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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 白百合会  西川島保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 12月 18日 （評価に要した期間）6か月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 職員個々人で自己評価票を自分の判断で記入して提出し、項目ごと

に集計した。 

② 4つのグループに分かれ、1項目ずつ意見交換をしながら自己評価

をまとめた。 

③ 4つのグループでまとめたものを園長と主任が最終的に確認し、園

全体の自己評価を完成させた。 

実施期間 

2015年 6月 8日～9月24日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（81 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 9月 1日～9月15日 

10月 13日～10月 18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 10月 13日 

    第 2日：2015年 10月 19日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：各クラス担任保育士6名、看護師1名、栄養士1名、     

非常勤職員1名、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 10月 13日 

    第 2日：2015年 10月 19日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

西川島保育園は、相鉄本線「鶴ヶ峰」駅からバスで「稲荷神社入口」下車、徒歩約 3 分の住宅地の中に

あります。1979 年（昭和 54 年）6月、横浜市により開設され、2013 年（平成 25 年）4月、社会福

祉法人白百合会に民間移管されました。 

園舎は鉄筋平屋建てで、保育室（６室）、調理室、事務室、職員休憩室、特別室などがあり、園庭には、

プール、ジャングルジム、すべり台、鉄棒、砂場などが備えられています。 

定員は90名（産休明け～5歳児）で、開園時間は、平日7:00～20:00、土曜日7:00～18:30 です。 

 保育理念を次のように定めています。 

１．子どもの最善の利益を求める「子どもの権利条約」を遵守し、児童憲章、児童福祉法を守り発展 

    させる。 

２．保育を必要とする乳児・幼児を養護・教育し、すべての子どもの発達を保障する。 

３．地域社会で子どもの育ちを最優先する立場から、施設開放、子育て中の育児不安等の相談など、保 

  育所を地域社会の有用な社会資源として活用を図る。 

４．激しく変化する社会の中で保育に対するニーズは複雑化し、さらに多様化しつつある。このニーズ 

    に応えていくことのできる広い社会的視野にたち、たえず保育内容の改善をすすめる。 

 保育目標は次の通りです。 

・元気に遊べる子ども 

・自分を表現し、工夫し、考える子ども 

・仲間と共感しあう、心豊かな子ども  

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは元気に遊びながら、さまざまなことを学んでいます。 

天気の良い日は、園庭や散歩先の公園などで、子どもたちは自分の好きなことをして楽しんでいます。公

園では、洞穴探検、木登り、鬼ごっこ、バーベキューごっこなど友達と一緒に遊んだり、木の実や落ち葉拾

い、虫取りなどを一人で熱心にやっている姿が見られます。園庭では、ジャングルジム、すべり台、自動車

乗り回しなど、身体を動かして遊んだり、砂場では、泥団子やケーキを作って楽しんでいます。室内の活動

でも、月2回、リズム遊びの時間があり、思いっきり身体を動かしています。 

また、園の畑やプランターで、モロヘイヤ・ナス・トマト・ほうれん草・ねぎ・小玉スイカなどを栽培し、

子どもたちは、苗を植え、育て、収穫する経験をしています。採れたものを給食で調理してもらって食べた

り、クッキングで利用したりしています。そのほか食育の一環として、パン・梅ジュース・梅干・味噌・切

り干し大根づくりなど、さまざまな経験をしています。動物に触れる機会として、蚕・金魚・カブトムシ・

アオムシ・カタツムリなどを飼育し、餌やり、水換えなどを通じて生命の大切さを学んでいます。 

園では、子どもたちが季節を感じられるように工夫をしています。例えば、給食の食材に、春はフキ、秋

は菊の花、冬は柚子を取り入れたり、七夕まつりやお月見の会などでは行事食を取り入れたりしています。

お正月には給食を重箱に入れてクラスに持って行き、秋には、園庭で採れたじゅず玉を紐でつなげる遊びに、

子どもたちが取り組んでいます。 
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【2】職員は、一人一人の子どもの気持ちを理解し、尊重するよう努めています。 

全職員が子ども一人一人の配慮すべきことや状況を、職員会議・クラス会議・乳児会議・幼児会議などを

通じて把握し、個別に対応するよう努めています。例えば、一斉活動のリズム遊びで、やりたくない子ども

がいたとき、誘いかけの声はかけますが、無理に参加させることはありません。また、リズム遊びのとき保

育士も子どもたちと一緒に床をゴロゴロ転がったり、鬼ごっこでは一緒に走り回ったりして、子どもの気持

ちを自分でも感じ取れるようにしています。そのほかの場面でも、子どもの目線に立って気持ちを理解する

ように努め、年齢や発達にふさわしいおもちゃや絵本の提供につなげています。 

 

【3】地域との交流に力を入れています。 

子育て支援として、一時保育・交流保育・ランチ交流・園庭開放・プール開放・絵本貸し出し・育児講座・

育児相談など、多数の支援を行っています。また、運動会・七夕・お月見の会・節分などの園の行事に地域

の方々を招待しています。さらに、「お話しボランティア」の方が毎月1回来園したり、「応援隊」（縫い物・

畑作業・草取り・行事の手伝いなどのボランティアグループ）の方々が度々訪れるなど、さまざまな方が来

園しています。 

一方、子どもたちが園外に出て地域の人々と触れ合う機会も多く設けています。日々の保育の中で、散歩

のときに行きあう人々とあいさつを交わし、花や野菜をもらうこともあります。園の夏まつりのときは、子

どもたちが神輿をかついで町内を練り歩き、多くの方々から声援をもらっています。また、夕涼み会の夕食

材料や節分のときにつかうイワシなどを買いに、子どもたちが近所の店に出かけています。 

また、鶴ヶ峰地区の保育所等が合同で行っている地域支援事業「つるがみネット」の活動に子どもたちが

参加しています。例えば、５歳児が、就学準備の一環として、保育所ごとのグループ分けではなく、小学校

の学区に分かれて、リズム遊びやドッジボール大会をしています。さらに、「つるがみネット」が行う「親

子で遊ぼう会」や近隣の「子育てひろば」へ園の職員が参画するなど、地域との交流に力を入れています。 

 

