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【評価実施概要】 

 

事業所名 株式会社 サクセスアカデミー  にじいろ保育園江田 

事業所への報告書提出日 2015年 11月 5日 （評価に要した期間）5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、各自で自己評価票を記入した。 

② 各自の自己評価をもとに、会議で項目ごとに意見交換をした。（3、

4グループに分かれてグループワークを行う） 

③ グループワークで出し合った意見を、園長が確認しまとめた。 

④ 主任・保育リーダー・給食リーダーで再度読み合わせを行い、協

議した。職員会議などでもできるだけ全職員で読み合わせを行い、

加筆した。 

実施期間 

～2015 年 7月 31 日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（49世帯）に対して、保育園側から手渡しでアン

ケート用紙を配布した。 

② アンケートは、返信用封筒で各保護者から評価機関に無記名で返

送してもらった。 

実施期間 

2015 年 6月 29 日～7 月 13 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、運営法人スーバーバイザーにヒアリング。 

実施日 第 1 日：2015 年８月 26 日 

    第 2 日：2015年 8 月 27 日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：各クラス担任保育士 6名、栄養士 1名、非常勤職員 2名、主

任の順でヒアリング。 

その後、園長、運営法人スーパーバイザー・保育アドバイザー

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８月 26 日 

    第 2 日：201５年８月 27 日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

にじいろ保育園江田は、東急田園都市線「江田」駅より歩いて２分ほどの５階建てマンションの１階にあ

ります。同じビルには薬局や向いの病院の院内保育施設、学習塾などが入っています。 

駅前通りに面していますが、周辺には、徒歩５分ほどのところにある赤田東公園をはじめとして、自然豊

かな公園が４つほどあり、子どもたちの散歩コースになっています。 

にじいろ保育園江田は 2008 年（平成 20 年）4 月に株式会社サクセスアカデミーによって設立されま

した。運営法人は保育園・学童クラブ・児童館の運営、病院・事業所・大学内の保育委託サービス、保育施

設運営のコンサルティングサービス等を、首都圏を中心に幅広く展開しています。 

園はビルの 1 階にあり、ワンルームを壁やパーテーション等で仕切って用いています。テラスに面した

窓は大きく、子どもたちが好きな電車を眺めることもできます。園庭はありませんが、専用の屋上があり、

夏には子どもたちがプール遊びを楽しんでいます。 

定員は 54名（0歳児～5歳児）、開園時間は、平日は 7時～20時、土曜日は 7時～18時です。 

保育理念は「のびやかに育て だいちの芽」、保育目標は「自然を愛し、心身ともに健やかな子ども」「自

分で考え行動し、意欲と根気のある子ども」「『仲間』と関わり、人を思いやれる子ども」「自己を表現でき

る子ども」です。 

  

 

●特長・優れている点 

【1】環境構成を工夫し、子どもたちがさまざまな経験を積めるようにしています 

子どもたちが自発的に活動できるよう、園では環境構成に力を入れています。 

乳児は、マットやパーテーションなどでコーナーを作り、子どもが落ち着いて遊び込めるよう工夫してい

ます。保育士は、一人一人の子どもの発達や成長を丁寧に見守り、子どもが安心して園生活を送れるように

支援しています。子どもたちは、保育士に甘えて自分の思いを言葉やしぐさ、表情で伝え、受け止めてもら

い、それぞれのペースでゆったりと生活しています。 

2 歳児から 5 歳児の保育室はワンルームになっていますが、子どもの様子や活動内容に合わせ、可動式

の棚やパーテーションを用いて保育室を広げたり、仕切ったりしています。このような工夫の結果、子ども

たちは、クラスを越えて大勢で遊んだり、少人数で集中して年齢にふさわしい活動に取り組んだりしていま

す。また、子どもの興味・関心に合わせた手作りおもちゃや素材を豊富に用意し、子どもが自分で遊びを展

開できるように遊びの環境を整えています。 

園庭はありませんが、天気が良い日は必ず散歩に出かけています。散歩先の子どもたちは、花や虫、地域

の商店など目に入るものすべてに興味を示し、社会性や感性を養っています。また、運動能力を高めるため、

日々の散歩だけでなくリズムや外部講師による体操なども取り入れています。幼児クラスは 1 クラス 10

名と少人数ですが、近隣の保育園や系列の姉妹園との交流を通し、ドッジボールなどのゲーム性のある遊び

も経験できるようにしています。 

このような工夫を通し、限られた環境の中で、子どもたちはさまざまな経験を積み成長しています。 
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【2】保育士は常に基本理念に立ち戻り、連携して保育にあたっています 

保育士は入社時の法人研修や園内研修、年度はじめや年度末の職員会議などで、保育の理念や基本方針を

確認し、保育にあたっています。保育課程や指導計画の作成時には、自分たちの保育を振り返り、職員会議

やカリキュラム会議で話し合っています。また、年に 2 回、自己評価シートを用いて自身の保育の振り返

りを行い、目標の達成具合を確認しています。 

毎月はじめの職員会議、中旬以降の翌月の月案作成のためのカリキュラム会議、園内研修には全職員が参

加することになっています。そのため、子ども一人一人の様子を常に全職員が共有でき、連携して同じ対応

ができる体制ができています。また、気になる事例があれば、常に基本理念に立ち戻り、職員間で話し合っ

ています。 

 

【3】保護者が園の取り組みを理解できるよう、情報提供をきめ細かく行っています 

園では、保護者が園の取り組みを理解できるよう、情報提供に力を入れています。 

入園説明会や年 2 回の懇談会、行事等保護者が集まる機会には、園長が園の方針や今取り組んでいるこ

とについて具体的に分かりやすく説明し、理解が深まるようにしています。変更事項などの書面を渡すとき

にも、懇談会などの機会をとらえて必ず口頭でも説明をし、保護者が理解できるよう働きかけています。ま

た、日々の送り迎え時などに保護者に声をかけ、保護者が理解できているか確認しています。例えば、行事

については、前年度末に次年度の予定表を配布し、その月のはじめに園だよりで予告し、行事の直前に書面

で詳細を知らせ、さらに口頭でも説明するなど、丁寧に対応しています。 

保護者からの意見、要望についても、保育士は、送り迎えの際に保護者と会話をしてコミュニケーション

を取り、意見や要望の把握に努めています。また、年 2回の個人面談で保護者の意向を確認するとともに、

行事後や年度末には保護者アンケートをとり、意見を聞いています。保護者から意見があった場合には迅速

に対応し、内容によっては、対応や園の方針を掲示するとともに手紙や口頭でも丁寧に説明し、保護者が園

の方針を理解できるようにしています。 

このような、きめ細かい情報提供は、保護者アンケートの大項目｢入園時の状況について｣｢保護者との連

携・交流について｣の高い満足度にも表れています。 

 

