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【評価実施概要】 

 

事業所名 特定非営利活動法人 ピッピ・親子サポートネット ピッピ保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 11月 6日  （評価に要した期間）5ヶ月 

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 職員個々で記入。 

② 個々が記入した自己評価を各クラス責任者が確認し、主任が中心と

なってまとめる。 

③ 理事長、園長、主任、各クラス責任者で意見交換をした上で、最終

的に園長・主任でまとめた。 

実施期間 

～2015年 9月2日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（34 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 7月 24日～8月 10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 9月 14日 

    第 2日：2015年 9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、 

主任に順にヒアリング。 

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 9月 14日 

    第 2日：2015年 9月 17日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

ピッピ保育園は、東急田園都市線「市が尾」駅から徒歩約10分のところにあります。保育園の周辺は閑

静な住宅街で、東京都内への勤め人が多く住む地域です。 

ピッピ保育園は、NPO法人ピッピ・親子サポートネットが運営する保育園で、2005年 4月に開設され

ました。同法人は他に認可保育所１園、小規模保育事業 2か所、乳幼児一時預かり事業 1 か所など未就学

児向けの事業をはじめ、学齢期の子どもや障がい児向けの事業、介護事業などを展開しています。 

建物は築10年の木造2階建てで、保育園は1階、2階は認知症高齢者グループホームになっています。

保育園の定員は30名の小規模園です。また一時保育を毎日15名まで、年間でのべ3,000名以上受け入

れています。園庭は土地の制約があり狭いのですが、砂場もあり、プランターを並べて植物や夏野菜をつく

っています。中でも木製の壁でところどころに四角い穴が開いているパーゴラは人気があり、子どもたちは

穴に手と足をかけ元気に登って遊んでいます。 

開所時間は月曜日から金曜日は 7時 30分から 20時、土曜日は 7時 30分から 15時 30分で、一時

保育は7時30分から18時 30分です。 

保育目標は「ひとつの家族のように たすけ合い 育ちあう」という全体の目標のもとに「心あたたまる

場所」「みんなが先生」「考えてみよう、やってみよう」「ちがうってステキ」「自然はともだち」「地域とと

もに」を掲げています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】家庭的な雰囲気の中で、子どもたちは異年齢の子どもとかかわりながら成長しています 

０・1歳児と２～５歳児でそれぞれ保育室を共有し、０・１歳、２歳、３・４・５歳のクラスに分かれて

活動しています。子どもたちは多くの時間を異年齢の子どもと一緒に過ごしています。３歳児が４、５歳児

の様子を見て新しい遊びを始めたり、５歳児が２歳児に声をかけるなど、自然な異年齢交流が見られました。 

保育士は穏やかな態度と声で、園内でも散歩先の公園でも連携しながら子どもたちを見守っています。ま

た活動を時間が来たからといって区切るのではなく、子どもの様子を見ながら声かけをして、無理なく次の

活動に移行できるようにしています。 

お誕生会をそれぞれの子どものお誕生日にみんなで祝うなど、大きな家庭のような雰囲気の中で子どもた

ちは成長しています。 

 

【2】子どもたちの思いを大切にした保育士の援助で、子どもたちは意欲的に活動しています 

 自由遊びの時間は保育室を4、5か所のコーナーに分け、子どもたちは好きな場所で遊んでいます。部屋

の真ん中にある柱に何度も登る子どもや、空き箱で「楽器」を作る子ども、保育士と一緒に病院ごっこやブ

ロック遊びをする子どもなど、それぞれ自分のやりたい遊びを見つけて熱中し、友だちから遊び方を習って

いる子どももいます。 

また３～５歳児は毎月市民の森へ行き、自然に親しみながら遊んでいます。木にロープをかけてブランコ

にしたり草滑りをしたりしてのんびり遊びを楽しむとともに、遠くまで行きたい子どもは別グループになり、

子どもたちの希望に合わせた活動をしています。 
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「考えてみよう、やってみよう」「みんなが先生」との園の方針のもと、保育士が子どもたちのやりたい

ことを助けたり、子どもたち一人一人の思いや発見を大切にする姿が見られました。そうした環境から、子

どもたちが発案して「お楽しみ会」を開くことになりました。子どもたちはチラシを書いて貼り、参加券や

参加賞を作り、手作りの「楽器」を作成するなど、意欲的に活動しています。 

 

【3】一時保育や保護者の居場所づくりなど、地域の子育て家庭支援を積極的に行っています 

 開園当初から一時保育の重要性を認識し、定員15名の一時保育を月曜日から土曜日まで行っていて、年

間延べ3000人以上の利用があります。今年度から担当保育士を1名増員し、利用しやすいように電話予

約の時間帯を変更し、料金を 2時間単位から 1時間単位にしています。子どもたちは一時保育の保育室で

遊ぶほか、在園児とも交流して過ごしていています。アレルギーや障がいのある子どもも受け入れて、区役

所の保健師から依頼があることもあります。 

また、毎週園の近くの場所で 1 歳くらいまでの子どもと保護者のための居場所づくりを行い、保育士が

相談を受けるともに保護者同士の交流や情報交換も図られ、保護者の子育てへの不安を軽減する場となって

います。ほかにも地域の子育て中の家庭の誰でもが参加できる園開放・交流保育を毎月行い、年３回以上育

児講座を行っています。さらに来所による育児相談を毎週行うとともに電話相談を随時受け付け、難しいケ

ースには他機関とカンファレンスを開いて対応を検討しています。このようにさまざまな育児支援事業を積

極的に行い、地域の助けとなる施設になっています。 

 

 

●今後の取り組みが期待される点 

【1】個人目標の達成度の評価など、さらなる人材育成の仕組みづくり 

年 1 回、園長・主任が全職員と面接し、年度の個人目標を確認し、アドバイスや頑張ってほしい点を伝

えていますが、達成度の評価は行っていません。理念や保育方針の達成に向けた職員の取り組み目標の達成

度を評価することは、次年度の課題をより明確化することで、保育園の理念や方針に適合した職員育成につ

ながるため、評価基準の設定とそれにもとづく達成度の評価が期待されます。 

また園では、職員の経験・能力や習熟度に応じた役割について、市の作成した「人材育成ビジョン」を参

考にしていますが、園としては期待水準を明文化していません。こういった目安となる目標を明示すること

などにより、職員のさらなるスキル向上につながることが期待されます。 

 

【2】園情報の積極的な発信 

園では一人一人の子どもの気持ちや発想を大切にし、一人一人のペースにあった保育が行われ、子どもた

ちはのびのびと過ごしています。また一時保育に積極的に取り組むなど、地域子育て支援の活動を旺盛に行

っています。このような園の取り組みを、園だよりや保育所のホームページへ掲載するなど、園情報の積極

的な発信が期待されます。 

また、市の「保育所の自己評価」の見本をもとに、自己評価の基準を作成し、昨年度初めて園としての自

己評価を行いましたが、こういった自己評価結果の公表も望まれます。 
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 分類別評価結果  