●改善・工夫が期待される点 

【1】非常勤職員への人材育成の取り組み 

運営法人内研修や横浜市などが行う外部研修に、勤務シフトや勤務時間帯などの都合で、非常勤職員の参

加はほとんどないのが現状です。また、健康管理・衛生管理・安全管理のマニュアル読み合わせなどの園内

研修には非常勤職員も参加していますが、その他の研修にはほとんど参加がありません。例えば、園内研修

を非常勤職員の多数が参加できる時間帯に行うなどの工夫が期待されます。しかし、勤務シフトや勤務時間

帯を調整することは、直ちには対応できない可能性があります。そこで、常勤職員に課している自己目標の

設定・達成度評価を、非常勤職員にも課すようにし、研修・指導充実への第一歩とすることが考えられます。 

 

【2】外部からの不審者侵入防止対策  

園の出入り口は、登園・降園時間帯を除いて施錠しています。しかし、閉門しているはずの時間帯に施錠

されていないことがあったり、開錠されている登園・降園の時間帯には保護者以外でも入れてしまう恐れが

あります。不審者侵入をより確実に防ぐ対策を検討することが期待されます。 
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 分類別評価結果  

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

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

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育課程等の作成 

(1) 保育の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものになってお

り、全職員が理解し、実践してい

るか。 

(2) 保育課程は、保育の基本方針に基

づき、子どもの最善の利益を第一

義にして作成されているか。 

(3) 日常の保育を通して子どもの意

見や意思を汲み取る努力をし、指

導計画に反映させているか。 

・保育理念は次の通りです。 

 １．子どもの最善の利益を求める「子どもの権利条約」を遵守し、児童

憲章、児童福祉法を守り発展させる。 

 ２．保育を必要とする乳児・幼児を養護・教育し、すべての子どもの発

達を保障する。 

 ３．地域社会で子どもの育ちを最優先する立場から、施設開放、子育て

中の育児不安等の相談など、保育所を地域社会の有用な社会資源と

して活用を図る。 

 ４．激しく変化する社会の中で保育に対するニーズは複雑化し、さらに

多様化しつつある。このニーズに応えていくことのできる広い社会

的視野にたち、たえず保育内容の改善をすすめる。 

・保育目標を次のように定めています。 

 ・元気に遊べる子ども  

    心身を使い、思い切り遊べる子ども  

 ・自分を表現し、工夫し、考える子ども  

    自己表現をしっかりとして、集団の中で工夫し、考え行動できる

    子ども 

 ・仲間と共感しあう、心豊かな子ども  

    友達が大好きで思いやりのある心を持ち、感性豊かな子ども 

・保育理念や保育目標、保育姿勢を事務室内や廊下に掲示しています。年

度はじめの職員会議やカリキュラム会議で、園長が職員に説明していま

す。 

・保育課程は、子どもの利益を第一義にし、保護者には入園時に説明して

いるほか、各保育室に掲示し周知しています。 

・保育課程に基づき、年齢ごとに年間指導計画、月間指導計画、週案を作

成しています。 

・日々の保育の中で、職員は子どもの態度・表情・仕草などから興味・関

心をくみ取ったり、子どもの意見・要望を聞いたりして、月間指導計画
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や週案などの見直しに生かすようにしています。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

(1) 入園前や入園後すぐに子どもの

発達状況や課題を把握している

か。 

(2) 新入園児受け入れ時の配慮を十

分しているか。 

(3) 子どもの発達や状況に応じて指

導計画を作成しているか。 

・入園説明会後、保護者と個別に面談し、あらかじめ保護者に記入してき

てもらった子どもの成育歴や家庭での様子、家庭の状況などをベースに、

子どもについて詳しく聞き取っています。また面談の際に、子どもの様

子を観察して把握しています。 

・短縮保育（ならし保育）は、原則として1週間ですが、家庭の状況や子

どもの様子などを配慮し、個別に柔軟に対応しています。 

・0、1、2歳児は、連絡ノートを用いて、毎日保護者と連絡をとっていま

す。3歳児以上は、必要が生じたときに連絡しています。 

・子どもの発達や状況に応じて、月間指導計画や週案の作成・評価・見直

しを行っています。評価・改訂にあたっては、行事後のアンケート、ク

ラス懇談会、年1回の保育全般に関する保護者アンケートなどから保護

者の意向を把握し、指導計画に反映させるようにしています。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

(1) 子どもが快適に過ごせるような

環境（清潔さ、採光、換気、照明

等）への配慮がなされているか。 

(2) 沐浴設備、温水シャワーなど体を

清潔にできる設備があるか。 

(3) 子どもの発達に応じた環境が確

保されているか。 

・マニュアルに基づき、毎日清掃が行われ、屋内・外とも清潔に保たれて

います。 

・エアコン、加湿器、空気清浄器を設置し、適切な温湿度となるように管

理しています。 

・各保育室とも壁で仕切られているので、他クラスの音が活動の妨げにな

ることはほとんどありませんが、気になる場合は、職員間で注意し合っ

ています。 

・沐浴設備、温水シャワーなどの設備の管理、清掃は十分に行われていま

す。夏季に汗をかいたときなどに使っています。また、おもらしをした

ときは、必ず温水シャワーを使ってお尻を洗うようにしています。 

・各保育室とも、背の低い棚などを用いて区切ったり、マットを敷いたり

して、小集団活動が行われるよう、保育室の使い方を工夫しています。

・食事の場所と寝る場所は、別々にしています。 

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

保育目標を設定し、それに応じた

個別指導計画を作成しているか。 

(2) 子ども一人一人の発達の過程に

応じた対応をし、その記録がある

か。 

・0、1、2歳児に対しては、毎月個別指導計画を作成しています。 

・幼児の場合は、特別な課題がある子どもについて、３か月ごとに個別指

導計画を作成しています。 

・離乳食の進め方、トイレットトレーニングの開始時期など、保護者と連

携をとり、個別指導計画に反映させています。 

・子どもや家庭の個別の状況・要望や、子どもの成長発達記録は、個人別

にファイルし、全職員が見ることができるようにしています。夜間・休

日など閉園時は、保管棚に鍵をかけています。 
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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。 