【4】地域の施設として、積極的に交流・発信しています 

園長をはじめ保育士は、さまざまな機会をとらえ地域と良好な関係を築くように努めてきました。保育士

と子どもたちは晴れていれば毎日近隣に散歩に出かけ、地域住民とあいさつを交わし、会話しています。図

書館やアートフォーラムあざみ野など近隣の文化・レクリエーション施設にも出かけ、交流しています。ま

た、近くの商店会にサポーターとして参加し、花壇の整備や清掃活動に協力していて、5歳児が参加してい

ます。夏祭りでは、子どもたちが駅までおみこしを担いで回りました。 

地域の子育て支援としては、月 1 回園開放「ふれあい遊びの会」を開催するほか、地域の子育て家庭に

向けて、絵本の貸し出し、夏祭りや人形劇などの園の行事に参加を呼びかけています。園の門扉をはじめ、

近隣の施設や商店に案内を掲示したり、保育士が散歩先の公園でチラシを配布したり、園の見学者に呼びか

けたりするほか、在園児の保護者にも知り合いに呼びかけてもらった結果、年々参加者が増えてきていて、

1日に 10組近い親子の参加があるときもあります。このように、園は地域の施設として地域に根付いてい

ます。地域からの行事などへの誘いも増えていて、子どもたちの生活の幅が広がっています。 
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●改善や工夫が望まれる点 

安全面の再確認をし、保護者に説明することが望まれます 

園の玄関はオートロックになっていて常時施錠しています。警備会社と契約し、緊急通報システムを設置

するとともに、年 4回、子どもたちも参加して不審者対応訓練を行い、防犯対策への意識を高めています。 

このような園の取り組みにもかかわらず、保護者アンケートの「外部からの不審者侵入を防ぐ対策につい

て」では 20％の保護者が不安を訴えています。保護者の安心のためにも、安全面を再確認するとともに、

保護者に園の防犯対策について具体的に説明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。 

・園の保育理念は「のびやかに育て だいちの芽」、保育方針は「みとめ

愛 みつめ愛 ひびき愛（信頼 安定 共感）」、「陽だまりのような保

育園」「地域と共に育つ保育園」「子どもと共に輝いていける保育園」で

利用者本人を尊重したものとなっています。また、保育目標を「自然を

愛し、心身ともに健やかな子ども」「自分で考え行動し、意欲と根気の

ある子ども」「『仲間』と関わり、人を思いやれる子ども」「自己を表現

できる子ども」とし、項目ごとに具体的に分かりやすく説明していま

す。 

・保育の理念や基本方針は、職員に対して、入社時研修、法人研修、園内

研修、年度はじめおよび年度末の職員会議、自己評価時等で周知すると

ともに、保育理念、保育方針、保育目標を掲載した「サクセス保育者ナ

ビ」を配布しています。また理念等は、玄関、事務所、保育室、職員休

憩室、トイレに掲示し、職員と保護者に周知しています。 

・毎年 3 月の全職員が出席する年度末・新年度会議で前年度の振り返り

を行い、運営法人作成の保育課程案を見直し、家庭の状況や地域の実態

を反映した園としての保育課程を作成しています。保護者に対しては、

入園説明会や年 2 回の懇談会、行事等の際に園長が具体的に説明して

います。今年度は個別の重要事項説明会を実施し、保護者一人ずつに説

明し同意を得ました。 

・クラス担当者間での話し合いで指導計画案を作成し、それを基にカリキ

ュラム会議において全職員で話し合い、年間指導計画、月案、週案を作

成しています。作成にあたって保育士は、子どもの言葉に耳を傾け、子

どもの意見や要望を聞いています。また、表情や態度、身ぶり等からも

気持ちをくみ取っています。年間の活動テーマ（2014 年度は絵本、

2015 年度は日本列島）は主任が決めていますが、子どもが興味を示

したり、調べてきたことがあれば、柔軟に計画を変更し活動に反映して

います。 
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Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 
 

(1) 入園前や入園後すぐに子どもの

発達状況や課題を把握している

か。 

(2) 新入園児受け入れ時の配慮を十

分しているか。 

(3) 子どもの発達や状況に応じて指

導計画を作成しているか。 

・入園説明会の後、園長、主任、クラスリーダーが保護者に面接していま

す。必要に応じて栄養士や看護師が同席することもあります。面接時に

は、子どもに対して保育を実施し、複数の保育士の目で子どもの様子を

観察しています。面接は、面接シートを用いて行い、必要な情報を把握

しています。把握した情報は記録するとともに、年度末・新年度会議に

おいて全職員で共有しています。 

・新入園児に対する短縮保育（慣れ保育）の実施にあたっては、入園前面

接時に「慣れ保育の説明書」を用いて保護者に説明し、保護者の意向を

確認しています。入園後 1 ヶ月ほどは、子どもごとになるべく同じ保

育士がかかわるよう担当を決めています。在園児に対しては、前年度の

3 月は次年度用の新しい保育室で過ごす、担任の一人は持ち上がるよ

うにするなど、子どもが安心できるような配慮をしています。 

・「成長発達の経過記録」を基に、クラス会議やケース会議、毎月のカリ

キュラム会議で話し合い、指導計画の作成・評価・見直しをしています。

離乳食、ミルクの量、トイレットトレーニング、おはしの使用、利き手

など個別の課題について、保護者の意向を確認し、計画に反映していま

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。 

・「掃除マニュアル」に沿って「掃除当番表」「チェック表」を用いて清掃

を行い、保育園の屋内・外とも、清潔に保たれています。 

・こまめに窓の開閉を行い換気するとともに、各保育室に空気清浄機・加

湿器を設置しています。温・湿度の管理は、温・湿度計を用い、冷暖房

で調整をしています。 

・保育室はワンルームを仕切って用いているため、音が通りやすい構造で

すが、保育士は連携し、必要に応じてパーテーションや可動式棚で仕切

る、廊下や事務室を利用する、活動の時間を調整し他のクラスが外に出

ているときに音楽や静かな活動を行うなどの工夫をしています。 

・沐浴設備、温水シャワーの設備があり、清潔に保たれています。 

・保育室は、可動式棚やパーテーション、マット等を用いてコーナーを作

り、小集団保育が行えるようにしています。廊下に絵本コーナーなどを

作り、異年齢児間で交流できるようにしています。また、4・5歳児が

年下のクラスの着替えや布団敷き、布団の片付け、寝かせつけの手伝い

を行い交流しています。 

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 
 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