「ひょう太」 3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

横浜市の評価基準に基づいて、各評価分類は１～６つの評価項目によって構成され、評価項目の評価結果によ

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育課程等の作成 

(1) 保育の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものになってお

り、全職員が理解し、実践してい

るか。 

(2) 保育課程は、保育の基本方針に基

づき、子どもの最善の利益を第一

義にして作成されているか。 

(3) 日常の保育を通して子どもの意

見や意思を汲み取る努力をし、指

導計画に反映させているか。 

・保育園の理念の中には「子どもたちがその子らしく育つ権利を保障」と

記述され、利用者を尊重したものになっています。理念とその解説であ

る「ピッピ保育園で大切にしていること」を全職員に配布し、職員会議

で保育現場での事例をあげた研修を実施するなど、理念の理解浸透に努

めています。毎年行われている面接で各職員の理念に対する理解度を確

認しています。 

・保育課程は、理念・方針に沿って、養護（生命の保持、情緒の安定）と

教育（健康、人間関係、環境、言葉、表現）の５領域について、各年齢

の子どもの姿・心の育ち、保育士の援助や環境構成を考慮して作成して

います。園のある地域には共働き家庭が多いことを考慮して、一時保育

など地域支援なども考慮して作成しています。 

・行事や活動の導入の際には、子どもに言葉で丁寧に説明し、また言葉で

は理解しにくい乳児などには絵本などを使用して、子どもたちが理解し

やすいようにしています。活動内容に対する子どもの態度や変化から子

どもの意思をくみ取っています。また子どもの意見も取り入れて柔軟に

日々の保育や指導計画に反映させています。例えば調査時には、子ども

たちが発案した「お楽しみ会」を保育に取り入れる場面を目にしました。

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。 

・入園時に、担当保育士が保護者と親子面接をしています。絵本やおもち

ゃで遊ぶ姿などの成長の様子、親子関係など、子どもの様子も確認して

います。面接で保護者から子どもを育てる上で気をつけてきたこと、大

切にしてきたことについて聞き取りをしています。入園時に提出される

「入園までの生活状況」（ミルク、睡眠、排泄）、健康診断の記録（既往

症、健康診断の結果、アレルギー、予防接種）、児童票（保育歴、主治医）

などで成育歴、既往症、家庭の状況を把握しています。把握した内容は、

食事、排泄、午睡など、日々の保育に生かしています。 

・入園時の慣らし保育については、保護者面接の中で保護者に説明してい
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ます。子どもが園に慣れることを最大限優先しつつも、保護者の都合に

も柔軟に対応しています。タオルやお気に入りのおもちゃなど、子ども

の心の拠りどころとなる物の持ち込みも認め、対応しています。2 歳児

までは連絡帳で子どものようすを毎日詳しく報告し合い、子どもの生活

が家庭と園で無理なく引き継がれるようにしています。 

・各職員は、年間指導計画、週案・日案の評価・反省の欄を活用し、各計

画の評価・見直しを行っています。この評価・見直しはクラスミーティ

ングで話し合い、クラス担当が主任に報告し、園長、主任が評価・確認

しています。トイレトレーニングや歯ブラシの導入などに際しては、保

護者とコミュニケーションを取りながら、保護者の意向を反映していま

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。 

・職員は保育室、園庭、トイレを毎日清掃し、記録しています。 

・室内は毎日数回換気を行っています。室内に温湿度計を設置し、温湿度

を管理しています。冬は加湿機能のある空気清浄機を稼動させ、空気の

乾燥状態によっては濡れタオルも使って湿度を調整しています。窓には

貼付物がなく、陽光を十分取り入れるよう配慮しています。 

・建物はシックハウス症候群防止のため、ホルムアルデヒド含有量が低い

建材を使用しています。 

・沐浴設備が1か所、温水シャワーが3か所設置されています。沐浴設備、

温水シャワーともに、その都度清掃しています。 

・0 歳児、1 歳児は少人数の部屋で過ごしています。2～5 歳児は保育室

が一緒ですが、2 歳児は自我の育つ時期であることを考慮して、プレイ

ルームを活用したり、仕切りやコーナーを利用しています。限られたス

ペースを活用して、眠る場所、食事の場所をカーテンで仕切り、機能別

空間を確保しています。異年齢児が同じ部屋で過ごすので、年長児が低

年齢児の面倒を見たり、年長児にあこがれを抱くなど異年齢の交流が日

常的に行われています。 

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。 

・0～2 歳児については、年間、月間指導計画のほか、一人一人に適した

対応ができるように個別の指導計画を作成しています。幼児でも気にな

る子どもには、それぞれ個別指導計画を作成しています。個別の目標・

計画は毎月見直しするだけでなく、睡眠、食事、排泄など子どもの発達

状況に応じて柔軟に見直しをしています。また、午睡の時間、歯ブラシ

の導入、トイレトレーニング、食事の量など、保護者に説明し同意を得

ています。 

・日々の保育の記録は保育日誌に記録し、その中で特徴的な内容や保護者

との個人面談の内容などは、成長記録に転記しています。子どもの記録

類は個人ファイルに整理され、事務室の鍵のかかるロッカーに保存して
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あります。業務中、保育士はいつでも参照でき、共有できる仕組みがあ

ります。進学時は、保育所児童保育要録を小学校に送付しています。保

育園から学校に説明をしに訪問したり、学校から保育園に引き継ぎのた

めに来たりするなど連携しています。 

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。 

・特に配慮を必要とする子どもについて、積極的に受け入れています。個

別のケースについて職員会議で話し合われ、記録し個人別にファイリン

グしています。 

・室内の床は杉材を使ってフラットになっています。また、玄関にはスロ

ープをつけ、トイレには手すりを設置するなどバリアフリーになってい

ます。 

・障がいのある子どもへの保育に関しては、保護者の同意の下、地域療育

センターや福祉保健センターと日常的に連絡がとれるようになってお

り、連携しています。地域療育センターの実地研修の内容を職員間で共

有するとともに、障がい児教育の専門家を呼び園内研修を行っています。

障がいのある子ども、他の子どもと一緒に保育園での生活を送っていま

す。子どもたちには障がいのある子どもの配慮すべき事項を説明してい

ますが、それ以外は自然に一緒に遊んでいる姿を観察しました。 

・虐待防止については、業務マニュアルを毎回の職員会議で少しずつ読み

合せ、虐待の4類型なども含め、職員に周知しています。虐待が疑わし

い場合は福祉保健センターの保健師につなげる体制を整えています。 

・アレルギーのある子どもに関しては、横浜市の「保育所における食物ア

レルギー対応マニュアル」に従って、医療機関の指示を受け、職員にも

これを周知しています。主治医の指示、保護者からの情報などは保育士

と調理室で情報を共有しています。保護者と面談し、提供する食物を確

認した上で、除去食を提供しています。食事の提供は、アレルギーのあ

る子どもにはアレルギーの内容と氏名を表示したトレーにより、異なる

色の食器と専用の席で提供しています。アレルギーを起こす食物によっ

て、トレーの色も変えて提供しています。 

・毎年外国にルーツのある子どもを受け入れており、さまざまな文化を尊

重してお互いに育ちあう保育を目指しています。食事の量が異なったり、

ピアスをするなど、生活習慣などの違いについて、子どもたちにも説明

し、理解できるよう配慮しています。お互いを認め自然な交流ができて

います。保護者とは英語の文書でやりとりするなど工夫しています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