・職員は、特に配慮を要する子どもの保育や障がい児保育に関する法人内

研修や、横浜市などが行う研修に参加しています。参加した職員は報告

書を作成し、職員会議で発表するほか、欠席した職員も知ることができ

るよう回覧しています。 

・障がいのある子どもに対して、個別指導計画を作成しています。障がい

の特性を考慮し、日々の保育の中で、絵カードやシールなどを用いるこ

ともあります。 

・職員は、ありのままの子ども一人一人を大切に受け止め、個人差を尊重

しています。子どもたちも、障がいのある子もその他の子もお互いに認

めあい、自然に接しています。例えば、5歳児のパンつくりの時間では、

難しそうな作業で、障がいのある友達へさりげなく手を添えてあげる姿

が見られました。 

・虐待対応マニュアルを作成しています。その中で虐待の定義を記載し、

職員に周知しています。 

・虐待が明白になった場合や、虐待が疑わしい場合・見守りが必要な場合

には、旭区役所に通告・相談し、連携して対応することとしています。

・アレルギー疾患のある子どもの場合、かかりつけ医の診断書や指示に基

づき、保護者と話し合い、適切な対応をしています。 

・食物アレルギーのある子どもの場合、翌月の給食献立が決まった段階で

保護者に連絡し、除去すべき食材などを確認しています。 

・除去食を提供する場合は、専用の食器・色のついたトレーを用い、名札

をつけています。保育室では、他の子どもたちと離れた席でとるように

しています。 

・外国籍の子どもに対しては、文化（言語・表現・食事）や生活習慣、考

え方の違いを認め、尊重しています。 

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。 

・苦情処理規程を定め、その概要を、園のしおり（重要事項説明書）に記

載し保護者に周知しているほか、園内に掲示しています。 

・相談・苦情受付担当者は主任、相談・苦情責任者は園長と定めています。

・意見箱を設置しています。また、年度末には保護者に対し保育内容に関

するアンケートを行っています。 

・外部の権利擁護機関として、横浜市福祉調整委員会があることを園内に

掲示し、保護者に伝えています。 

・要望・苦情があったときは、職員会議などで解決策を職員に周知してい

ます。また、民間移管後の三者協議会（保護者、保育園、横浜市）での

要望・苦情も含め、過去のデータを蓄積・整理し、苦情解決に生かして

います。  
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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、園庭とも、おもちゃは中に入っているものの写真を大きく棚

やかごに貼り、わかりやすく整理して収納しています。子どもたちは自

由に自分で取り出して遊び、自分で片付けもしています。乳児のおもち

ゃや幼児の文房具などは、子ども同士の取り合いを減らし子どもの遊び

たい気持ちに応えるため十分な数を用意しています。 

・年齢や発達を考慮して、ほぼ３か月ごとにおもちゃや絵本を入れ替えて

います。また、成長の著しい 0・１歳児については、保育室内のレイア

ウトも子どもの発達に応じて随時変えています。 

・園には子どもの自由な発想を園全体で受け止める風土があります。子ど

もの発想から生まれるイメージを保育士が工夫して広げています。最近

では散歩先の渓谷で見つけたヤツデの葉から、子どもたちに「天狗がい

る」という発想が生まれ、天狗との文通・天狗を題材にした製作・天狗

から一本歯の下駄のプレゼント（実は園からの贈り物）等を通して、子

どもたちの物語はまだ広がり続けています。 

・一斉活動では、みんなで一緒に遊んだり、何かを作りあげたりする過程

を通して、友達と助け合うことや順番を守ること、自分の気持ちを伝え

ることなどの社会性を学んでいます。 

・子どもたちは動植物の栽培や飼育を体験しています。園庭の小さな畑や

プランターでモロヘイヤ・ナス・トマト・ほうれん草・ネギ・小玉スイ

カ等を植え・育て・収穫して、給食で調理してもらったり、クッキング

で利用したりして食べるまでの体験をしています。また、蚕・金魚・カ

ブトムシ・アオムシ・カタツムリ等の飼育をしています。蚕は5歳児が

繭を卒園式のときに用いるコサージュに付け加え、胸に飾ります。 

・月 2回、リズムの時間を設けています。保育士は年に4、5回、リズム

運動の研修を受講しスキルアップをしながら保育に取り組んでいます。

・4 歳児は藍の絞り染め体験で自分の風呂敷を作っています。5 歳児クラ

スに進級してから、各人の風呂敷に衣類を入れ、きちんと結んで棚に収

納することを学んでいます。 

・子ども同士のけんかについては、年齢に応じた対応をしています。言葉

が未発達の乳児についてはすぐに間に入り、双方の気持ちを保育士の言

葉で伝え、4歳5歳になるころには、子ども同士で自分の言葉で気持ち

を伝え合って解決できるように見守っています。 

・朝夕の自由遊びの時間や園庭遊びの時間などで日常的に異年齢児間で交

流しています。さらに夏季異年齢保育として7月後半から8月後半まで

の期間、4・5 歳児クラスが合同で過ごします。3 歳児は、その年の子
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どもたちの様子を見て、ここに参加するかどうかの判断をしています。