保育目標を設定し、それに応じ

・0・1歳児については個別指導計画を作成しています。2歳児以上につ

いても、特別な課題がある場合には個別に指導計画を作成しています。

個別指導計画は毎月のカリキュラム会議で話し合い、作成・評価・見直
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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。 

しをしています。また、必要に応じて、クラス会議、給食会議、職員会

議等で、随時子どもの状況について話し合い、計画の変更・見直しを柔

軟に行っています。 

・子どもや家庭の個別の状況や要望は、入園時に保護者に児童調査票、児

童健康調査票に記載してもらっています。入園後の子どもの成長発達

の様子は、児童表に記録し、年 2 回発達経過表にまとめています。子

どもに関する記録内容は職員会議、カリキュラム会議等において全職

員で共有しています。子どもの記録は的確に整理され、ファイルに分か

りやすくまとめられていて、職員は必要に応じて確認することができ

ます。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 
 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報

が職員間で共有化されている

か。 

(2) 障害児保育のための環境整備、

保育内容の配慮を行っている

か。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

(4) アレルギー疾患のある子どもへ

の適切な対応ができているか。 

(5) 外国籍や帰国子女など、文化の

異なる子どもに対して適切な配

慮がされているか。 

・障がいなどさまざまな課題を抱える子どもを受け入れる姿勢がありま

す。 

・個別のケースについて、職員会議、ケース会議、カリキュラム会議で話

し合われ、記録されています。 

・園内は段差のないバリアフリー構造になっていて、手すりや車いすトイ

レなどの設備があります。 

・月 1 回運営法人が契約する臨床心理士の巡回があり、助言や指導を受

けています。また、当該児の保護者の同意を得て、地域療育センターあ

おばの巡回指導を受けています。保育士は障がい児保育についての外

部研修に参加し、職員会議で内容を報告・共有しています。 

・「虐待対応マニュアル」を整備し、虐待の定義、チェック方法、対応な

どについての園内研修を行い、職員に周知しています。虐待が明白にな

った場合や疑わしい場合、見守りが必要な場合は、北部児童相談所や青

葉区役所と連携をとることになっています。園長や保育士は保護者と

のコミュニケーションに努め、保護者の気持ちを受け止め相談にのる

ことにより、虐待の予防にもつなげるよう努めています。 

・食物アレルギーがある場合は、主治医による「保育所におけるアレルギ

ー疾患生活管理指導表」「除去食申請書」を提出してもらい、除去食を

提供しています。当該の子どもの保護者には、献立について事前に食材

と内容を確認してもらっています。職員間では対応について「アレルギ

ー食提供における一日のフロー」と「食物アレルギー児の除去食対応シ

ート」を作成し共有できるようにしています。除去食提供にあたって

は、専用トレー、食器、テーブルを使用し、保育士が傍につくなどの配

慮をし、誤食を防いでいます。 

・人権マニュアルに、外国籍など文化の異なる子どもに対しての対応につ

いて記載し、文化や生活習慣、考え方の違いを尊重する姿勢を明記して

いますが、今までのところ事例がありません。今後意思疎通が困難なケ

ースが発生した場合には、通訳ボランティアを頼むなどの準備はあり

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。 

・苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長で、入園のしおりに明記

するとともに、「苦情解決システム」のフローチャートを玄関に掲示し

ています。第三者委員や外部機関の苦情解決窓口（青葉区福祉保健セン

ターなど）についても周知しています。 

・玄関に意見箱「スマイルボックス」を設置するとともに、懇談会や個人

面談で保護者の要望や苦情を聞いています。また、夏祭りや運動会、給

食試食会等の行事後や年度末にアンケートを実施し、保護者の意見・要

望を把握しています。 

・要望や苦情を受け付け対応するための「苦情解決マニュアル」が整備さ

れています。要望や苦情は職員会議で話し合い、原因と対応策を検討し

ています。また、「苦情報告書」「相談記録」「事務日誌」に記載し、デ

ータとして運営に生かされています。 

 

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。 

・保育室をパーテーション、マット、テーブルなどで仕切り、子どもたち

が落ち着いて遊べる環境を作っています。おもちゃ、絵本は子どもの目

線に合わせた棚に並べられ、子どもが自由に選んで取り出して遊べる

ようになっています。 

・自由に遊べる時間が十分にとってあり、子どもたちは保育士の作った冠

や変身ベルトなどを使ってごっこ遊びをしたり、数人でブロック、オセ

ロなどをしたり、テーブルに座って絵を描いたり、折り紙をして遊んで

います。保育士は子どもたち一人一人が興味を持って遊べるよう見守

り、必要なときには声をかけています。 

・プランターを利用して花や野菜の栽培を行っています。育てている花の

観察記録を玄関に掲示したり、収穫した野菜は手で触れたり、製作活動

に利用したり、食べたりしています。秋には農園でサツマイモを収穫す

る機会を設けています。 

・保育プログラムの中に体操活動、リズム遊び、造形活動、手遊び、わら

べ歌などが取り入れられており、さまざまな場面で子どもたちが自分

の気持ちを自由に表現できるよう配慮しています。 

・子ども同士のけんか等について保育士は危険がないよう注意深く見守

り、子ども同士で解決できるよう支援をしています。言葉で上手く伝え

られない気持ちを代弁したり、じっくり話を聞き、子ども同士が納得し
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(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。 