(1) 保護者がサービスについての要

望や苦情を訴えやすい仕組みに

なっているか。 

(2) 要望や苦情等を受けて、迅速に対

・相談・苦情受付担当者は主任、相談・苦情解決責任者は園長と重要事項

説明書に記載し、保護者に説明しています。重要事項説明書には第三者

委員、横浜市福祉調整委員会へと申し立てのためのそれぞれの電話番号

も記載されています。自分の要求をまだ十分に表現できない子どもには、



7 
 

応できる仕組みになっているか。 仕草や表情などで意思をくみ取るよう努めています。保護者には登園降

園時に声かけをするよう努め、話しやすい雰囲気をつくるよう心がけて

います。 

・業務マニュアルの中に苦情受付についても記載されています。第三者委

員は園の行事に招待し、来訪された際に苦情について説明し懇談してい

ます。苦情は苦情受付報告書に記録し、職員会議で報告し、その解決に

取り組んでいます。行事での写真の回覧が遅いとの苦情に関しては迅速

に対応し、回覧時期をより早くできるよう改善しました。 

・園独自での解決が困難な場合は、第三者委員、顧問弁護士、区役所や横

浜市に報告し、連携する体制が整っています。 

 

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。 

・おもちゃは子どもの年齢に合わせたものを、子ども自身で取り出せる高

さの棚に置いています。0～1 歳児の保育室ではベビーベッドや畳のス

ペースで、２～５歳児の保育室の保育室では薄いカーテンや棚、机、畳

でコーナーに分けています。コーナーではままごと、工作、ブロック、

読書などができるようにしています。園では活動を時間で区切らず、子

どもたちの様子を見て自然に移行できるように声かけをしています。 

・「考えてみよう・やってみよう」という園の方針に基づき、子どもたちの

発想を生かしています。子どもの発案によるお楽しみ会を開くことにな

り準備を始めるなど、子どもたち自身で活動を発展させることができて

います。自由遊びの際はそれぞれに楽しみ、保育士は、一斉活動の際は

参加したくない子どもに観客席を作ったり年齢の小さい子どものために

ルールを緩やかにして、子どもに合わせながらみんなが楽しめるように

しています。 

・自然に親しめるよう、プチトマト、キュウリ、ナスなどを栽培し、収穫

したものを子どもたちが調理したり、給食で食べたりしています。園で

カブトムシを飼育し、散歩では花を見たりドングリを拾っています。ま

た 3～5 歳児は毎月「あおぞらたんけんたい」という活動で自然豊かな

森へ行き、木の枝にロープをかけてブランコにしたり、草滑りをして遊

んでいます。散歩の際に子どもたちが好きな庭などの写真を撮り、それ

をカードにして感謝の言葉を添えて渡したことにより、近隣住民と交流

が深まっています。 

・毎月３～５歳児は「びじゅつの時間」で専門の講師から美術指導を受け

ています。講師は子どもたちの発想を生かしながら、外へ絵を描きに出

かけたり拾ってきたドングリを使って作品を作ったりしています。折り
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紙、廃材、クレヨンなどは自由に取れるように置いてあり、子どもたち

は遊びの際に使っています。 

・けんかはけががないように見守り、0～2 歳児にはお互いが理解できる

ように保育士が両方の気持ちを代弁して伝え、いろいろな提案をして解

決法を子どもと考えています。３～５歳児にはなるべく子ども同士で解

決できるように見守りをしています。保育士の連携が良く、クラスに関

係なく保育士全体で子どもたちを見守る体制ができています。保育士は

温かく公平で落ち着いた態度で接し、子どもたちも保育士と楽しそうに

遊んでいます。 

・散歩は年齢や成長に合わせて行き先を決め、天候が許す限り出かけてい

ます。紫外線や蚊の対策として散歩の際は長そで・長ズボンで行き、ハ

ーブの虫よけスプレーも使用しています。園庭には紫外線よけのターフ

をかけています。保育室中央の柱や園庭の穴があけてある壁を使い、子

どもたちは自由に登って遊んでいます。また 0～1 歳児は保育室にマッ

トを広げて運動しています。３～５歳児の「あおぞらたんけんたい」で

は子どもたちの意思でゆっくり進む組と早く歩く組に分かれたり、組み

合わせをかえたりするなど、子どもの主体性を尊重しつつ体調や運動能

力に応じた活動ができるようにしています。子どもの既往症や体調に合

わせて、外遊びのできない場合は園で他のクラスの子どもと遊ぶように

しています。 

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。 

・給食は、調理担当者が盛り付けを行いますが、体調などに合わせて子ど

もに聞きながら給食の量を調節しています。乳児の授乳は子どもが欲し

がるときに抱っこして与え、離乳食は子どものペースを尊重しながら食

べさせています。また自分で食べることを楽しめるよう、フォークやス

プーンと共に手で食べることも勧めています。２～５歳児のクラスでは

保育士が一緒に給食を食べ、大きなおかずを小さく食べやすくしたり、

「おいしいね」と感想を話したりしています。食育計画を立て、グリン

ピースの皮むきや畑で収穫した野菜の調理をするなど、年齢に合わせて

給食にかかわれるようにし、５歳児はお泊まり保育でのカレーの調理、

３～５歳児は「卒園茶話会」のためのお菓子作りなどをしています。 

・給食は旬の材料を使用して献立を決め、七夕そうめん、クリスマスの骨

付きチキン、ひな祭りちらしずしなど季節に合わせた行事食を提供して

います。気候の良い時期は園庭に机を出して食べることもあります。0

～5 歳児全員で一緒に食べる機会もあり、このときはアレルギーの子ど

もも同じ物を食べることができるようメニューを工夫しています。食材

は協同組合から国産で減農薬の物を購入しています。購入先が発表して

いる食材の放射能の数値を参考にし、必要に応じて放射能測定に出して

安全を確認しています。食器は強化磁器や木のお椀を使用し、子どもの

成長に合わせてサイズや形などを変えています。はしは２歳後半ごろか
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ら子どもに合わせて使い始めています。 