・園の保育目標には「元気に遊べるこども」があり、広い園庭とプール設

備を生かして屋外活動を積極的に行っています。 

・子どもの発達や子ども自身が興味を示した時期に、一本歯の下駄・竹の

ぼり・縄跳び・鉄棒・平均台等を取り入れています。日々の外遊びによ

り子どもたちは力強く成長しています。 

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。 

・乳児の授乳は、他児と離れ保育室内の畳スペースでゆったりと抱いて与

えています。 

・離乳食の子どもの食事は、子どもの食べる量や速度を尊重し時間をかけ

て落ち着いた援助をしています。 

・季節の食材にこだわりを持って献立作りを行っています。子どもにとっ

て旬の食材は苦手なものが多くありますが、園ではあえて春の蕗、秋の

菊の花、冬の柚子などを味わう経験をしてもらいたいと願い、子どもが

興味を示し子どもの食欲を刺激するような工夫を重ねて献立に加えてい

ます。また、午後のおやつについても、子どもの成長を考慮し軽い食事

になるようなメニューを考え、全て手作りで提供しています。 

・子どもたちが苦手そうな食材の際には、調理途中で料理を保育室に持ち

込み、子どもたちの目の前で子どもが食材に関心を持つような話をしな

がら、料理を完成させて盛り付けをしています。この取り組みの効果は

大きく、子どもたちの食べる量として結果に表れています。 

・毎日、栄養士や調理員が各クラスの子どもの食事の様子を見て回ってい

ます。 

・年 2回、給食試食会を実施しています。当日は子どもの食事に関する質

問に栄養士が答えたりレシピを配布したりするなど、園で提供する給食

について大切にしている事柄を保護者に伝えています。 

・午睡時の保育室はカーテンで遮光し、入眠しやすくしています。乳児の

午睡は、傍らに保育士が座り優しくトントンしたり、おんぶで寝かしつ

けたりするなど、子どもたちが安心して眠りにつけるよう配慮していま

す。 

・乳幼児突然死症候群を防止するため、0 歳児は 5 分ごと、1 歳児は 10

分ごと、2 歳児は 15 分ごと、３歳児以上は 30 分ごとに呼吸チェック

を行い記録しています。 

・トイレットトレーニングは保育士が各子どものおむつを外す時期を正確

に見定め、その時期に保護者と「パンツ面談」を行っています。また「ト

イレトレー二ング」の資料を作成し、トレーニングを始める目安・進め

方・気をつけていきたいこと・排泄機能の基礎知識等を記載して、面談

時に保護者に渡しています。保護者と連携した丁寧な対応により、1 歳

児クラス全員が便器に座れる成果となっています。 
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Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実施

されているか。 

(2) 健康診断・歯科健診の結果を保育

に反映させているか。 

(3) 感染症等への対応に関するマニ

ュアルがあり、保護者にも徹底し

ているか。 

・子どもの健康管理に関するマニュアルがあり、マニュアルに基づいて子

どもたちの健康状態を把握しています。0～2 歳児までは、登園時（保

護者が検温）と、午睡の前後に計 3 回の検温をしています。3～5 歳児

は「健康チェックカード」（夏場のプール遊び可否にも使用する検温カー

ド）に保護者が体温を記入し、毎朝提出しています。さらに2歳児まで

は一人一人の健康状態を記入する保育日誌があり、睡眠・排泄・食事な

どを丁寧に記述して子どもの健康管理を行っています。 

・子どもの既往症については、入園時に提出してもらう児童票および児童

健康台帳と面談時の聞き取り内容を基に、一人一人の情報を把握し、関

係する職員間で周知をしています。なお、0 歳児の入所面談は看護師も

同席して行っています。 

・年 2回の健康診断と年1回の歯科健診を実施し、記録に残しています。

看護師は嘱託医と連携し、健診の結果に基づき必要な対応をしています。

・保護者には入園時に「感染症対策について」として、感染症の一覧・基

礎知識・登園時期の目安等を明記した重要事項説明書を配布しています。

・保育中の子どもに発熱や嘔吐などの感染症が疑われる症状が出た場合に

は、速やかに保護者に連絡しています。子どもは他児と離して特別室（多

用途の予備室）で看護師が付き添って休ませ、保護者のお迎えを待つよ

うにしています。 

・園内で感染症が発症した場合には、発症したクラス名と人数を記載し、

速やかに各クラスに掲示しています。 

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は、全職員に配布しています。季節的な感

染症の流行時に合わせて、毎年、マニュアルの内容を見直し、看護師が

最新のものと差し替えたり、加えたりして整備をしています。 

・看護師が年１回、保健衛生・感染症予防・嘔吐処理などの園内研修を行

っています。 

・マニュアルに基づき清掃が行われ、園内は清潔に保たれています。 

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。 

・安全管理に関するマニュアルは「防犯・大規模災害・事故発生マニュア

ル」として、事故や災害に対応するものを作成し全職員が周知していま

す。毎月 1回、火災・地震・不審者侵入などを想定した避難訓練を実施

し、年に一度は大規模災害訓練として、園庭に避難し非常食を食べる体

験も組み込んでいます。 

・毎年消防署に研修を依頼し、職員は救急救命法を学んでいます。 

・子どものケガについては軽いものでも必ず保護者に状況を報告していま

す。 



10 
 

・事故やケガが発生したときには「事故報告書」に記録するとともに職員

会議で報告し、予防策や改善策を検討し実行しています。大きな事故や

ケアについては運営法人5園内でメール上の報告をし、法人全体で事故

予防の意識を共有する仕組みがあります。他園の事故やケガの報告もプ

リントしてミーティングノートにはさみ、全職員が見られるようにして

います。 

・不審者の侵入に備えて民間警備会社と契約しています。園の出入り口は、

平日は登園・降園時間を除いて施錠しています。職員の少ない土曜日に

ついては一日を通して施錠しています。また不審者侵入を想定した避難

訓練を実施しています。しかし、閉門している時間帯に施錠されていな

いことがあったり、開錠されている登園・降園の時間帯には保護者以外

でも入れてしまう恐れがあります。不審者侵入をより確実に防ぐ対策を

検討することが望まれます。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

(1) 保育中の子どもの呼び方や叱り

方などで、子どもの人格尊重を意

識しているか。 

(2) 必要に応じてプライバシーが守

れる空間を確保できるような工

夫がされているか。 

(3) 個人情報の取り扱いや守秘義務

について、職員等に周知している

か。 

(4) 性差への先入観による役割分業

意識を植え付けないよう配慮し

ているか。 

・職員はクラス内での連携はもとより、異年齢が合同で過ごす園庭遊びの

際にも、担当クラスの子どもだけでなく全クラスの子どもに目を配る連

携を意識しています。 

・運営法人で定める保育実施要領の「しらゆりの保育」には、「人権保育」

の項目があり、「子どもの最善の利益を求める『子どもの権利条約』を遵

守する」と明記しています。「しらゆりの保育」は当法人の柱となるもの

であり、全職員に周知しています。また「期毎の振り返り」（1 年を 4

期で構成）では「保育者と子どもの関わり」の項目で保育者が一人ずつ

の子どもとのかかわりを振り返る仕組みがあります。 

・子どものプライバシーが守れる空間としてはおもちゃや衣類用の背の低

い棚を利用したコーナー部分や、押し入れの下段を使った子どもがもぐ

りこめるような場所、廊下やベランダ、特別室（多用途の予備室）や事

務室などがあります。園舎は平屋造りで、園舎全体の子どもの気配を事

務所から感じ取れる構造になっています。ぐずっていたり、泣いていた

りなど普段と違う子どもの様子に対して、園長や主任がすぐにサポート

対応できる体制があります。 

・守秘義務の意義や目的については運営法人で定めた「個人情報保護方針」

に明記してあり、全職員が周知しています。入園時に保護者に配布する

書類一式には「個人情報保護方針」を入れ、この書類に基づいて保護者

に説明しています。また、園児の写真撮影や展示についても保護者から

許可を得ています。 

・グループ分けについては性別ではなく、子どもの発達や子ども同士の相

性などを担任保育士が十分考慮して決めています。 
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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。 