て、「ごめんね」「いいよ」が言えるよう働きかけています。 

・日常的に異年齢（３歳児～５歳児）で活動をしています。散歩に出ると

きは異年齢で手をつなぎ兄弟のようなかかわりが持てるようにしてい

ます。日々の生活の中で年上の子どもが年下の子どものけんかの仲裁

をしている姿が見受けられます。 

・晴れていれば毎日散歩や屋外活動の時間を取っています。子どもたちは

公園を走り回り鬼ごっこをしたり、屋上や通路でのプール遊びなどを

して元気に遊んでいます。 

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。 

・保育士は食が進まない子どもに対して声がけを行い、励ましたり褒めた

りし、楽しい雰囲気で食事ができるようにしています。子どもの苦手な

食材が出ているときは、子どもの様子を見ながらおかずの量を減らし、

子どもが無理なく食べられると思える量にしています。 

・食材はできるだけ国産のものを使うようにし、定期的に放射線量の計測

を行っています。 

・食器は強化磁器のものを使用し、子どもの成長に合わせた大きさや形状

のものとなっています。 

・子どもの苦手な野菜などは汁物の具として使い、副菜の量を調整した

り、野菜サラダや野菜のあえ物には子どもたちの好きなツナやハムを

入れ食べやすくしています。 

・残食状況は「給食日誌」に記載するとともに、毎月開催される給食会議

で喫食状況の確認や保育士の感想を聞くなどして、次回の献立作成に

役立てています。 

・毎月「給食だより」「献立表」を作成し、保護者に配布しています。献

立表は離乳食（初期・中期・後期・完了期）・乳幼児食・夕捕食・アレ

ルギー個別対応食に分かれています。 

・事務室前の玄関に、その日の給食のサンプルを最終降園時まで展示する

とともに、月ごとのレシピを給食サンプルケースの前に用意し、保護者

が自由に持ち帰れるようにしています。 

・午睡の前には少し暗い場所で発達に合ったおだやかな本の読み聞かせ

を行い、気持ちを落ち着かせ眠りやすい状態になるようにした後、布団

に入るようにしています。 

・保育園で行っている 1 時間ごとのトイレでの排尿の成功や、午睡あけ

のオムツの状態などの様子を送迎時や連絡帳で保護者に伝え、保護者

の意向を確認しながら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。 

・「保健衛生マニュアル」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。 

・「健康カード」「歯科健康診査表」に一人一人の健康診断・歯科健診の結



10 

 

(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。 

果を記録し、保護者に伝えています。 

・感染症への対応を明記した「保育所における感染症対策」をマニュアル

として活用し、保護者には入園時に配布している「入園のしおり」の中

で、対象疾病、出席停止期間の基準、休みどころの目安期間などを明記

し周知しています。 

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。 

・保健衛生マニュアル、清掃マニュアルがあり、内容の見直しを定期的に

行っています。 

・清掃は、マニュアルに基づき手順表、チェック表、当番表が用意されて

おり、常に清潔・適切な状態が保たれています。 

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。 

・安全に関する各種マニュアルがあり、職員に周知、研修を行っていま

す。 

・地震発生時の転倒防止のため室内にあるロッカー、棚には地震対策用シ

ートを敷いています。机、いすなどの備品を置いている前には安全対策

として仕切り板を置くなど工夫をしています。 

・職員は、消防署職員による救急救命法（心肺蘇生、AED）の訓練を隔

年で受けています。 

・年 1 回行われている総合引取り避難訓練では通報訓練、消火訓練を行

い、地域の避難場所である駅、公園に避難しています。 

・不審者対策訓練を年 4回以上行っています。 

・子どもの事故・けがに際しては、保護者や救急機関とすぐ連絡が取れる

体制が確立しています。子どもの事故・けがについては軽傷であって

も、送迎時に口頭で伝えたり、連絡帳に記載するなどして保護者に必ず

報告しています。また、事故やけががあったときには「ひやりはっと報

告書」「事故報告書」を作成し、原因や今後の対応などを記載するとと

もに全職員で情報を共有しています。 

・警備会社と契約し、緊急通報システムを導入しています。 

・玄関はオートロックの施錠となっており、訪問者が有るときには目視後

開錠しています。 

・不審者に関する情報は近隣小学校から直接連絡が入り、横浜市、青葉

区、警察からからは FAX が入るようになっています。 

 

【課題】 

・保護者アンケート結果から保護者が不審者侵入に対する不安を感じて

いることがうかがえます。保護者への安全対策についての説明と体制

の再点検を行うことが期待されます。 
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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。 

・子どもに対して威圧的な言葉遣いや無視が行われないよう、職員全員に

配布されている「サクセス保育者ナビ」を基に研修を行ったり、事例を

挙げて話し合いの場を設けたりして、職員間で相互に配慮できるよう

にしています。 

・保育室内をパーテーションで仕切ったり棚を移動させたりして、子ども

が友だちや保育士の視線を意識せず過ごせる空間を作っています。必

要に応じて廊下の隅にある絵本コーナーが自由に使えるようになって

います。 

・全職員に配布されているマニュアルには、守秘義務や個人情報取り扱い

に関する記述があり、周知されています。 

・個人情報に関する書類は事務室内にある鍵のかかる棚で保管し、個人情

報の園外への持ち出しは禁止、園内での取り扱いは園長の承諾を必要

としています。 

・子どもや保護者に対して父親・母親の役割を固定的にとらえた話し方を

行わず、「家族の方」「おうちの方」などの呼称を用いています。 

 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 
 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行っ

