこ遊びにつながる衣装、道具、おもちゃなどを豊富に備えています。

また、絵本や図鑑も多くそろえ、静かに集中して本に向かう子どもの姿

も多く見られます。 

・3 歳児～5 歳児の縦割りクラスにおいては「自然の移り変わりと生活」

という年間テーマに基づいた活動をしています。活動内容は年齢に応じ

て、「知らない虫や花を見つけたときは図鑑で調べる」「野菜を植えて観

察と記録をする」「気温と衣服を毎日記録し季節の変化を知る」などで、

子どもたちは通常の遊びの中で楽しみに取り組んでいます。散歩先の公

園では、年間テーマに沿った活動の一環として一本の木の定点観測を続

け、季節による自然の移り変わりを観察するなど、子どもたちが自分の

目で自然を科学する楽しさを味わっています。 

・公園や川沿いの遊歩道が散歩コースにあり、天気の良い日はほとんど毎

日散歩に出かけています。途中で出会う犬の散歩をする人々や、他園の
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保育士や子どもたちなどと、あいさつを交わしあう交流があります。 

・子どもの表現力を養うためのプログラムとして、外部専任講師によるリ

トミックと音楽の時間を週1回、書道と描画の時間を月2回、設けてい

ます。またこのほかに子どもの体力作りのためにやはり外部専任講師に

よる運動遊びの時間を週2回設けています。 

・3、4、5歳児は縦割りクラスであり、異年齢児間の交流は日常的です。

また、0、1 才児クラスが分園になっていることから、4 月からの環境

の変化に子どもたちがスムーズに移行できるよう、1歳児は1月ごろか

ら本園で遊ぶ時間を取り入れるなどの工夫をしています。独立したクラ

スの 2 歳児についても同様の理由で、1 月からは 3 歳児 4 歳児と同ク

ラスでの保育を行っています。 

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。 

・食事については職員が一人一人の子どもの食事量を把握した上で、盛り

付け時に子ども自身が食べられる量を自己申告する形式をとっていま

す。 

・0歳児から2歳児までの期間、食事・排泄・衣服の着脱の場面に保育士

の担当制をとり、子どもの個人差を尊重する保育体制をとっています。

この観念から離乳食は子どもが一人で座れるようになるまでは保育士が

抱いて、子どもと顔を合わせながら子どものペースで援助しています。

・給食の献立は、園の専任栄養士2名、同法人内学童保育の栄養士1名、

同法人内姉妹園の栄養士1名の計4名で毎月栄養士会議を開き、合同で

作成しています。旬の食材を使用した季節感のある献立や、節分・ひな

祭り・七夕などの行事にまつわる献立なども取り入れています。 

・食器・食具は子どもの成長に合わせ、子どもが食べやすい大きさと形の

ものを用意しています。スプーンの持ち方を正しく学び終えてからはし

を使用することとし、はしへの移行準備を丁寧に行っています。 

・管理栄養士が、子どもたちの食事の様子を積極的に見て回っています。

乳児のクラスにおいては食事介助も行い、子どもの声を聞く機会を多く

持っています。 

・毎年度はじめには、栄養士と保育士による離乳食教室を行っています。

日ごろの子どもの様子、食べさせ方・栄養面のアドバイスなどを保護者

に伝え、試食をしてもらっています。また、保育参加の折にも、希望が

あれば給食の試食をしてもらっています。 

・年 1回、親子クッキングの機会を設けています。今年度は、3歳児は梅

ジュース作り、4 歳児はけんちん汁、5 歳児は朝食作りのプログラムで

実施し、保護者から好評を得ています。 

・乳幼児突然死症候群の予防策として、0、1 才児は 5 分ごと、2 歳児は

10分ごとに呼吸チェックを行い、チェック表に記録しています。 

・子どもの排泄に関して、0、1歳児は保育室内の「引き継ぎボード」へ、

2 歳児はトイレ内の「排泄チェック表」へ記録をすることにより、子ど
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も一人一人の排泄リズムを的確に確認し、関係する職員全員で情報共有