・園の保育方針については、入園説明会やクラス懇談会で保護者に説明し

ています。また保護者に対し、年度末に保育内容全般に関するアンケー

トを実施しています。行事後のアンケートも実施し、園はこれらの結果

から園の方針を理解されているかどうかの把握をしています。 

・子どもの送迎時には、保護者と口頭で子どもの様子を伝え合い、子ども

に関する情報共有をしています。日々の連絡帳は、0 歳児は規定の書式

のノートを使用し、1、2 歳児は自由帳を使用して規定の内容を記入し

ています。子どもの様子を書く欄には丁寧に双方で書き込みをしていま

す。3歳児以上は、希望者のみ連絡帳を使用しています。 

・個人面談は、面談月間を決め保護者の都合のつく日に対応しています。

クラス懇談会は年2回実施し、クラス全体の様子・クラスの目標・大切

にしていきたいことなどを保護者に伝えています。 

・保護者から相談があったときには、事務室ドアに「面談中」のカードを

示して他者の入室を禁じ、保護者が人に内容を聞かれることなく事務室

内で落ち着いて相談できるように配慮しています。 

・懇談会では、年間を通した子どもの様子をまとめて、ビデオで見てもら

うこともあります。日々の保育の様子は職員が写真に撮ったものを日常

的にクラスに掲示しています。なお、行事の写真は保護者会が撮影し、

園内壁面にまとめて掲示しています。 

・年間行事予定は年度はじめに予定表を配布し、保護者が休暇の予定を取

りやすいように配慮しています。保育参加を受け入れ、当日は給食の試

食もしてもらっています。 

・園には保護者会があり、年3回の保護者会主催の行事（演奏会や芋ほり

など）のほか、園と保護者会共催の夏まつりを行っています。園と保護

者会は行事を通して日常的に連携し、コミュニケーションの取れる良好

な関係があります。 

 

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。 

・「つるがみネット」（鶴ヶ峰地区の保育所等が合同で行っている地域支援

事業）で催す「親子で遊ぼう会」に職員が参加し、会場に遊具を持参し

て遊びの提供をしたり、育児相談を受けたりするなどの活動をしていま

す。また、近隣の「子育てひろば」へ職員が参加しています。こうした

交流を通して、保育所への地域からの要望を把握しています。 

・職員のうち3名が育児支援担当でもあり、年度末には次年度の地域支援
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について検討しています。年間の子育て支援事業予定を作成し「保育園

にあそびにおいでよ」として地域に発信しています。 

・子育て支援サービスは一時保育・交流保育・ランチ交流・園庭開放・プ

ール開放・絵本貸し出し・育児講座など多種を実施しています。多くの

企画をし、受け入れの用意をしていますが、サービスによっては参加人

数が少なかったりなかったりする日もある現状です。園ではこの現状を

課題と捉え、今年度より広報活動に力を入れています。 

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。 

・地域に向けた園からの情報提供は、園の掲示板や、町内会の掲示板で行

っています。子育て支援のポスターを2か月ごとに旭区役所に置くほか、

園のホームページにも地域向けの情報を載せています。なお、育児相談

は随時受け付けています。 

・地域住民からの相談事に必要と思われる関係機関は一覧にしています。

医療機関、行政機関、小学校、近隣の保育所、町内会等と日常的な連携

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。 

・園は町内会に所属しています。園の夏まつりでは、神輿の町内練り歩き

をしています。あらかじめコース周辺の住民に、日時のお知らせちらし

を各戸配布し、多くの方々から応援をいただいています。 

・近隣の小学校とは、児童が来園し園児と遊ぶ交流や、5 歳児の就学に備

えた交流などがあります。 

・散歩に出かける機会を多く持っています。園舎周辺には畑地も点在し散

歩途中の交流から野菜や花をもらうこともあります。買い物に出かける

こともあり、花の苗や夕涼み会の夕食材料、節分のイワシなどの買い物

で、地域のスーパーや個人商店を利用しています。あらかじめ来店を告

げて出かけると、スーパーの魚屋では魚をさばいて園児に見せてくれる

などの交流が生まれています。 

・鶴ヶ峰地区の保育所等が合同で行っている「つるがみネット」が行う活

動に子どもたちが参加しています。例えば、5 歳児の就学準備の一環と

して、子どもたちは保育所ごとのグループ分けではなく小学校の学区に

分かれて、リズム遊びやドッジボール大会をしています。また、広い園

庭のある当園に、園庭のない保育所の園児が泥んこ遊びに来るなどの交

流もしています。 
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Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園のパンフレットやホームページ上でサービス内容や職員体制などの情

報を提供しています。園からのお知らせは園の掲示板や地域の掲示板へ

の掲示で提供するほか、地域子育て支援事業「つるがみネット」にも情

報提供しています。 

・利用希望者には見学ができることを案内しています。見学希望者にはな

るべく園児の午睡時間をさけて、園児の活動を見てもらえる時間帯を勧

めていますが、見学者の都合に合わせて対応しています。 

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。 

・「応援隊」（登録制のボランティア）を受け入れています。縫い物・畑作

業・草取り・行事の手伝いなど 10 名ほどの人が活動しています。この

ほかに「お話しボランティア」の方が毎月1回、お話しに来てくれてい

ます。また学校からの要請で中学生・高校生の職業体験も受け入れてい

ます。受け入れの担当は主任が務めるほか、職員2名が応援隊の担当と

なっています。 

・応援隊の人々への感謝の気持ちを表す「ありがとうの会」（園児とおやつ

を一緒に食べてもらう会）を年1回開催しています。こうした交流会も

含めボランティアの人々と直接話し合う機会は多く、園は外部の方の目

や意見を参考にしています。 

・実習生・ボランティア受け入れのために「実習生・ボランティアのしお

り」があり、実習生・ボランティア受け入れの方針・守秘義務・利用者

への配慮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もち、効果的な実習となるよう、

本人が考える実習のねらいや希望を聞き取り、プログラムを作成してい

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。 

・運営法人として、人材育成計画を定めています。それに基づき、毎年度

はじめ、職員は自己目標設定シートに自己目標を記入しています。その

後、年2回の園長との面談で達成度などを話し合っています。 

・園内研修を行っています。リズム運動やわらべ歌に関しての研修や、感

染症に関するマニュアルなど各種マニュアルの確認・見直しなどのほか、

個々の職員の実践記録の報告を行っています。また、保育課程の見直し

を、プロジェクトチームをつくって検討しています。 
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・職員は、運営法人が行う研修や、横浜市や旭区などが行う外部研修に参