ているか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

・保護者に対して、入園のしおりや保育案内のリーフレット、ホームペー

ジなどに保育方針を明記するとともに、入園時説明会、保護者懇談会に

おいて保育理念や保育方針を説明しています。また、新入園の保護者に

は重要事項（保育理念等を含む）を個別に事務室で説明しています。 

・乳児は毎日、幼児は必要に応じて、個々の保護者と連絡帳を使い情報の

交換をしています。加えて送迎時に子どもの様子を直接口頭で伝える

ようにしています。担任の職員が不在の場合でも伝えたいことなどが

確実に伝わるように、共有ノート（保護者に伝えたいことを誰でもなん

でも書くノート）を用意し、伝え漏れがないように工夫しています。ま

た、個人面談の日を年 2 回設けるとともに、保護者の希望したときや

園が必要と感じたときも随時個別の面談を実施しています。 

・保護者から相談を受けた場合、相談は職員一人で対処するのみではな

く、職員が連携を取りチームとして解決できるようにしています。園

長・主任からも適切な助言が受けられるようになっています。 

・園だより、献立給食だより、クラスだより、保健だよりなどを毎月発行

し、子どもたちの園生活に関する情報を提供しています。日常の保育の

様子を写真に撮ってクラスに貼り出し、運営法人本部が管理している

「にじいろブログ」（保護者の同意を得て写真を掲載）でも子どもたち

の日々の様子を見ることができます。 

・年間行事予定表は、入園説明会時や前年度末に保護者に配布していま

す。 
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・保護者から申し出があるときには、保護者の活動のために園内の場所を

提供しています。 

 

【課題】 

・保護者会が組織されておらず、保護者の自主的活動は行われていませ

ん。 

 

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。 

・毎月の園開放「ふれあい遊びの会」や夏祭り、運動会などの行事の参加

者や見学者、育児相談、公園に遊びに来た親子連れとの交流などから、

地域の子育て支援ニーズを把握しています。また、地域の商店街との交

流からも情報を得ています。園長は、幼保小連携事業の研修や市や区の

園長会、ブロック会議、子育てサポートシステム研修会などに参加し、

こうした場からも地域の子育て支援ニーズの情報を把握しています。 

・月 1 回、地域に向けて園開放「ふれあい遊びの会」を実施し、リズム

や紙芝居、製作、公園での出前保育、保育士による離乳食講習会や試食

会などを行っています。「ふれあい遊びの会」では地域の子どもが園児

と交流することもあります。また、絵本の貸し出しも行っています。 

・地域の子育て支援イベント「なしかちゃん広場」に職員が参加し、出前

保育や育児相談を行っています。 

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。 

・毎週月曜日に育児相談を実施していて、園の門扉にその旨を掲示してい

ます。また、「ふれあい遊びの会」の参加者や見学者の育児相談にも応

じています。 

・門扉に施設情報、育児相談、行事などの案内をするとともに、駅、交番、

スーパー、商店街などに園の行事のポスターを掲示しています。散歩先

の公園で保育士がチラシを配ることもあります。 

・青葉区福祉保健センター、地域療育センターあおば、北部児童相談所、

こども医療センターなどの関係機関のリストがあり、事務室に掲示し

職員はいつでも見ることができます。関係機関との連携の担当者は園

長で、日常的な連携ができています。 
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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。 

・人形劇、夏祭り、運動会などの園の行事に地域住民の参加を呼びかけて

います。地域の商店会や近隣小学校と連携して、花壇の管理や清掃活動

に 5歳児が参加しています。 

・ビルの防災訓練に子どもも一緒に参加しています。また、隣の院内保育

施設の子どもたちを園の行事に招待したり、イモ掘りのサツマイモを

おすそわけしたりしています。 

・図書館、電車とバスの博物館、アートフォーラムあざみ野などの地域の

文化・レクリエーション施設を日常的に利用しています。保育士と子ど

もたちは、散歩や買い物のときに、地域住民とあいさつを交わし交流し

ています。 

・子どもたちは、近隣の公立保育園や、隣接する院内保育施設、法人の姉

妹園の子どもたちと交流しています。また、5歳児が小学校へ見学に行

ったり、運動会に参加したりし交流しています。 

・近隣の病院の健康に関するイベント、消防署の地域避難訓練、青葉区子

育て支援イベント「なしかちゃん広場」に子どもたちが参加していま

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。 

・パンフレット、リーフレット、ホームページに、サービスの内容、料金、

職員体制等必要な園の情報を提供しています。横浜市のホームページ

「はぴねすぽっと」や、地域子育て支援拠点の情報誌に園の情報を掲載

しています。また、青葉区の保育園紹介のパネル展で園の情報を展示し

ています。 

・利用希望者の問い合わせにはいつでも対応できるようになっていて、リ

ーフレットを用い、園長が説明しています。また、随時見学ができるこ

とを案内しています。見学の日時は希望者の希望日を最優先としてい

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のためのマニュアルがあり、それに

基づきオリエンテーションで保育所の方針、利用者への配慮等を説明

しています。守秘義務については説明の上、「個人情報の漏えい防止誓

約書」をとっています。 

・ボランティア受け入れの担当は園長、主任で、受け入れ時の記録が整備

されています。ボランティア終了時には、ボランティアよりアンケート
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をとるとともに、感想や意見を聞いています。 

・読み聞かせのボランティアグループとは定期的に交流しています。ま

た、中学生の体験学習、高校生のインターンシップを受け入れていま

す。 

・専門学校、短大、大学などの実習生を受け入れています。実習生受け入

れ担当は主任で、実習生の希望を聞きプログラムを工夫し、実習の目的

に応じ効果的な実習が行われるようにしています。実習中は、ほぼ毎日

反省・意見交換の時間をとり、実習生の感想を聞いています。 

 

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。 

・園の人材管理は園長と運営法人の連携によって行い、必要な場合は、運

営法人が人材の補充や採用を行います。園の理念・方針を踏まえた人材

育成のための年間計画を作成し、職員は、個々の年間目標を自己評価シ

ートによって作成・評価し、園長との年 2 回の面談で確認・共有をし

ています。 

・園内研修は、「手作り玩具製作」「お散歩マップ作成」など定期的に実施

し、施設内研修報告書にまとめられています。園外研修は、運営法人主

催の研修のほか、青葉区の研修などへ積極的に参加しています。園外研

修は、園長からの勧めや本人の希望により参加しています。また、運営

法人主催の園長会・主任会において、各園を紹介する機会を設け、職員

の園内研修・園での取り組みを発表しています。 

・参加した研修の内容は、職員会議や園内研修での成果発表によって共有

され、職場に生かされています。研修の成果を振り返り、年度末に次年

度の園内研修計画が策定されます。 

・非常勤職員は、勤務予定表によりバランスよく常勤職員との組み合わせ

が決められます。非常勤職員も希望を出せば研修への参加ができるよ

うになっています。非常勤職員へも入職時に業務マニュアルとして「サ

クセス保育ナビ」が配布され、日々の出勤に応じて園長・主任・リーダ

ーが指導にあたっています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 
 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