できる仕組みがあります。 

・乳児クラスでは食事・着脱・排泄の生活場面での担当制をとっており、

トイレットトレーニングは保護者との情報交換を密に行いながら、担当

保育士が個別の対応をしています。 

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。 

・朝の受け入れ時には、保護者との会話と視診による観察で子どもたちの

健康状態を把握しています。 

・年 2回の健康診断と年1回の歯科健診を実施し、結果を保護者に伝えて

います。 

・感染症に関する一般的な症状や登園の目安は、入園時に配布する「にゅ

うえんのしおり」に明記しています。万一保育中に、嘔吐・発熱などの

発症があり感染症が疑われる場合には速やかに保護者に連絡し、子ども

は保育室内ではありますがパーテーションで仕切った場所を作り、そこ

で迎えを待つようにしています。 

・感染症が園内で発症したときには、保護者に向け玄関の掲示板と各クラ

スのホワイトボードで、速やかに現況と注意事項の情報提供をしていま

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ます。年に2回職員が外部の衛生管

理に関する研修に参加し、最新の情報はその都度マニュアルに加えてい

ます。 

・園内はマニュアルに基づいた清掃を行い、清潔を保っています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(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。 

・地震・火災・不審者侵入を想定し、消火訓練や地域の避難場所への誘導

訓練などを毎月実施しています。 

・毎年、全職員が救急救命法とＡＥＤ使用法の研修を受講しています。 

・子どものケガについては、軽いものであっても保護者に詳しく状況報告

をし、事故報告書に記録しています。また、リスクマネジメントに関す

る委員会を設置し、ヒヤリハットの集計を進めています。 

・安全対策として民間警備会社と契約しています。園の出入口は施錠し、

保護者は設定されたセキュリティ番号で開錠するシステムをとっていま

す。 
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Ⅱ－３ 人権の尊重 

(1) 保育中の子どもの呼び方や叱り

方などで、子どもの人格尊重を意

識しているか。 

(2) 必要に応じてプライバシーが守

れる空間を確保できるような工

夫がされているか。 

(3) 個人情報の取り扱いや守秘義務

について、職員等に周知している

か。 

(4) 性差への先入観による役割分業

意識を植え付けないよう配慮し

ているか。 

・園の保育は、0歳児から2歳児までを個別保育からゆるやかな少人数（個

別）保育で対応しており、担当保育士が一人一人の子どもに向き合い「あ

なたをいつも見ている」という意識での保育を実践しています。 

・子どものプライバシーを守れる場所については、物理的な制限がある中

で、壁に向いた机の遊び場所、パーテーションや棚で仕切った場所作り

などの工夫をしています。 

・運営法人が定めた「個人情報管理規定」があり、職員は入職時に誓約書

を提出しています。また個人情報に関する記録は事務室内で施錠して管

理しています。 

・子どもや保護者に、父親、母親の役割を固定的に話すことはありません。

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行って

いるか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

・保育方針についての保護者の意識を理解するために、園の保育全般に関

するアンケートを実施し、「保護者による運営評価結果」としてまとめて

います。 

・毎月の園だよりには年齢ごとの「月のねらい」を掲載し、園が何を目指

して保育に臨んでいるかを具体的に伝えています。 

・保護者との連絡帳による情報交換は、０歳児～2 歳児までは毎日所定の

様式による「育児日記」（連絡ノート）で行い、3歳児以上は自由形式の

ノートで必要なときに行っています。 

・個人面談は年2回設定していますが、必要や希望があれば随時応じてい

ます。保育参加は参加希望日の3日前までに担任保育士に申し出をして

もらい、一年を通じていつでも受け付けています。 

・保護者からの相談については、内容に他人に聞かれないような配慮が必

要なときには、子どものいない時間の一時保育室や学童保育にある小部

屋を用意することができます。 

・園からの情報提供は、つばさだより（園だより）、各クラスだより、給食

だよりを毎月発行しています。また、その日の保育の様子はホワイトボ

ードに記載し、各クラス入り口に掲示しています。 

・クラス懇談会を年2回、全体懇談会を年1回、実施しています。懇談会

では、日常保育の様子をビデオにとり保護者に見てもらっています。子

どもの写真については保育中の様子を職員が撮影し、希望者は注文する

こともできます。以前には写真販売の業者に一括依頼した経験もありま

すが、保護者から職員のとった写真を望む声があがり、それに応えて現

在の丁寧なやり方で継続しています。  

・「つばさの会」（保護者会）があり、園としては、役員会開催時の場所提

供、会の配布物の配布協力、会の掲示板やポストの設置場所提供などを
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しています。 

 