加しています。外部研修に参加した職員は研修報告書を作成し、職員会

議などで報告し、全職員が情報を共有できるようにしています。 

・非常勤職員の指導は、主任が担当しています。月１回、園長も出席する

非常勤会議があり良好なコミュニケーションが図られるようにしていま

す。 

【さらに望まれる点】  

・運営法人内研修や横浜市などが行う外部研修に、勤務シフトや勤務時間

帯などの都合で、非常勤職員の参加はほとんどないのが現状です。また、

健康管理・衛生管理・安全管理などのマニュアル読み合わせなどの園内

研修には非常勤職員も参加していますが、その他の研修にはほとんど参

加がありません。例えば、園内研修を非常勤職員の多数が参加できる時

間帯に行うなどの工夫が期待されます。常勤職員に課している自己目標

設定・達成度評価を、非常勤職員にも課すようにし、研修・指導充実へ

の第一歩とすることが考えられます。 

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。 

・職員は毎年、自己目標設定と達成度評価を行っています。 

・年間指導計画、月間指導計画、クラス日誌に、自己評価記入欄を設けて

います。自己評価は、計画で意図したねらいと関連付けて行い、子ども

の意欲や取り組む姿勢がどうであったかなどを重視して行っています。

・外部研修などで得た良いサービス事例などを、職員会議で報告し、情報

を共有しています。また、運営法人内の５保育園の保育士が、互いに他

園の同年齢クラスの保育に入り、その後、感想や自園で工夫しているこ

となどを話し合う会議を持ち、保育技術の向上に努めています。 

・園の自己評価は、保育基本理念や保育目標、保育課程に沿って行ってい

ます。園の自己評価結果は、保育内容に関する保護者アンケートのまと

め結果とともに、年度末に全保護者に配布しています。 

・保育士等の自己評価の結果などを考慮し、園長は、毎年の運営目標の中

に改善課題を掲げ、全職員で取り組んでいます。 

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。 

・人材育成計画の中に、経験年数に応じた期待水準を明文化しています。

・日常の保育や保護者との対応など、現場の職員に任せるようにしていま

す。 

・会議の場だけでなく、いつでも園長や主任に、改善提案したり意見を述

べたりすることができます。 

・運営法人本部が一人一人の職員に対し年1回行う来年度の配置希望など

の意向調査の際に、満足度や要望などを把握しています。また、年2回

の自己目標設定・達成度評価の個別面談の際にも、園長は一人一人の職

員の満足度・要望を聞いています。 
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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。 

・運営法人が作成した「しらゆりの保育」の保育実施要領の中に、職員の

行動指針を記載し、守るべき法・規範などを職員に周知しているほか、

全国保育士会倫理綱領も配布しています。 

・理事会資料を職員はいつでも見ることができるようにしています。保護

者から要望があったときは開示することにしています 

・他施設での不正・不適切な事例などを入手したときは、職員会議などで

取り上げ、職員に啓発しています。緊急に知らせるべきケースの場合は、

すぐに事務室内に掲示したり、緊急職員会議を開いたりしています。 

・ゴミの分別回収を行っています。また、牛乳パックやダンボール箱など

を利用して、小さな腰かけやベンチ、室内用すべり台をつくるなど再利

用に取り組んでいます。 

・不要な電灯をこまめに消したり、適切な室内温度に調節したりして省エ

ネルギーに努めています。また、天井照明では、蛍光灯2本セットのう

ち1本をはずす工夫もしています。 

・重要事項説明書（園のしおり）の中に、地球温暖化防止の為の取り組み

（リサイクル、ごみ減量化、分別化、省エネルギーの促進、グリーンカ

ーテン等）をしていることを記載し、保護者に伝えています。 

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。 

・保育基本方針や保育目標、保育姿勢を事務室内および廊下に掲示してい

ます。年度はじめの職員会議で、園長が説明しています。 

・民間移管後、三者協議会（保護者、保育園、横浜市）を持ち、保護者と

継続的に意見交換しています。また、園長は、朝夕の送迎時にできるだ

け保護者と意見交換するようにしています。保護者会とは連絡を密にし、

保護者会役員会に園長が出席することもあります。 

・主任は、日々現場に出て個々の職員の保育の様子を把握しているほか、

保育日誌などからも業務状況をチェックし、個々の職員の能力や経験に

あわせ的確な助言や指導を行っています。 

・主任は、良好な状態で勤務に取り組めるよう個々の職員の事情を考慮し

ながら勤務シフトを作成しています。また、職員からの相談に丁寧に応

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

・事業運営に影響のある情報は、運営法人の経営会議や園長会で得ていま

す。さらに園内ではリーダー会議で伝え、園としての対応などを議論し
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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。 

ています。 

・園長は、毎年の運営目標の中に改善課題を掲げ、全職員で取り組んでい

ます。 

・外部の専門家が、運営法人内の園長研修で、運営の安定性確保の方法な

どの指導をしています。園長は、その内容を園の運営に生かすように努

めています。 

 

【課題・望まれる点】 

・中長期的な計画を策定することが望まれます。 
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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 9月 1日～9月 15日、10月 13日～10月 18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    

44.4% （81枚配付、36枚回収） 

 

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

「不満」は、「不満」・「どちらかといえば不満」の回答を合計した数値です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・ほとんどの設問に 80%～90%台の人が満足と回答しています。なかでも「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」が100%、「あなたのお子さんが大切にされているかについては」が