でいるか。 

・職員の自己評価は、自己評価シート（チャレンジ共有シート、成長共有

シート）によって管理され、目標設定や振り返りがされています。職員

会議、カリキュラム会議などで、保育内容・サービスの見直しを行い、

日々の業務に生かしています。また、運営法人が委託している臨床心理
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(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。 

士の巡回指導が定期的にあり、職員の相談に対応しています。 

・保育月案、週案・日誌などについては、ねらい・計画・記録の書式が定

型化され、各々に自己評価としてのコメントを記入し、他の職員や主

任・園長と共有し、これを基に次の期の計画を作成しています。また、

毎月のカリキュラム会議でも保育についての見直しを行い、次の計画

作成に反映させています。 

・保育に関する各期の振り返りなどをもとに施設全体の自己評価を作成

し、玄関で閲覧できるようにしています。 

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。 

・マニュアル「にじいろガイド」に園長・主任・保育士・看護師・栄養士・

調理員それぞれに求められる業務内容が明記され、できる限り現場に

権限委譲しています。園長は、日常的なコミュニケーションを大切に

し、業務改善の提案・意見・相談など個々の職員の要望等をとらえられ

るよう努めています。また、次年度への意向調査において自由意見欄を

設け、意見を聞いています。さらに、休憩室に「なんでもノート」を置

き、自由に日々の気づきや意見を書いて共有しています。 

 

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。 

・全職員に配布されている「にじいろガイド」に法令遵守、規範、倫理等

が明文化され、内部研修で読み合わせを行い周知しています。園の「事

業計画書」「事業報告書」は玄関に置き、保護者が閲覧できるようにな

っています。他施設での不正や不適切な事案等は、職員会議、共有ボー

ドで情報共有するほか、緊急会議を開催して啓発に努めています。 

・ゴミの分別回収が実践されています。夏場はひょうたん、朝顔でのグリ

ーンカーテンなどを作り緑化の推進を行っています。玄関、洗面台、ト

イレなどに「節電」の掲示を行うなど、省エネにつながる心がけに取り

組んでいます。また、「環境への取り組み」を明文化し、職員に意識づ

けしているほか、幼児クラスでは環境への配慮に関する話をしていま

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。 

・理念・基本方針は、玄関、休憩室、事務室、各クラスなどに掲示してい

ます。マニュアル「にじいろガイド」にも掲載し、全職員に配布してい

ます。また、職員会議や個々の面談等を通じても職員に説明し、入社時
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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。 

の新人研修、新年度の職員会議や研修、園長面談などで理解度の確認を

行っています。 

・重要な決定・変更は、職員に対しては職員会議で説明し、保護者に対し

ては、書面配布、懇談会や説明会で説明しています。 

・運営法人主催で主任・リーダー育成会議・研修が計画され、定期的に開

催されています。主任はフリーの立場で、要請があったときや必要を感

じたときなど、必要に応じて各クラスに入る仕組みができています。こ

れによって園全体の把握と、各クラスの保育士とのコミュニケーショ

ンが成り立っています。主任は、職員会議のほか、乳幼児カリキュラム

会議、給食会議、園内研修に参加し、職員への助言・指導の機会にして

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、メディア情報のほか、運営法人園長会、

横浜市保育園長会、青葉区園長会などから収集し分析しています。重要

な情報については、運営法人主催の園長会議で討議共有し、重点改善課

題として設定しています。改善課題のは職員会議で共有し、また必要に

応じて検討会議を開いています。 

・中長期計画は、運営法人主体で協議し策定しています。 

・運営法人には、公認会計士、弁護士などとのつながりがあり、運営につ

いて外部専門家の意見を取り入れています。 
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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 6月 29日～７月13日 

●実施方法   

① 保育園から全園児の保護者に直接配付し、回答を依頼。 

② 各保護者より、同封の返送用封筒で、評価機関あてに無記名で返送。 

●回収率    

51.0% （49枚配付、25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】 

・園の目標や保育方針については、「よく知っている」、「まあ知っている」と答えた保護者の割合は合わせて

84％ですが、その中ですべての方がその保育目標や保育方針に「賛同できる」（76.2％）または「まあ賛

同できる」（23.8％）のいずれかと答えていました。 

・入園時の状況についての満足度は、「お子さんの様子や成育歴を聞く対応」の100％をはじめとして、だい

たいの項目で96％以上と高くなっています。 

・日常の保育内容では、すべての項目が約90％以上と高い満足度となっています。中でも「基本的生活習慣

の自立に向けての取り組み」「昼寝や休憩が状況に応じて対応されているか」「体調への気配り」が 100％

と「生活」に関する満足度がきわめて高いです。 

・保護者との交流については、「保護者懇談会や個別面談による話し合いの機会」「園だよりや掲示による情報

提供」「行事の開催日や時間帯への配慮」「保護者からの相談ごとへの対応」についてが96％と高い満足度

です。 

・職員の対応については、「アレルギーや障害のあるお子さんへの配慮」の項目は満足度が 76％と比較的に

低くなっていますが、「その他」が 16％と高く、その理由として「該当しないので分からない」という記

載が複数あります。 

・一方、快適さや安全対策の面では「施設設備」について36％、「外部からの不審者侵入を防ぐ対策」に20％、

「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16％の保護者が、「不満」「どちらかといえば

不満」と答えています。マンションの一階にあり園庭がないなど、園の構造上の問題も影響していると考え

られます。 

・総合的な満足度では、「満足」が 60％、「どちらかといえば満足」が 36％、合わせて 96％と高い満足度

でした。自由意見欄には「狭く限られたスペースでよくやっていただいていると思います」「園庭がなくて

も、夏はプール、毎日公園へ行き元気いっぱい遊んでいるようです」などの感謝の声が複数あります。一方、

「もっと学びの場を増やしていただけたら良いなと思う」「普段の生活の姿を見学したい」等の意見もあり

ました。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度は、「園と保護者との連携・交流について」の98.2 %を始めとして、「快適さや安全