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。 

・園は地域で行われる子ども主体のイベントである「縁日と映画の夕べ」

や「あそびにおいでよ こどもフェスティバル」などに積極的に参加し、

町内会、子ども会、近隣他園、小学校など多種の参加団体との交流を通

して地域の子育て支援ニーズを把握しています。 

・地域への子育て支援サービスとして、一時保育と園庭開放（月1回）を

実施しています。一時保育のニーズは高く、毎日平均 10 名程度の受け

入れをしています。また、「離乳食教室」や「手作りおもちゃとわらべう

たで遊ぼう」などの地域に向けた育児講座も開催しています。 

・地域の子育て中の人たちに向けて毎月1回「ホッとスペースつばさ」を

開催しています。親子連れが気楽に話しに来てもらう場所の提供で、保

育士による子どもの身体測定・育児相談・遊びの提供などを行っていま

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。 

・区の広報誌やホームページで園の情報提供をしています。また、園の掲

示板や町内会の掲示板による情報提供も行っています。 

・育児相談は随時受け付けています。 

・地域住民からの相談に関して必要と思われる関係機関とは、日常的な連

携をしています。 

 

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。 

・園の地域開放として、園行事の「つばさ子どもまつり」、「夏のお楽しみ

会」に地域住民を招待しています。 

・地域の一員として町内会に入会しています。園舎の3面は生活道路に面

し車も人通りも多い地域ですが、周辺道路やごみ集積場の掃除を園の早

番職員が行っています。公園愛護会で行う公園花壇のチューリップの球

根植えには、子どもたちが毎年参加しています。 

・近隣他園と合同の運動会とドッジボール大会開催や、地元小学校と5歳
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児の交流、中学生の職業体験受け入れなどの連携があります。 

・港南地区センター、かながわ平和祈念館など地域の施設を子どもたちが

利用しています。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園のホームページでは、園の基本方針やサービスの内容などをきめ細か

く発信しています。ブログの更新も頻繁に行われ、分かりやすい情報提

供をしています。 

・将来の利用希望者からの問い合わせには、園のパンフレットに基づいて、

園の基本方針やサービス内容について説明し、いつでも見学ができるこ

とを案内しています。 

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。 

・ボランティア実習生受け入れのためのマニュアルがあり、これに基づき

事前のオリエンテーションで保育に関する園の基本的な考え方や利用者

に配慮すべき事柄について説明しています。 

・中学生の職業体験を受け入れています。ボランティア体験後の感想文を

事務室に掲示し、職員が目を通しています。 

・実習生のプログラムは0歳児から5歳児までの全クラスでの実習を組ん

でいます。効果的な実習となるように、実習中は毎日昼食後に、担任保

育士が実習生からの質問などを受ける時間を設け、さらに実習日誌の提

出をしてもらい、最終日には主任との意見交換の機会を作っています。

 

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。 

・新人の職員に対して精神的なサポートをするための専任者を設ける制度

（メンター制度）を取り入れて、人材育成に取り組んでいます。 

・外部研修へ参加や内部研修の実施が行われています。内部研修としては、

最近は救急法の研修が行われ、非常勤職員も参加しています。横浜市や

港南区が実施する研修会、横浜女子短期大学の研修に職員が参加するよ

うにしています。 

・非常勤職員は各クラスで常勤職員と組み合わせた配置となっており、ク

ラスリーダーが指導担当者となって、コミュニケーションを図っていま

す。 

【さらに望まれる点】 

・業務マニュアル、ケアマニュアルは事務所にファイルされており、常勤

職員、非常勤職員ともに見ることができます。しかし、事務所と違うフ
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ロアや場所にある保育室からもより日常的に参照しやすくするために、

各保育室に常備する、職員に配布するなどの工夫が望まれます。 

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。 

・職員は期初に自分の目標を設定し、研修や技術の向上に取り組んでいま

す。期末に目標に対しての自己評価を行い、その結果は園長との面談で

も話し合われ、次期の目標や今後の取り組む内容など、業務の改善や計

画作成に生かされていきます。 

・平成 25 年度は、横浜市の第三者評価項目を用いて、職員参加により園

としての自己評価を行ました。結果は保護者に配布して公表しています。

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

・施設長、主任、クラスリーダー、保育士といった職階別に分掌事項や期

待する役割が示されています。これらを基に職員は園における自分の位

置づけと今後の方向性や高めるべきスキルを知ることができます 

 

 