97.3%の満足度です。 

 

・不満との回答が高い割合となった設問は、「外部からの不審者侵入を防ぐ対策については」（33.3%）と「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」（27.7%）の2問です。 

 

・「保育園を総合的に評価すると」の設問には91.6%の満足度です。 

 

※「おむつはずし」の設問への満足回答が 72.2%となっているのは、おむつはずしの時期でない子どもの

保護者からの回答が“その他”となっていることが影響しています。 

 

・自由意見欄には、「相談に丁寧に対応してもらって安心した」「職員のみなさんがよく清掃してくれてありが

たい」「給食の内容が良い」といった感謝の声があります。また、衛生面や感染症対応、不審者侵入対策な

どへの不安の声と、おむつの持ち帰りに関する不満の意見があります。「連絡帳にもっと詳しく書いてほし

い」「早番の先生に伝えたことが、担任に伝わらないことがある」などの意見もあります。 

 



■ 保育園の基本理念や基本⽅針について

問１ 保育園の保育⽬標や保育⽅針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた⽅への付問

付問1 その保育⽬標や保育⽅針は賛同できるものだと思いますか

利⽤者（園児）家族アンケート 集計結果・分析

よく

知っている

5.6%

まあ

知っている

58.3%
どちらとも

⾔えない

11.1%

あまり

知らない

25.0%

賛同できる

78.3%

まあ

賛同できる

17.4%

無回答

4.3%

18



■ 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 50.0 41.7 0.0 0.0 8.3 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

44.4 50.0 5.6 0.0 0.0 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 58.3 36.1 2.8 0.0 2.8 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

52.8 33.3 5.6 0.0 8.3 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

52.8 38.9 5.6 0.0 2.8 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）

61.1 25.0 8.3 5.6 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 50.0 41.7 2.8 2.8 2.8 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

27.8 58.3 8.3 0.0 5.6 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

⾒学の受け⼊れについて

⼊園前の⾒学や説明など、園からの

情報提供については

園の⽬標や⽅針についての説明には

⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様

⼦や⽣育歴などを聞く対応には

保育園での１⽇の過ごし⽅について

の説明には
費⽤やきまりに関する説明について

は（⼊園後に⾷い違いがなかったか

なども含めて）

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明に

は

年間の保育や⾏事に、保護者の要望

が活かされているかについては
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問４ ⽇常の保育内容について

●「遊び」について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては
（お⼦さんが満⾜しているかなど）

72.2 19.4 5.6 0.0 2.8 0.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

72.2 22.2 2.8 0.0 2.8 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）

66.7 27.8 5.6 0.0 0.0 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

77.8 8.3 8.3 0.0 5.6 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

58.3 30.6 8.3 2.8 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

63.9 27.8 0.0 5.6 2.8 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 75.0 16.7 2.8 5.6 0.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

66.7 25.0 2.8 2.8 2.8 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

44.4 47.2 5.6 2.8 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

50.0 38.9 2.8 2.8 5.6 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

44.4 27.8 0.0 0.0 25.0 2.8

お⼦さんの体調への気配りについては 55.6 38.9 5.6 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

47.2 27.8 11.1 2.8 11.1 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 41.7 38.9 13.9 2.8 2.8 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

50.0 50.0 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

13.9 44.4 25.0 8.3 8.3 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

44.4 47.2 2.8 2.8 2.8 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

25.0 47.2 13.9 0.0 13.9 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

52.8 41.7 2.8 2.8 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

55.6 33.3 11.1 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

25.0 41.7 19.4 8.3 5.6 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

33.3 47.2 2.8 8.3 8.3 0.0

保護者からの相談事への対応には 47.2 38.9 13.9 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

50.0 44.4 0.0 0.0 5.6 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

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

66.7 30.6 2.8 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

63.9 30.6 5.6 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

44.4 36.1 2.8 0.0 5.6 11.1

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

61.1 25.0 11.1 2.8 0.0 0.0

意⾒や要望への対応については 47.2 36.1 11.1 0.0 2.8 2.8

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 47.2%

どちらかと

いえば満⾜

44.4%

どちらかと

いえば不満

5.6%

無回答

2.8%
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【参考資料１：中項⽬別平均満⾜度割合】
（%）

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
問２ ⼊園時の状況について 55.3 94.3
問３ 年間の計画について 40.4 92.8
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 70.3 93.4
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 58.7 92.9
問５ 快適さや安全対策などについて 38.5 85.2
問６ 園と保護者との連携・交流について 42.9 87.4
問７ 職員の対応について 59.0 92.5

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

※ここでの「満⾜度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項⽬（相関分析）】

相関係数
.591
.576
.568
.562
.490

※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3：年間の保育や⾏事に、保護者の要望が活かされているかについては
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：給⾷の献⽴内容については

 中項⽬

設問項⽬
問7：あなたのお⼦さんが⼤切にされているかについては
問7：意⾒や要望への対応については

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：10月 13日（火）、10月 19日（月） 

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 

保育室は二面が園庭に向き、朝の陽ざしのたっぷり入る明るい室内です。保育士の歌声が続き子どもたち

は時折手をたたいたり体をゆすったりして応えています。部屋は食事をするフローリング部分と、遊びと休

息のための畳部分に仕切られています。畳部分に保育士が座り、伸ばした足の上に 2 人３人と子どもたち

がまたがり、「がたごとバス」が始まります。子どもの名前を一人ずつ歌詞に入れて、歌いながら足が動く

と大きく小さくバスが揺れます。大喜びの子どもたちが何度も保育士の足の上に乗り、スキンシップも満喫

しています。 
給食を運ぶワゴンの音で、子どもたちは食事時間に気づき「まんま！」の声が上がっています。完了食の

子どもたちは保育士に助けられながらも、自分でも手づかみで豪快に食べています。離乳食の子どもは「あ

むあむ」「かみかみ」などの声をかけてもらいながら、しっかり食べさせてもらっています。みんながとて

も食欲旺盛です。 

園庭での屋外遊びでは、よちよち歩き・這い這い・お座りなどで、園庭の土や砂場の砂を手や足で感じな

がら保育士に遊んでもらっています。小さなおもちゃで砂遊びをしたり、枯れ草をつまんだり、保育士の見

せるシャボン玉に手をのばしたり、いろいろな感覚を体験しています。 

 