対策などについて」の79.8％を除く、他の全ての大問で90％を超えていました。 



■ 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

16.0%

まあ知っている

68.0%

どちらとも

⾔えない

12.0%

あまり

知らない

4.0%

賛同できる

76.2%

まあ

賛同できる

23.8%
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■ 保育園のサービス内容について （%）

問２ ⼊園時の状況について 満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

⾒学の受け⼊れについて 68.0 20.0 4.0 0.0 8.0 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

52.0 40.0 4.0 0.0 4.0 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 52.0 44.0 4.0 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

60.0 40.0 0.0 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

56.0 40.0 4.0 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）

60.0 36.0 4.0 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 64.0 28.0 8.0 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

36.0 52.0 8.0 4.0 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

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）

60.0 36.0 0.0 0.0 4.0 0.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

56.0 40.0 4.0 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）

56.0 32.0 8.0 0.0 4.0 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

60.0 28.0 0.0 8.0 4.0 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

52.0 44.0 0.0 4.0 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

36.0 52.0 8.0 0.0 4.0 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 80.0 16.0 4.0 0.0 0.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

76.0 12.0 12.0 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

76.0 24.0 0.0 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

68.0 32.0 0.0 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

64.0 28.0 0.0 0.0 8.0 0.0

お⼦さんの体調への気配りについては 80.0 20.0 0.0 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

56.0 36.0 4.0 4.0 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

21



問５ 快適さや安全対策などについて
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

施設設備については 20.0 36.0 28.0 8.0 4.0 4.0
お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰囲気
になっているかについては

32.0 48.0 16.0 0.0 0.0 4.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

32.0 44.0 16.0 4.0 0.0 4.0

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

56.0 36.0 4.0 0.0 0.0 4.0

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

56.0 40.0 0.0 0.0 0.0 4.0

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

68.0 28.0 0.0 0.0 0.0 4.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

64.0 32.0 0.0 0.0 0.0 4.0

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

56.0 32.0 8.0 0.0 0.0 4.0

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

48.0 44.0 0.0 0.0 4.0 4.0

保護者からの相談事への対応には 56.0 40.0 0.0 0.0 0.0 4.0
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

52.0 36.0 4.0 0.0 4.0 4.0

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

72.0 24.0 0.0 4.0 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

76.0 16.0 8.0 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

52.0 24.0 4.0 0.0 16.0 4.0

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

80.0 12.0 4.0 0.0 4.0 0.0

意⾒や要望への対応については 60.0 32.0 4.0 0.0 0.0 4.0

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

60.0%

どちらかと

いえば満⾜

36.0%

無回答

4.0%
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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 59.4 96.6
問３ 年間の計画について 50.0 90.0
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 54.8 94.5
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 72.2 96.6
問５ 快適さや安全対策などについて 36.7 79.8
問６ 園と保護者との連携・交流について 60.2 98.2
問７ 職員の対応について 71.8 94.9

※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
.747
.735
.731
.719
.680

※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：意⾒や要望への対応については
問５：施設設備については
問４：⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかについては

 中項⽬

設問項⽬
問２：保育園での１⽇の過ごし⽅についての説明には
問６：保護者からの相談事への対応には

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：8月 26日（水）、8月27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歳児クラス 

 朝は抱っこから始まります。保育士から「ごきげんはどうですか」「ピッピしようか」（検温）などと話し

かけられています。月齢に応じて順番に、柵で仕切られた場所にあるテーブルでおやつを食べます。 

今日の遊びの時間は子どもたちのお気に入りのボールプール遊びでした。一人用のプールに入ってボール

をつかんでは投げて笑ったり、少し大きめのプールに二人で入って、プール内でゴロンゴロンしたり、足で

ボールをトントンしたりと、それぞれが楽しそうに遊んでいます。ボールプールの横では、保育士の作った

おもちゃを重ねて雪だるまを作った子どもが、保育士から「自分でのっけたの。すごいねぇ」と声をかけて

もらいうれしそうにしています。 

年長児たちがラジオ体操の時間になると、子どもたちは一生懸命に聞き耳を立て、見よう見まねで体を動

かしています。まだまだリズムには乗れませんが、年上の子どもたちと同じことをすることを楽しんでいま

す。 

子どもたちは年上の子どもたちからたくさんの刺激を受けたり、保育士からたくさん話しかけられたり褒

められたり遊んでもらったりして、ゆったりと満ち足りた時間を過ごしています。 

 

●1歳児クラス 

 朝のおやつまでは自由に遊びます。電車をつなげて走らせる子ども、ブロックでメガネを作って穴からの

ぞいてみる子ども、友達と絵本を見る子ども、ウロウロと保育室を歩きまわる子ども、とそれぞれが好きな

ことをして落ち着いて過ごしています。保育士に絵本を読んでもらう子どももいます。 

 朝のおやつの後は散歩に出かけます。自動販売機のジュースを見てどれが飲みたいか話したり、セミの声

でどの木にいるのか探したり、足元の草やアリを眺めたりと、子どもたちは見るもの聞くものすべてに興味

を示しながら公園を目指します。公園につくと段ボールの「電車」に交互に乗って、公園を一周します。途

中でセミやドングリ、砂場に興味がわき、「電車」から降りる子どももいて、電車が２周するころにはほと

んどの子どもがいなくなります。砂場で遊ぶグループ、公園を保育士と走りまわるグループ、虫を探したり

ドングリを拾ったりするグループと、それぞれの興味に合わせていくつかのグループに分かれます。おもち

ゃの取り合いなど小競り合いはあるもののけんかになることはなく、それぞれ好きな遊びを楽しんでいます。 

 食事は、テーブルをみんなで囲んで食べます。上手にスプーンを使える子どもが多く、自分のペースでゆ

ったりと食べます。外遊びで疲れたのか途中で眠くなる子どももいますが、保育士に褒められたり声をかけ

られたりしながら、みんな最後まで食べました。 

 