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。 

・個人情報管理規定、服務規律（倫理規定）や就業規則が作成されており、

職員に周知されています。 

・コピー用紙の裏側を使ったり、ゴミの減量化に取り組んでいます。園庭

のプランターではトマト、ナス、キュウリ、トウモロコシなどを栽培し

て、緑化への取り組みがされています。 

 

【課題・望まれる点】 

・環境への取り組みは行われていますが、それを明文化した資料やマニュ

アルは作成されておらず、今後作成していくことが期待されます。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

(1) 保育園の理念や基本方針等につ

いて職員に周知されているか。 

・新任研修会の折に、理念や基本方針を職員に資料として配布しています。

職員会議などで理念や基本方針の内容については説明しています。 
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(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。 

・園運営にかかわる重要な点については、職員会議でその意図や目的を十

分説明し、意見を聴取しています。また保護者に対しては、クラス懇談

会や保護者会役員会で説明し、意見を求めています。 

・主任は、特定の担当クラスを持たずに現場の支援をしており、個々の職

員の業務を把握しています。さらに、現場で職員の助言をするだけでな

く、職員からの相談にも応じています。 

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。 

・子ども・子育てに関する制度の改革期でもあり、園としては運営に重大

な影響を及ぼす政策や、制度の変更に関して情報を収集しています。 

・法人として、中期ビジョンを作成しており、ビジョンを実現するための

具体的な方策を検討しています。 
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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   

2015年 1月 28日～2月 9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    

56.6% （76枚配付、43枚回収） 

 

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・「園の保育目標や保育方針」については、「知っている」（よく知っている＋まあ知っている）の割合は84％

となっていて、その中で「賛同できる」と「まあ賛同できる」の肯定的な回答はあわせて86％です。 

・「年間の計画」に関して、「年間の保育や行事についての説明」は 86％の満足度でしたが、「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65％と7割を割っています。 
・日常の保育内容の｢遊び」では「園のおもちゃや教材について」は98％と高い満足度でした。「クラスの活

動や遊びについて」も95％の満足度でした。これに対して「子どもが戸外遊びを十分しているか」につい
ては84％でした。 

・「園と保護者との連携・交流」では、「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」
で88%の満足度と9割近くに達していました。これに対して「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」で58％、「保護者からの相談事への対応」で67%と相対的に低い満足度でした。自由意

見では「「変わりなく元気に過ごしています」の一言だけでは、その日どのように過ごしていたか様子が伝

わらない」といった意見が見られました。 

・「職員の対応」では、「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 95％、「あなたのお

子さんが大切にされているかについて」で 91％と 9 割を超える満足度でした。これに対して、「意見や要
望への対応について」では65％、「話しやすい雰囲気、態度であるかどうか」は67％と相対的に低い満足

度でした。自由意見でも「コミュニケーション不足ではないか」など、保護者の意見・要望への対応に関す

る不満の声が数件挙げられています。 

・総合的な満足度では「満足」が30％、「どちらかといえば満足」が54％で、合わせると84％の満足度で

した。自由意見では「いつもわが子を大切にしていただいていると思える。子ども自身保育園が大好きです」

という声も見られました。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度は、「日常の保育内容（生活）」で93％、「日常の保育内容（遊び）」で92％、「入園
時の状況」が91％といずれも9割を超えていました。その一方で、「年間の計画」が77%、「快適さや安全

対策」が72%、「園と保護者との連携・交流」は76%となっていました。 

・相関分析のデータからは、「入園前の見学や説明など、園からの情報提供について」「保育園での１日の過ご
し方についての説明には」「園の目標や方針についての説明には」などの設問の結果が、保育園の総合的評価
に大きく影響を及ぼしていることが読み取れます。 



■ 保育園の基本理念や基本⽅針について

問１ 保育園の保育⽬標や保育⽅針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた⽅への付問

付問1 その保育⽬標や保育⽅針は賛同できるものだと思いますか

利⽤者（園児）家族アンケート 集計結果・分析

よく

知っている

9.3%

まあ知っている

74.4%

どちらとも

⾔えない

9.3%

あまり

知らない

2.3%

まったく

知らない

4.7%

賛同できる

52.8%

まあ賛同できる

33.3%

どちらとも

⾔えない

13.9%
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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 55.8 30.2 2.3 0.0 9.3 2.3
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

44.2 46.5 4.7 0.0 4.7 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 25.6 60.5 4.7 0.0 9.3 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