・毎月給食会議を開き、献立の内容、食材の形態や盛り付け、食育の活動

などについて検討しています。調理担当者は子どもたちと一緒に食べな

がら子どもたちの食事の様子を確認しています。 

・毎月の献立表は前月中に配布しています。使用するすべての食材の一覧

表を昇降口に表示し、希望があれば保護者に渡しています。献立表の裏

に調理のポイントやレシピを記入し、給食の写真を昇降口に掲示してい

ます。卒園時には「ピッピ保育園レシピ集」を保護者に渡しています。

保育参加では給食の試食ができ、夏祭りでは園のおやつを提供していま

す。 

・午睡の際、眠くない子どもは保育室から連れ出し、静かな場所で遊びな

がら眠くなるのを待つようにしています。午睡の場所は食事の場所と分

け、カーテンを閉めてうす暗い環境にして、絵本の読み聞かせをしなが

ら静かに眠りに付けるようにしています。乳幼児突然死症候群の予防と

して0歳児は５分間隔、１～2歳は10分間隔で呼吸チェックを行い、

各保育室には寝かせ方の注意事項を貼って気をつけています。5 歳児は

就学に向けて、11 月ごろから保護者の希望や子どもの様子から午睡を

一斉活動としていません。 

・オムツは次の活動に移る前に確認して取り替えるほか、子どもの様子か

ら必要に応じて取り替えています。トイレトレーニングは保護者と相談

し、子どもの様子を見ながら始め、保育所での排泄状況を連絡帳で保護

者に知らせて連携を取っています。おもらしをしてもしかったり心を傷

つけるような対応はしないよう職員間で気をつけています。 

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。 

・子どもの健康管理マニュアルがあり、マニュアルを非常勤も含め全職員

が確認できるようにしています。すべての時間帯に常勤職員を配置して

子どもの変化に対応できる体制にしています。 

・入園時に乳幼児健診の結果や既往症、アレルギー、ひきつけなどについ

ての情報を把握し、職員会議の際に全職員で確認しています。園での子

どもの健康状態を0～２歳児、および3歳児以上の希望する保護者には

連絡帳で伝えています。連絡帳を使用しない子どもは、必要に応じて降

園時に保護者と話をしています。 

・２歳児から食後に歯磨きを行い、保育士が仕上げ磨きをしています。毎

年歯科衛生士による歯磨き指導を行っています。 

・身体測定や健康診断、歯科健診などの結果は健康台帳にファイルすると

ともに、用紙に結果を記載して保護者に渡し、必要な場合は口頭で説明

しています。健診結果などについて嘱託医と連携し、主治医から情報が

ある場合は対応を検討しています。 

・感染症のマニュアルがあり、また感染症の潜伏期間や登園の目安を保育

室に掲示しています。保護者には園のしおりに感染症の一覧表や登園停
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止基準を載せ、懇談会でも説明をしています。保育中に感染症を発症し

た場合は保護者に連絡するともに、スタッフルームまたは近所にある園

の別棟に担任が付き添って寝かせるようにしています。また、昇降口お

よび一時保育室に感染症発生について掲示して保護者への情報提供を行

っています。区内の感染症の発生状況や対策などの情報を職員で共有し

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、マニュアルを毎年職員会議で見直

し対応の確認・検討をしています。園では環境に配慮し、基本的に清掃

は石鹸を、おもちゃの消毒はアルコールを使用して行っています。嘔吐

の処理には必要な消毒薬をそろえた嘔吐用対応キットを用意し、職員会

議で処理法を動画で確認しています。清掃チェック表で清掃の実施を確

認しています。園の室内および園庭は清潔な状態に保たれています。 

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。 

・安全管理マニュアルとして防災対策マニュアル、事故対応マニュアルを

作成しています。マニュアルは大地震や火災、事故のさまざまな状況に

対応しており、毎年職員会議で見直しをしています。固定されていない

棚や棚の上の物は転倒防止具・滑り止め防止具などを使用して地震に備

えています。災害時の緊急連絡は一斉メール配信を行う予定で、メール

のテスト配信をしています。火災や地震を想定した訓練を毎月行い、保

護者の引きとり訓練、小学校への避難訓練も行っています。 

・保護者の連絡先をまとめ、緊急時に連絡が取れる体制になっています。

警察や消防署、医療機関等の連絡先を事務室に掲示するとともに、伝え

るべき内容も掲示して緊急時に備えています。 

・けがについては報告書を作成し、特に頭部の場合はその後の経過を詳し

く見るようにしています。子どものけがについては軽傷でも降園時に保

護者に状況を説明しています。事故については職員会議やクラスミーテ

ィングで再発防止のための検討をしています。 

・不審者侵入に関するマニュアルがあり、園としての通報体制が決められ

ています。昇降口側には門に電子錠を設け、保護者の IDカードを確認し

た上で解錠しています。園の玄関は施錠し、来園者を確認してから開け

ています。地域の不審者情報は町内会から連絡が入り、情報は掲示をし

て保護者にも知らせています。 

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

・「みんなが先生」として、小さい子どもも大きい子どもも大人もお互いに

先生になり、それぞれを尊重することを園の理念の一つとして掲げてい

ます。子どもに対する言葉遣いや保育態度について業務マニュアルに例

を挙げながら記載し、気になることがある場合は会議で話し合ったり個
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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。 