●2歳児クラス 

朝の時間が始まるまで、保育士が絵本の読み聞かせをしています。子どもたちは静かに聞いています。今

日は雨で外遊びができないため粘土遊びです。こぶし大にした粘土を配られた子どもたちは、保育士の「ま

ず、丸めてみましょう」という言葉に小さな手で粘土を丸くしていきます。みんな夢中になって粘土を丸め

ていきます。保育士からの「次は粘土を少しとって小さな丸を作ってください」の声で、子どもたちは一生

懸命粘土をちぎり始めます。上手くいかず保育士に手伝ってもらう子ども、上手くいったのを保育士に見て

もらおうとする子ども、みんな真剣に粘土に向かっています。 

粘土に飽きると休憩時間です。手を洗ったりトイレに行ったりお茶を飲んだりと思い思いに過ごしていま

す。粘土遊びの次はぬり絵です。「すいか」「いちご」「てんとう虫」など好きな図柄を選び、クレヨンで塗

り絵を始めます。隣のスペースでは4・5歳児が音楽を楽しんでいますが、２歳児たちは音楽に気を取られ
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ることなく、黙々と塗り絵をしています。真剣な顔つきでフチを取ったり、はみ出さないように塗ったりし

ています。1枚の絵にかける時間はまちまちで、2～3枚の塗り絵を済ませる子どももいます。 

 

●3歳児クラス 

今日の予定は室内での運動遊びと公園への散歩です。朝の「おはようの歌」から一日が始まります。出欠

を取った後、保育士から今日の予定が発表されました。今日の運動遊びはマット運動と跳び箱です。4・5

歳児が散歩に出るのを待って、4・5歳児の活動スペースで行われました。運動の先生は、分かりやすい話

しかけで「ふざけるとケガにつながります」など今日の約束の確認をし、マット運動を始めます。準備体操、

前転運動と順番に行い、その度に先生とハイタッチをします。跳び箱では、「飛び降りたときに手をつかな

いように」という合言葉に、うまくできると先生から大きな丸のサインをもらいます。子どもたちは、先生

からのOKサインに自信を得て次から次へとチャレンジしていきます。 

体操の時間が終わると散歩に出発です。目的地はよく行っている近所の公園です。公園には大きな木がた

くさんあり、セミがたくさん鳴いています。子どもたちは、保育士を取り囲むようにセミを探したりトンボ

を追いかけたりしながら公園を一回りします。「鉄棒やりたい」という一人の園児の声で、みんなで鉄棒遊

びが始まります。園に帰る道筋では、大きなクモを見つけ、立ち止まって好奇心旺盛なおしゃべりが始まり

ます。3歳児クラスは人数が少ないこともあり、子どもたちの絆も強く、みんな一緒に楽しむことが多くな

っています。 

 

●4歳児クラス ５歳児クラス 

朝の会は３・４・５歳児合同で行います。当番が前に出てあいさつするとインタビューが始まります。質

問は子どもたちが考えます。お当番の中には照れて上手に答えられない子どももいますが、保育士に手伝っ

てもらい、自分の言いたい答えを言うことができました。朝の会の最後は歌です。みんな歌は大好きで、振

りをつける子どももいて、とても楽しそうです。 

 今日の活動はリズム遊びでした。雨で外遊びができないので、４歳児も参加します。保育士が「かぼちゃ」

と言いながらリズムに合わせて身体を動かすと子どもたちは真似をします。最初は座って手を動かすだけで

すが、だんだんと難度があがり、全身の動きになります。子どもたちもだんだん集中し、真剣な表情で一生

懸命についていきます。4歳児の中には戸惑う子どももいますが、5歳児は保育士の指示に従って動くこと

ができます。4拍子、8拍子のリズムに合わせて足や手を動かす「四分ちゃん、八分ちゃん」でも一生懸命

リズムを取ります。手と足で違うリズムを取る難しい動作も元気にがんばります。 

 リズムで身体を動かした後は自由遊びです。二人でおしゃべりしながらブロックに取り組む子ども、一人

で黙々とブロックの大きな作品を作る子ども、数人でオセロを楽しむ子ども、おままごとやお店屋さんごっ

こをする子どもとさまざまです。みんなそれぞれのペースで楽しみます。 

 二日目の観察日は体操の活動日でした。運動会に備えて組体操の練習を４・５歳児合同で行っています。

太鼓に合わせて大きな声でかけ声をかけながらⅤ字バランス、ヨット、ロケットなどを順に作っていきます。

上手くできなくて弱気な発言をする子ども、逃げ出そうとする子どもに対して保育士と体操の先生は辛抱強

く話しかけ、「練習することが大切なんだよ」と、伝えています。組体操のメインイベントはピラミッドで

す。土台になる子ども、上の段に上がる子ども、みんな真剣な顔をして取り組んでいます。子どもたちは保

育士にたくさん褒めてもらいながら、組体操の順番をしっかり覚え上手くできるようになってきています。 

体操の後は久しぶりの晴れ間を利用して散歩に出かけました。散歩には４歳児と５歳児が手をつないで出

かけます。安全に配慮して５歳児が道路際を歩いています。木にとまっているセミの位置を教えたりするよ

うな兄弟のような微笑ましい光景が随所で見られます。散歩中は商店のディスプレイ、道に生えている草花、

通っている車などいろいろなことに興味を示し、列が長くなったり止まったりしますが、子ども同士が「早

く行って」「信号の所はみんなそろわないとダメなんだよ」などと声かけを行って元の状態に戻したりして

います。 

食事は好きなテーブルで食べます。座りたい席に座れないときもありますが、じゃんけんや話し合いで解

決します。みんな楽しくおしゃべりしながら食事しています。 
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施設全職員が自己評価実施に携わる機会をいただきました。保育の様々な視点から振

り返りを行うことで、園の方針・あり方・ニーズを改めて意識し学び、職員間のコミュ

ニケーションの場を多く作ることができました。 

 

又、保護者様にアンケートのご協力をいただき、信頼関係の積み重ねを感じることがで

きたことに、たいへん感謝しております。 

 

評価結果と向き合い、自園の自信がもてる特色、また目標とする課題が見えてきまし

た。子どもたちを中心に保護者・保育者・地域が温かく関わり見守ることで、子どもた

ちはたくさんの味方の存在を知ることができます。安心して遊べる環境（居場所）の工

夫で、子どもたちが輝くことを改めて実感しています。これからも、地域との良好な関

係づくりの継続と共に、施設の安全・防犯対策にもしっかりと意識を向け、利用者にと

って安心・安全であたたかい保育園づくりに努力してまいります。 

 

今回の第三者評価にあたり、ご尽力くださった機関関係者の方々に御礼申しあげま

す。 
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