46.5 51.2 0.0 0.0 2.3 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

34.9 51.2 9.3 2.3 2.3 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）

37.2 32.6 14.0 14.0 2.3 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 32.6 53.5 7.0 7.0 0.0 0.0
年間の保育や⾏事に、保護者の要望が
活かされているかについては

20.9 44.2 16.3 14.0 4.7 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）

51.2 44.2 4.7 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

39.5 41.9 16.3 0.0 2.3 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）

53.5 44.2 0.0 0.0 2.3 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

41.9 41.9 9.3 0.0 7.0 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

48.8 39.5 7.0 2.3 2.3 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

44.2 44.2 7.0 0.0 4.7 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 76.7 20.9 0.0 0.0 2.3 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

69.8 27.9 0.0 0.0 2.3 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

62.8 34.9 2.3 0.0 0.0 0.0

昼寝や休憩がお⼦さんの状況に応じて
対応されているかなどについては

48.8 44.2 4.7 0.0 2.3 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

34.9 44.2 11.6 2.3 7.0 0.0

お⼦さんの体調への気配りについては 34.9 51.2 11.6 0.0 2.3 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

37.2 48.8 9.3 2.3 2.3 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 9.3 39.5 39.5 7.0 4.7 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

25.6 58.1 14.0 0.0 2.3 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

16.3 55.8 18.6 7.0 2.3 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

32.6 41.9 18.6 2.3 4.7 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

25.6 44.2 16.3 11.6 2.3 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

44.2 44.2 4.7 4.7 2.3 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

25.6 53.5 9.3 11.6 0.0 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

23.3 34.9 20.9 18.6 2.3 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

30.2 46.5 16.3 4.7 2.3 0.0

保護者からの相談事への対応には 30.2 37.2 23.3 4.7 4.7 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

34.9 41.9 14.0 7.0 2.3 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

44.2 46.5 9.3 0.0 0.0 0.0

あなたのお⼦さんが保育園⽣活を楽し
んでいるかについては

51.2 44.2 2.3 2.3 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

23.3 44.2 4.7 0.0 20.9 7.0

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

37.2 30.2 23.3 2.3 7.0 0.0

意⾒や要望への対応については 20.9 44.2 20.9 11.6 2.3 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 30.2%

どちらかといえ

ば満⾜ 53.5%

どちらかと

いえば不満

14.0%

無回答

2.3%
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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 43.2 91.2
問３ 年間の計画について 27.3 77.2
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 48.0 92.0
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 53.4 93.4
問５ 快適さや安全対策などについて 21.7 72.2
問６ 園と保護者との連携・交流について 31.3 75.5
問７ 職員の対応について 37.8 83.7

※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
.735
.731
.728
.717
.710

※データ分析上は、上記の項⽬で「満⾜」と答えた⼈は、問8「総合的な評価」においても「満⾜」と
 回答した率が⾼い。（逆に「不満」と答えた⼈は、問8においても「不満」と回答した率が⾼い）

※上記の項⽬の満⾜度を⾼めることが、総合的な満⾜度の向上にもつながる可能性が⾼い。

問２：園の⽬標や⽅針についての説明には
問４：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）
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）

 中項⽬

設問項⽬
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２：保育園での１⽇の過ごし⽅についての説明には

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：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 

分園の1階が0歳児クラス、2階が1歳児クラスの保育室です。 

 朝の時間、1階の保育室では子どもたちが機嫌よく保育士に遊んでもらっています。保育士と向き合い手

遊びをしてもらう子ども、ぬいぐるみで遊ぶ子ども、保育士のひざにくっついて甘える子ども、などです。

保育室の中央には箱型のロクボクがあり、子どもたちのお気に入りです。ハイハイをして通り抜ける遊びを

数人が何度も繰り返して楽しんでいます。傍らの保育士が「ロンドン橋わたる 〇〇ちゃんがとおる」と、

一人ずつの名前を入れて優しい声で歌ってくれています。 

 3、4人ずつの少人数グループで散歩に出かけます。ベビーカートに乗って行く子ども、保育士と手をつ

ないでいく子ども、保育士におんぶひもでおぶられて出かける子どもなど、子どもの発達に合わせた散歩の

スタイルです。園庭で乗り物に乗ったり、保育士と追いかけっこをしたりして遊ぶ子どもたちもいます。 

 離乳食が始まったばかりの子どもは、壁に向いた食卓で落ち着いて保育士に抱かれ、ひざの上でゆっくり

食事をしています。「おいしいね」「お魚たべる？」などの声かけをしてもらいながら食べさせてもらってい

ます。その後の授乳も保育士に抱かれ、顔を合わせながら安心して満足のいくまで飲ませてもらっています。 

 保育室の奥には布団が敷かれ、午睡の準備ができています。先に食事が終わった子どもは、傍らに座る保

育士のももにくっついたり、優しく背中をトントンしてもらったりしています。 

 