別に話をしています。保育士は子どもの年齢に合った分かりやすい言葉

で、子どもの意思を確認し、提案するような話し方をしています。言葉

を話さない年齢の子どもにはそのときの気持ちをくみ取るような話しか

けを行い、話せる子どもには意見を聞きながら活動を行っています。 

・0歳児はベビーベッドを使用し、また1歳児以上は保育室内をカーテン

や棚で仕切って、落ち着いて遊べる空間を作っています。子どもの様子

によってはプレイルームへ出て遊び、落ち着くまで待つこともあります。

・個人情報は運営法人で作成した個人情報の取り扱いに関するガイドライ

ンに沿って管理をし、守秘義務について職員、ボランティア、実習生に

も周知しています。保護者へは入園時に広報紙への写真の掲載について

同意書をもらい、それに沿って対応しています。個人情報が含まれる書

類は事務室の鍵のかかる棚に保管しています。 

・遊びや行事の役割などは子どもの意思を尊重し、性別による区別はあり

ません。製作の色や内容、順番、グループ分け、整列なども子どもの意

思を尊重し、性別にしていません。父親、母親の役割を固定的に話さな

いよう気をつけ、気になることがある場合は会議などで話し合うように

しています。 

・年に一度行っている保育士の自己点検シートでのチェックは、言葉かけ

等の保育態度や個人情報の取り扱い、無意識による性差の意識づけなど

に関しての項目もあり、保育士自身で振り返ることができます。 

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。 

・園の基本方針については設立当時からの強い思いがあり、保護者に対し

ては入園の際に丁寧に話をしています。また懇談会でも保育方針につい

て説明を行っています。入園時に配布する保育園のしおりやパンフレッ

トに園の理念や保育姿勢を記載しています。園だよりで子どもたちの活

動を伝え、園の方針への理解が進むよう努めています。 

・子どもの様子を送迎時に伝え、保護者との情報交換や家族の意向の把握

に努めています。0～2 歳児は連絡帳を使用し、一人一人の様子につい

て細かく伝えています。３歳児以上の子どもに関しては、保護者の希望

がある際には連絡帳を使い、また３～５歳児の登降園チェックシートの

下にその日の活動を書き入れて、クラスの様子を伝えています。全員へ

の個人面談を年１回、懇談会を年２回行い、子どもやクラスの様子を伝

えています。懇談会の予定は年間行事予定に入れて保護者の出席を促す

とともに、保護者が参加しやすいよう日程を土曜日に設定しています。

・保護者の相談は秘密保持に配慮した場所で受けています。相談は必ず複

数で対応し、検討が必要な場合は後日返答しています。相談の記録は個

別の問題は成長記録に入れて子どもの成長の様子と併せて参照できるよ

うにしています。一般的な課題の場合は相談記録にファイルすることに

なっています。 

・毎月の園だよりは、カラー印刷で写真を用いて各クラスの様子を分かり
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やすく伝えています。行事の写真を昇降口に掲示し、懇談会では行事の

ビデオを見ることもあります。また保育士が写真撮影した日常の様子を、

データにしてクラスで回覧しています。 

・保育参加は保護者の都合に合わせて随時参加することができます。園で

は「大人たちは喜びを持って子育てを楽しめる」ことを理念に挙げ、園

だよりで保育参加の感想を掲載して、保護者が積極的に参加できるよう

図っています。 

・保護者会があります。保護者会は園の行事である夏祭り、運動会、餅つ

きを共催し、一方保護者会主催の「親子クッキング」に職員が協力した

り、保護者会の会合に保育室を提供するなど、協力体制ができています。

 

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。 

・一時保育、土曜保育、休日保育、園開放、交流保育、講習会等を行う際

に地域の子育て支援ニーズや住民の意見・要望を把握しています。また、

地域住民に対する相談を毎週行い、地域の状況やニーズ等を把握してい

ます。 

・園開放や講習会について園内の子育て支援チームで話し合い、職員会議

で報告や検討をしています。一時保育や休日保育については、担当して

いる職員の会議を開いています。検討の結果、今年度は一時保育を担当

する常勤保育士の配置を１人増やし、また一時保育の予約時間帯や料金

体系を利用者が使いやすくなるように変更しています。 

・一時保育は毎日 15 人を定員に行い、昨年度は述べ 3,050 人の受け入

れを行っています。登録の際に子どもの状況を把握し、障がい児やアレ

ルギーのある子どももも受け入れています。一時保育の保育室で遊ぶと

ともに、園の子どもたちと一緒に行事を行ったり、散歩先の公園で一緒

に遊ぶなどの交流を持ち、子どもの状況によっては園のクラスに入って

います。 

・休日保育は定員６人で行っています。 

・交流保育を毎月行い、また毎週、１歳くらいまでの子どもの保護者の交

流の場を設けています。保育士が遊びを提供したり相談に乗るほか、保

護者同士の情報交換が行われ、子育てへの不安解消に役立っています。

地域への育児講座を年３～４回開催し、今年度は音楽の講座や、アロマ

講習、昔遊びの講習などを行う予定です。 

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 ・育児相談は毎週火曜日に行い、保育士だけでなく栄養士も相談に答えら
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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。 

れる体制にしています。電話での相談は随時受けています。園の外壁に

設置した掲示板で園の子育て支援事業や地域の方と行うワークショップ

のチラシを貼り、町内にも回覧してもらっています。地域子育て支援拠

点に園や園の一時保育のパンフレットを置いています。 

・相談内容に応じて福祉保健センターや地域療育センターなどと連携を取

り、深刻なケースについては関係機関とケースカンファレンスを行うな

ど、地域の子育て支援機関としての役割を果たしています。 

 

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。 

・園の行事である夏祭り、運動会、おたのしみ会に地域住民や一時保育の

参加者などを招待しています。また、毎年大学の研究室と共同で地域に

おけるワークショップを行っています。５歳児は近隣小学校２校を訪問

し、一方園では中学校の職業体験や大学生のボランティアを受け入れて

います。一時保育の子どもへ図書の貸し出しを行っています。町内会に

入り、職員が地域の防災訓練に参加するなど、近隣と友好な関係を築い

ています。 

・子どもたちは地域の市民の森、ログハウス、図書館等を利用しています。

散歩の際にあいさつをしたり、お泊まり保育などのときに買い物に行っ

て、地域の人と交流しています。年長児は近隣の保育園と交流があり、

ドッジボール大会、カルタ取り大会、お話し会を合同で行うほか、ワー

クショップも一緒に行っています。園の建物の２階にある高齢者グルー

プホームとも交流があります。子どもたちが参加できるよう、園内に地

域の行事のお知らせを掲示しています。 

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。 

・利用希望者が分かるよう、保育園、一時保育、運営法人のパンフレット

を作成し、園の理念、一日の流れ、定員や保育時間、連絡先等を記載し

ています。園のホームページには定員・保育時間・クラス編成とともに

活動内容を写真入りで載せています。横浜市や地域子育て支援拠点のホ

ームページに情報を提供しています。 

・園への問い合わせは事務担当者や一時保育専用電話の担当者が受け、必

要な場合はパンフレットや園のしおりを使用して説明しています。問い

合わせの際に見学できることを伝え、毎週ある育児相談の日に見学を勧

めていますが、他の曜日でも利用者の都合に合わせて見学を受け付けて

います。 
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Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

(1) ボランティアの受け入れや育成

を積極的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・ボランティア受け入れのためのマニュアルには、園の基本姿勢や受け入

れ方法が記載されています。ボランティアには、事前にマニュアルに基

づいて説明をし、必要に応じて保育に入る前に誓約書をもらっています。

中学生の職業体験や保育ボランティア、社協主催の夏のボランティアを

受け入れています。ボランティアから感想をもらい、「将来保育士になり

たい」「子どもを持つのも良いと思った」等のうれしい声をスタッフルー

ムに掲示しています。 

・実習生受け入れのためのマニュアルがあり、園の基本姿勢、受け入れ方

法、保育士としての基本事項などを記載しています。実習生には、事前

にオリエンテーションを行い、マニュアルに沿って説明しています。実

習生を毎年短大や専門学校から受け入れ、受け入れと育成の担当は主任

です。本人や学校からの依頼に合わせて実習のプログラムを組み、毎日

終了時にその日の振り返りや質問などの時間を設けています。またミー

ティングでスタッフ全員に報告をし、意見交換をしています。 

 

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。 

・人柄、性格なども含めて保育方針に沿った人材を採用しています。職員

の配置は、育休・産休などを考慮し、行政の基準より常に多く配置して

います。また看護師を配置し、理念実践に向けた人材構成にしています。

人材の育成計画は毎年度「研修計画について」に定めています。全職員

を対象にした研修計画を策定しています。 

・法人全体研修や月2回の職員会議の際に内部研修を実施し、非常勤職員

も参加しています。障がい児保育、食事と栄養、虐待防止、保育技術な

どの外部研修には全職員が参加でき、積極的に参加しています。研修に

参加した場合は研修報告書を提出し、その内容は職員会議で報告し共有

しています。CAP（子どもへの暴力防止）研修に参加し、その内容を受

け、人権意識を重視した内部研修の充実など、見直しをしています。研

修担当者は園長・主任で、保育方針や職員の希望を考慮して研修計画を

作成しています。 

・業務にあたっては、職員と非常勤職員を組み合わせて配置し、職員会議

で行う内部研修には非常勤職員も参加しています。外部研修は非常勤職

員も勤務時間の調整ができる場合は参加しています。非常勤職員の担当

はクラス責任者で、必要な情報は職員会議、クラスミーティングで共有

しています。非常勤職員にも常勤職員同様に「ピッピ保育園で大切にし
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ていること」（理念、業務マニュアルダイジェスト版）を配布しています。

業務マニュアル全体は職員休憩室に常備してあり、非常勤職員もいつで

も見ることができます。 

 

【課題・望まれる点】 

・年１回、園長、主任が全職員と面接し、年度の個人目標を確認し、アド

バイスや頑張ってほしい点を伝えていますが、目標の達成度の評価は行

っていません。 

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、理念の理解、接遇、社会性、コミュニケーションや協調性など

24 項目の「自己点検シート」で毎年自己評価を行っています。また保

育士は「自己点検シート」とともに指導計画の評価・反省の欄を使って

保育に関する自己評価を行っています。園としての自己評価は、横浜市

の「保育所の自己評価」の見本をもとに、園独自で評価項目を作成し、

試験的に運用しています。また子どもへの園での声かけのビデオを見て

意見を出し合うなどの自己評価も行うなど、サービス向上を目指した勉

強会が開かれています。外部からも、地域療育センターから気になる子

どもへの対応方法の指導を受けたり、美術の講師を招いて製作の指導を

受けています。 

・保育士の自己評価は、理念や保育目標や保育方針と関連付けて行われて

います。２歳児の事例では自我の芽生えの中で友達とのトラブルが増え

てきていますが、見守り、仲立ちをして子どもの育ちを重視しています。

5 歳児では文字に興味を示し、七夕で短冊に書いて見ようとする姿が見

られる、など、活動や結果だけでなく育ちや意欲、過程を重視していま

す。次期の月間指導計画、年間指導計画の策定の際には、前期の評価・

反省の内容を反映させています。 

・保育士等の自己評価の内容は、クラスミーティングや職員会議で報告し

合っています。毎年3月に指導計画策定にあたっての研修を行い、この

中で保育士の自己評価の結果も踏まえて次年度の課題を明らかにし、改

善に努めています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園だよりに保育所としての自己評価を行ったことが掲載されていますが、

結果の公表はされていません。 

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。 

・対外的な業務、事故や苦情などその場の状況を判断する必要のある偶発

的な業務などは、園長・主任に報告・連絡・相談することが周知徹底さ

れ、通常の保育の実践はクラスリーダーや一般職員に権限委譲されてい

ます。 
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・年に1回職員面談を行っています。今後の働き方、来年度の希望・要望、

気になること、困っていること、提案したいこと、自己点検シートの感

想などを「職員面接シート」に記入し、業務改善の意見や業務内容への

満足度・要望を聴取し、把握しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・職員の経験・能力や習熟度に応じた役割について、横浜市の作成した「人

材育成ビジョン」を参考にしていますが、園として期待水準を明文化し

ていません。 

 

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。 

・運営法人の定款や就業規則の服務規律の欄には、守秘義務や個人情報保

護など守るべき規範・倫理が明記され、職員に周知しています。横浜市

等から、他施設におけるアレルギー誤食、虐待などの不適切な事例を収

集・情報共有し、それらの行為が行われないよう周知徹底しています。

・運営法人のホームページに事業報告や決算書が公開されています。 

・牛乳パックや使い古しの箱や段ボールなどを保育の製作などで再利用し

たり、水の出しっぱなしをしないように子どもたちに教えています。子

どもにも一般ごみとプラスティックに分別して捨てることを教え、給食

を食べ終わったときには分別するように取り組んでいます。照明はすべ

て LED 化し、庭にプランターを置いて、花や夏野菜を育てています。

業務マニュアルの中の「環境への取り組み」に環境への考え方が明文化

されています。 

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。 

・「ピッピ保育園で大切にしていること」を全職員に配布し、職員会議や内

部研修で理念・方針の研修を行っています。年1回職員の自己点検と園

長・主任との面談で理解度を確認しています。 

・重要な意思決定にあたり保護者懇談会などで保護者に目的や理由などを

説明しています。職員にも職員会議で説明しています。保育所の自己評

価実施にあたっては、検討チームを立ち上げて検討しました。 

・主任は特定のクラスを担当せず、日々各クラスを巡回し、クラスや保育

士の様子を把握しています。指導計画の検討の際してや、不適切な保育

が行われないように適切に助言・指導しています。また、声かけを行っ

て職員の体調管理に気を配っています。体調の悪い職員がいた場合、園

全体の業務の調整を行い無理のない体制をつくっています。 
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Ⅵ－３ 効率的な運営 
 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 保育園運営に関して、中長期的な

計画や目標を策定しているか。 

・運営法人や区園長会、行政等から、子ども・子育て支援新制度など事業

経営に影響のある情報を収集し、分析しています。横浜市の新しい休日

保育の実施内容など重要な情報は、園長、主任で情報共有し、重点課題

として設定しています。休日保育について職員に周知し、職員の体制の

検討など保育所全体の取り組みとしています。 

・次世代の園長育成のため、主任を園長研修に参加させ、園長業務を経験

させるなど後継者を育成しています。運営に関し、弁護士、公認会計士、

社会保険労務士など外部の専門家の意見を取り入れています。 

 