●1歳児クラス 

 子どもが座って程よい広さの50ｃｍ角ぐらいの布製のマットが一人ずつに出され、子どもたちがマット

の上でおもちゃ遊びをしています。木のビーズをひもに通す遊びや、バンダナにおもちゃを包む遊びなどに

熱中する子どもがいます。細長い筒状の袋に詰め物がしてある遊具には両端にスナップがついている手作り

おもちゃです。これを一つずつつなげて遊ぶ子どももいます。材料がなくなると「ちょうだい」と言葉で伝

えられるようになっています。できたときにはあちこちから「見てぇ」の声があがり、一人一人に保育士は

「すごーい！」と答えて、ハイタッチです。 

 食卓は、ほとんどが子ども 3 人ずつのテーブルです。体の小さな子どものいすには背当てのクッション

といすの足元に厚めのマットをはめて、きちんとした姿勢を保てるように工夫されています。１つのテーブ

ルは栄養士が食事介助についています。料理を見ながら「先生が作ったの？」と子どもが聞いています。み

そ汁の具の中から「これ、ワカメ？」などとも聞いています。「今日のおやつ何？」と、おやつのメニュー

を聞く子どももいます。のんびりした会話を楽しみながらの食事風景です。 

 トイレルームは、効率の良さが考慮された設計になっています。おむつ替えの台と小さな便器が並び、子

どもがズボンやおむつの着脱に使用する台が並んで置いてあります。便器に座ってみるトレーニングが始ま

っています。便器で排泄し自分で水を流すことまでできるようになっている子どももいます。保育士に褒め

てもらいながら少しずつできることが増えていきます。 

  

●2歳児クラス 

 今日の散歩は、予定していた公園が前夜の雨でぬかるんでいるため、川沿いの遊歩道に変更になりました。
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遊歩道に入るまでの一般道路は交通量も多くガードレールもない、みんなが気をつけて歩かないと危ない道

路です。道路側にふくらまないことや、列の前後を空けずに歩くことなどの注意を保育士から受けながら、

遊歩道に進みます。早咲きの桜や野草が咲き始め、川には何種類かの水鳥の姿もあります。子どもたちは知

っている鳥の名前を言い合ったり、野鳥に呼びかけたり、知らない鳥の名前は「図鑑で調べてみよう」と保

育士と話し合ったりしながら、早春の川沿いの景色を楽しんで歩きました。 

給食はランチルームで、5 人ほどが 1 テーブルになり、順に食卓につきます。クラス全員が一緒に食べ

始めるのではなく、支度ができたグループから席につきます。今日は誕生月の子どもからのリクエストメニ

ューを受ける日で、メニューはカレーライスです。保育士は一人一人の子どもの顔を見ながら盛り付けてい

きます。保育士はそれぞれの子どもの食事量を把握していますが、子どもからも自分の希望する量を保育士

に伝えています。食べきれる量を盛り付けてもらうことで、みんながお皿を「ピカピカ」にして、「ごちそ

うさま」を言うことができます。 

食事が終わった子どもは自分で歯磨きをしてから、保育士に仕上げ磨きをしてもらい、トイレを済ませて

パジャマに着替えます。まだできないこともたくさんありますが、保育士に手伝ってもらい、応援してもら

いながら、一つ一つを頑張る2歳児クラスの子どもたちです。 

  