【課題・望まれる点】 

・中長期計画が明文化されていません。今後の園長・主任などの人事計画、

保育園の福祉避難所化等の検討をしているので、これらを含めて中長期

計画の作成が望まれます。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2015年 7月 24日～8月 10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    

67.6% （34枚配付、23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です。 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・保育園の総合評価は87％の方が満足と答えています。 

・保育園の保育目標・保育方針は 78.3％の方が「よく知っている」「まあ知っている」と答え、そのうちの

94.4％の方が保育目標や保育方針は「賛同できる」「まあ賛同できる」と答えています。 

・保育サービスの内容について、特に評価が高かった項目は問2「入園時の状況」で、全ての項目で90％以

上の満足度であり、「入園前の情報提供」や「1日の過ごし方についての説明」は100％の満足度でした。 

・そのほか問 3 の「年間計画についての説明」の項目、問 5「子どもが落ち着いて過ごせる環境」の項目も

100％の満足度でした。また90％以上の満足度は、問4「遊びについて」では6項目中4項目、「生活に

ついて」で7項目中3項目が、問5「快適や安全対策」で4項目中2項目、問6「園と保護者の連携・交

流」で7項目中5項目、問7「職員に対応」で5項目中2項目となり、保護者から高い評価を受けていま

す。 

・一方不満が多かったのは、問 5 の「施設設備」、問 6の「残業などで迎えが遅くなる場合の対応」（ともに

26％）、問4の「オムツはずしについての家庭との連携」「保育中のけがについての説明」（ともに21.7％）

でした。 

・園に対する意見としては、「雰囲気が良く満足している」「個性を大切にしていると思うので、安心して預け

ている」など園の方針に賛同し保育内容に満足しているものや、「保護者の環境は変化しているので、個人

的な事情で親が家にいる場合も預かってほしい」などが複数見られました。 



■ 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

17.4%

まあ知っている

60.9%

どちらとも

⾔えない

13.0%

あまり知らない

8.7%

賛同できる

44.4%
まあ賛同できる

50.0%

どちらとも

⾔えない

5.6%
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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 43.5 47.8 4.3 0.0 4.3 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

56.5 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 43.5 47.8 8.7 0.0 0.0 0.0
⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様⼦
や⽣育歴などを聞く対応には

56.5 39.1 4.3 0.0 0.0 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

39.1 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0

費⽤やきまりに関する説明については
（⼊園後に⾷い違いがなかったかなど
も含めて）

30.4 65.2 4.3 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 34.8 65.2 0.0 0.0 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

4.3 78.3 8.7 0.0 8.7 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）

39.1 56.5 4.3 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

43.5 43.5 8.7 0.0 4.3 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）

52.2 34.8 4.3 0.0 8.7 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

69.6 21.7 4.3 0.0 4.3 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

56.5 34.8 4.3 0.0 4.3 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

43.5 47.8 4.3 0.0 4.3 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

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 65.2 30.4 4.3 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

60.9 34.8 0.0 0.0 4.3 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

39.1 43.5 8.7 0.0 8.7 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

56.5 39.1 4.3 0.0 0.0 0.0

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お⼦
さんの成⻑に合わせて柔軟に進めてい
るかについては

30.4 17.4 21.7 0.0 26.1 4.3

お⼦さんの体調への気配りについては 43.5 43.5 13.0 0.0 0.0 0.0
保育中にあったケガに関する保護者へ
の説明やその後の対応には

56.5 21.7 21.7 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

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 21.7 52.2 26.1 0.0 0.0 0.0
お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰囲気
になっているかについては

52.2 47.8 0.0 0.0 0.0 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

30.4 52.2 17.4 0.0 0.0 0.0

感染症の発⽣状況や注意事項などの情
報提供については

34.8 56.5 8.7 0.0 0.0 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

施設設備については

お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰

囲気になっているかについては

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策

については

感染症の発⽣状況や注意事項など

の情報提供については
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問６ 園と保護者との連携・交流について
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによる話
し合いの機会については

30.4 65.2 4.3 0.0 0.0 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

56.5 39.1 4.3 0.0 0.0 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

56.5 39.1 4.3 0.0 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

26.1 52.2 13.0 8.7 0.0 0.0

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

39.1 52.2 8.7 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 34.8 60.9 4.3 0.0 0.0 0.0
開所時間内であれば柔軟に対応してく
れるなど、残業などで迎えが遅くなる
場合の対応には

21.7 39.1 13.0 13.0 13.0 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによ

る話し合いの機会については

園だよりや掲⽰による、園の様⼦

や⾏事に関する情報提供について

は
園の⾏事の開催⽇や時間帯への配

慮については

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に

関する情報交換については

お⼦さんに関する重要な情報の連

絡体制については

保護者からの相談事への対応には

開所時間内であれば柔軟に対応し

てくれるなど、残業などで迎えが

遅くなる場合の対応には
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問７ 職員の対応について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

あなたのお⼦さんが⼤切にされている
かについては

56.5 34.8 4.3 0.0 4.3 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

56.5 39.1 4.3 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

43.5 34.8 4.3 0.0 13.0 4.3

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

43.5 43.5 8.7 0.0 4.3 0.0

意⾒や要望への対応については 17.4 52.2 17.4 0.0 13.0 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 52.2%

どちらかと

いえば満⾜

34.8%

どちらかと

いえば不満

13.0%
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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 45.3 96.4
問３ 年間の計画について 19.8 95.3
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 53.2 94.7
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 53.1 88.0
問５ 快適さや安全対策などについて 34.8 87.0
問６ 園と保護者との連携・交流について 38.3 88.9
問７ 職員の対応について 46.7 91.4

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

※ここでの「満⾜度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項⽬（相関分析）】

相関係数
.815
.772
.739
.691
.670

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

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

問7：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
問5：施設設備については
問4：お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかについては

 中項⽬

設問項⽬
問7：話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては
問4：保育中にあったケガに関する保護者への説明やその後の対応には

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：9月 14日（月）、9月17日（木） 

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歳児クラス 

 朝の時間は、子どもたちは保育室で元気に遊んでいます。車のおもちゃやブロックで遊んだり、段ボール

で作った電車に乗って保育士に引っ張ってもらったりしています。友達が使っているものが欲しくて泣いて

しまうこともあり、保育士に他の物ではどうかと聞いてもらいながらも、自分の気持ちを精一杯伝えようと

しています。その一方、友達と遊ぶ楽しさも分かってきて、二人で一緒に段ボールの電車に乗ってみたり、

電車に乗っている子どもとそれを見ている子どもが手を振り合ったりしています。色水を入れたペットボト

ルを保育士が棚から出すと、子どもたちは新しいおもちゃに興味津々で目を輝かせながら寄って行きます。 

朝の会の後は散歩に出かける準備をします。おむつを替えてもらい、紫外線・蚊への対策として長袖、長

ズボンに着替えさせてもらいます。靴下は少しだけはかせてもらった後、保育士に「自分でやってごらん」

と勧められて、やってみます。上手にできた子どもは「できた̶」とうれしそうです。 

 散歩へは散歩用カートに乗ったり保育士と手をつないで、歩いて15分ほどの公園へ出かけます。公園で

はピッピ保育園の２歳児や一時保育の子どもたちとも一緒になりました。保育士に助けられて滑り台やブラ

ンコで遊んだり、２歳児の後をついて走ったり、ドングリを拾ったり、転がるボールを追いかけたりして楽

しそうです。みんなで座ってお茶を飲んでから帰ります。いっぱい遊んだのでカートで寝てしまう子どもも

いました。 

 