●3・4・5歳児クラス 

 調査 1 日目には、運動遊びの時間がありました。保育園の 2階は同じ法人が運営する学童保育の場所に

なっています。夕方までの空いている時間帯は、保育園の子どもたちが利用することもある部屋です。外部

の専任講師による運動遊びは、この部屋が教室になっています。保育室から一度外の道路に出て建物の外階

段から上がっていきます。走らずに道路を2列で歩き階段を上るときもきちんと歩くことが約束です。 

年齢ごとに考えられた運動遊びは、子どもたちが楽しみにしている時間です。ビニール袋をふくらませて

上に投げ、それを自分で受け止める遊びや、新聞紙を細長く丸めて刀を作りチャンバラごっこなどを楽しみ

ました。 

調査 2 日目は公園に散歩に出かけました。準備体操の後は、公園の端から端に線を引いて徒競走が始ま

りました。運動会のように 5 人ずつが並び「よーい！どん」で走ります。大勢の友だちが大きな声で「が

んばれー」と応援します。全員がゴールに立つ保育士にタッチしてうれしそうです。その後はいろいろな自

由遊びが広がります。保育士が持参したひもをしっぽに見立てて「しっぽ取りゲーム」をするグループ、歌

いながらダンスをする二人組、雑草の花を摘んで保育士に「お持ち帰りできる？」と聞き「帰って名前を調

べよう」と言う子ども、などです。 

時々、あちこちでもめごとが起きますが、大事になる前に保育士が間に入ってゆっくり話し聞かせていま

す。「パンチはいけないね。お口で言おうね」、子どもたちは納得して遊びを続けます。3歳児のもめごとに、

そばにいる 5 歳児がすぐさま両手を広げて間に入る光景も見られます。頼もしい先輩の姿に、お互いに言

葉で言い合うこともなく、けんかは終わっていました。 

 

●5歳児の卒園準備 

 午後の時間、学童保育の部屋では、5歳児が卒園式で発表するコーラスとハンドベルの練習が行われてい

ました。「さよならぼくたちのほいくえん」と「れっつごー！いいことあるさ」の2曲が発表曲です。この

2曲の歌詞は保育室の壁にも大きく掲示してあります。園長先生のピアノに合わせて何度も練習しています。 

 保育室では、卒園時に2歳児から4歳児の後輩たち全員に5歳児からあげるプレゼント作りをしていま

す。直径8cmほどの丸いネームプレートで、あらかじめ一人一人の名前が中心に書きこまれています。「そ

の子のことを考えてその子らしいネームプレートを作って」と、難しい注文が保育士から告げられましたが

「〇〇ちゃん、ピンク好きだね」などの声も聞こえ、プレゼントをあげる場面が想像できるような楽しい製

作の光景です。 
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 事業者コメント  

 

 

前回の第三者評価から10年近く経過した。この間、国内外では大きな出来事や変化がいくつも起き

ていた。それを思うと、10 年間とは長い月日なのだと思わざるを得ないが、この第三者評価の項目は

一つとして変わっていない。これをどのように評価したらよいのだろうか。保育所の評価は、これ以上

追加することも変更することもないということなのだろうか。これが、まず、今回の評価にあたって感

じたことであった。 

 そもそも、評価とは何なのだろう。大辞泉によれば、評価とはいくつか定義があるが、その中に「あ

る事物や人物について、その意義・価値を認めること」とある。これに従えば、保育園の運営について

の意義・価値を第三者が認めることが第三者評価ということになる。1990年代後半の社会福祉基礎構

造改革に端を発し、契約という概念が社会福祉サービスに登場し、それに伴い、事業者は情報公開、説

明責任を求められるようになった。これを行うためには自己評価だけでなく、サービス利用者からの評

価を含む第三者からの評価といった多面的な評価が必要になるのはいうまでもない。自己満足に終わる

危険性があるような自己評価のみでは信頼性にかけるし、どうしてそのような自己評価になったのかエ

ビデンスを示さなければ、社会的な納得を得ることも難しいだろう。しかしながら、数値や数字で結果

が出せる業種とは違い、直接対人援助という仕事を数値で評価することは容易ではない。確かにその通

りであるが、それを理由に評価されることを避けてきたという側面はないだろうかと自問自答してみる。 

評価という言葉には「ものごとの良しあし、美醜の価値を判断して決める」という意味もあり、私た

ち自身がこれまでに受けてきた評価を考えると、序列だったり、出来不出来といった評価が多く、でき

ている面よりできていない面に目が行きがちになっていたように思う。今回の評価結果を初めてみた時

もやはり、そのような目で見ている自分に気づき、苦笑した。しかし、評価は私たちの実践の一つの到

達点を第三者が認めたことだと考えると、肯定的な評価は率直に嬉しい。また、不十分な点は主観的な

印象と一致すればするほど、今後の課題として明確であるのでありがたく思う。 

 

今回、評価市民・ネクストの調査評価者の方々には丁寧に実践を観ていただき、感謝申し上げます。

また、評価にご協力いただいた保護者の皆さま、お忙しい中、ありがとうございました。 

 

園長  大井 和子 
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