●2歳児クラス 

 朝は保育室で、３・４・５歳児と一緒に好きな場所で遊んでいます。おままごとをする子ども、お買い物

ごっこをする子ども、ブロックで遊ぶ子どもなどがいます。大きな子どもの中では落ち着かないときには、

プレイルームに出てみます。 

 子どもたちは上手にトイレを使うことができるので、散歩の前には保育士に勧められて順番にトイレへ行

きます。トイレをすませると、ズボンをはくのを保育士に手伝ってもらったり、自分ではいたりしています。 

散歩には保育士や友達と手をつないで行きます。２歳児はおしゃべりが上手なので「あ、青い花が咲いて

る」「チョウチョだ」とにぎやかに話をし、庭先の犬を眺めたり、秋の虫の声に耳を澄ませたりしながら進

みます。公園では、安全に遊ぶための注意を聞いてから遊び始めます。一緒になった他のクラスの子どもた

ちや保育士と追いかけっこをしたり、蹴ったボールを追いかけたりしながら遊んでいます。セミの抜け殻を

拾って服に付けてみる子どもや、砂場でケーキを作っている子どももいます。おもちゃや遊具を取り合うこ

ともありますが、保育士が間に入って、お互いの気持ちを代弁したり、少し待ってから代わってもらうよう

に話したりしています。 

保育園に戻るとすぐに給食なので、石鹸できれいに手を洗います。給食はスプーンやフォークを使って、

だいたいの子どもが自分で上手に食べることができます。最後に保育士に「集まれして」と頼み、スプーン

に全部載せてもらってきれいに食べていました。 
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●3・４・５歳児クラス 

 朝は 2 歳から 5歳の子どもが同じ部屋で、思い思いの遊びをして楽しんでいます。木製のレールや電車

で遊んでいる子ども、ブロックで箱や車をつくっている子どももいます。別のコーナーでは小さなリュック

と袋、布製のお人形を持って「赤ちゃんの洋服を買うんだよ」と話をしています。 

 3 歳～5歳児のクラスがお散歩に出かける前、保育士が子どもたちにお話しをします。どの公園に行くか

は子どもたちが決めます。「ずーとずーと雨だったでしょう。広いところがある公園に行ってみようかな、

と思うんだけど」と公園の写真を見せながら保育士が言うと、「いずみ公園」という子、「いずみやだ」とい

う子もいます。子どもたちと保育士の相談の結果、ジャングルジムの公園に行くことになりました。 

公園に向かう途中では道を横断するときに「車です。ストップしてください」と、保育士が交通安全につ

いて注意を促しています。途中、ゴミ収集車が通ると子どもたちは手を振り「バイバイ」といいました。運

転手も手を振ってくれました。公園に着くと、元気に走り回る子ども、鬼ごっこをする子ども、ボール遊び

をする子どももいます。落ち葉を集めて上に向けて投げて遊ぶ子ども、保育士に見守られながら、ジャング

ルジムに登る子どもなど、体を自在に動かして楽しみました。 

 訪問日は園開放日でした。地域の親子が参加して、保育士による歌やリズム遊びなどの発表が行われまし

た。保育士たちが同じ衣装を着て歌う歌に園児も地域の親子も魅せられていました。歌やリズム遊びなどの

発表が終わると大きな拍手がわきました。発表会が終わると、地域の親子は帰り、会場の片付けが終わった

ところで、保育士は子どもたちの状態に配慮しつつ遊びに上手に誘っていました。 

保育士と3～5歳児数名がお医者さんごっこをしようという話しになりました。保育士がお医者さんにな

り、「今日はどうされましたか?」と言います。患者役の4歳児が「お腹が痛いです」、お医者さんがお腹を

診るしぐさをして遊んでいました。お医者さんごっこは人気で、たくさんの子どもたちが患者さんの列に並

んでいました。子どもたちにとって楽しい時間のようでした。 

3 歳児から 5 歳児は給食を一緒に食べますが、座る席は決まっていません。子どもたちはその日座りた

いところで食事をします。給食の配膳、食事のときの「いただきます」は当番の子どもが行います。同じテ

ーブルの子ども話をしながら、おいしそうに食べ、食事を楽しんでいました。 

 

●まとめ 

 大人も子どもも年齢に関係なく育ちあうという園の方針のもと、子どもたちは異年齢で一緒に、元気に過

ごしていました。自由遊びでは、熱中して一つのことに取り組む子どもや、面白そうな遊びを眺める子ども、

新たな遊びに加わる子どもなど、それぞれが楽しそうに遊んでいました。保育士は子どもたちが遊びを楽し

めるように中に入り、危険がないように見守ったり手を貸し、また友達の中に入れない子どもに声をかけた

りしていました。 

異年齢児が一緒に過ごす保育室の中は、部屋を仕切る薄いカーテンや低い棚などを使って圧迫感なく区切

り、子どもたちの気持ちに合わせて過ごせるように環境設定をしていました。 
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 事業者コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、第三者評価を受審することで、日ごろの私たちの保育を第三者の目で評価いた

だき、見直す良い機会となりました。自己評価の項目を一つ一つ、チェックする上で、

保育園として、こういうことが社会的に求められていることなのだ、とあらためて確認

することにもつながりました。 

 

自己評価終了後、総評を待たずにすでに課題のある項目については、職員間で話し合

いを始めていました。ご助言いただいた「人材育成」については、さっそく明文化する

などの対策をし、また運営に関しても、中長期的な計画を法人と共にこれから進めてま

いります。 

 

保護者のみなさまからのご意見は真摯に受け止め、保育園に求められる役割につい

て、保護者のみなさまの信頼を得られるように取り組んでまいります。 

 

ピッピ保育園では、子どもたちが主役。個性を尊重することを大切にしています。こ

れからも引き続き、大人も子どもも育ちあう場所であること、小規模で家庭的な雰囲気

を大切にしてピッピだからできること、ピッピにしかできないことを、地域に開かれた

保育施設として職員一同、努力してまいります。 

                        

ピッピ保育園 相原むつみ 
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