●1歳児クラス 

 園庭遊びが始まります。ベランダで靴を履くと、「自動車」が収納してある物置にほとんどの子どもが向

かっていきます。自動車遊びが人気のようです。保育士とドライブスルーごっこをするグループがいます。

園庭を自動車で一周するとハンバーガーショップの店員役の保育士が待っています。「何にしますか？ハン

バーガーとポテトとジュースがあります」「リンゴジュースとポテト」「はい。お金ください。ありがとうご

ざいます」「バイバイ」楽しいやりとりが次々に続きます。 

外遊びを終えて、室内に戻ると数人ずつでトイレです。全員が便器に座ることができるようになりました。

傍らに保育士がついて、話しかけてもらいながら座っています。排泄のできた子どもは「出たー！」と伝え

ています。「ジャーしてね」と言われトイレの水を流すまでできました。「出ない」という子どもには「あと

みっつ座ってみて」と、「いーち、にー、さーん」と、ゆっくり数えて様子をみています。やはり出ない子

どもはそれで終了で、室内の着替えスペースでおむつと洋服の着替えです。子ども一人一人のそれぞれので

きそうなことを保育士が声かけしています。「パンツ出せるかな？」「おズボン持ってこれるかな？」。子ど

もは少し手伝ってもらい、自分でパンツやズボンを引っ張りあげることに挑戦しています。「自分でやって

みる」ことがたくさんある 1 歳児ですが、全部できてもできなくても「よくできたね！」と、たくさんほ

めてもらっています。 

 

●2歳児クラス 

 朝の自由遊びの時間には、何人かの子どもたちがテーブルにままごとセットを並べていたり、車両を何台

もつなげて長い列車をつくったり、絵本を読んだり、それぞれ好きなことをしています。朝の集まりでは、

保育士から、猿かに合戦のペープサートを見せてもらった後、猿から一人一人の名前を呼んでもらい、みん

な元気に返事を返します。朝の歌を歌った後、おやつの時間です。 

 0、1、2 歳児合同のリズム遊びの時間になり、1 歳児室に移動します。ピアノの音と保育士のかけ声に
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合わせて、走り回ったり、床の上をごろごろ転がったり、子どもたちは楽しそうです。2 歳児が終わると、

同じ種目を０、１歳児が行います。保育士も一緒に身体を動かしています。ジャンプの場面では、保育士が

思いっきり飛び上がるのを見て、子どもたちも高く高く飛ぶことに挑戦します。リズム遊びに参加しない子

どもに、保育士は時々誘いの声をかけますが、無理強いはしません。絵本を読んだり、おもちゃで遊んだり

している子どももいます。最後に、ピアノではなく、保育士が吹く笛の音に合わせて、みんなで踊りを踊っ

てリズム遊びは終わりです。 

 部屋に戻って、お茶を飲み、トイレを済ませた後、園庭に出て自由遊びです。ジャングルジム、すべり台、

砂場などで思い思いに遊びます。自動車を出してもらって乗り回す子どももいます。プランターの花や木に

じょうろで水やりをしたり、草むらで虫を見つけたり、木の実を拾ったりしている子どももいます。  

 

●3歳児クラス・4歳児クラス 

（通常は、それぞれ別々のクラス活動が多いですが、観察日は、合同で園外散歩に出かけたので、まとめて記

します）  

 それぞれのクラスで朝の歌を歌い、あいさつの後、散歩の準備をして園庭に出ます。４歳児が３歳児を迎

えに行き、手をつないで正門前に集まり、出発します。畑の中の道や団地の中を通り、行き交う人々から声

をかけてもらい、子どもたちもあいさつを返します。歩くときは４歳児が車の通る側を歩き、３歳児を内側

にしてガードすることが自然にできています。うっそうとした木が茂る公園に入ると、つないだ手を離して、

保育士に見守られながら一人一人急な階段を降りて、広場に着きました。お茶を飲んだ後、自由遊びです。

“天狗のほこら”に入り込んでの探検、木登り、木の実や落ち葉拾い、斜面の草の上をごろごろ転がるなど、

子どもたちは好きな遊びに熱中しています。保育士は危険のないように見守っていますが、テーブルとベン

チのあるところで、木の実や枯葉をテーブルに並べてバーベキューごっこをするきっかけをつくったり、谷

川にかかった橋の上から枯葉を落とし、それを見た子どもたちも挑戦することを誘ったり、遊びが広がるよ

うにしています。子どもたちが鬼ごっこを始めると、保育士も一緒になって走り回っています。 

 遊びが終わって園に帰ると、足を洗い、それぞれの部屋に入って汚れた服を着替えます。昼食の準備では、

４歳児クラスは当番が活躍します。保育士が茶碗に盛ったご飯やお茶飲みのコップを配り、食べ始めのあい

さつをしています。昼食後は歯磨きをし、パジャマに着替え、絵本読み聞かせをしてもらった後、布団に入

ります。 

 

●5歳児クラス 

 朝の時間、3 歳児クラス・4 歳児クラスと合同で自由遊びをしています。友達とあやとりをする子ども、

カルタ遊びやブロック遊びをする子どもたち、本を見ながら折り紙をする子ども、フロアーで絵本を読む子

ども、それぞれに自分のしたい遊びを見つけて楽しんでいます。園庭に生えているじゅず玉から実を取り、

糸に通してネックレスを作っているグループもあります。3枚の風呂敷を頭から体中に巻き付けてうれしそ

うな子どもがいます。ドレスを着た物語の主人公になっていました。 

 今日の 5 歳児クラスは、パン作りクッキングをします。パン作りは 3回目ですが、今まではパンを成型

するところからの始まりでした。今日は、最初の粉をこねる工程からの初めての体験です。爪が伸びていな

いかどうかのチェック・丁寧に手洗い・エプロンと三角巾をつける、など一つずつ準備を進めて、調理の先

生を待ちます。材料や道具がたくさん乗ったワゴンが保育室に来ると一気に子どもたちの目が輝きました。

パン作りの材料や作り方の説明を聞き、2グループに分かれてクッキング開始です。自分のやりたいことが

できなかったり、友達とやり方が違ったりの小さなもめ事が起こりますが、保育士から「話し合ってごらん」

と言われた 2 人は調理のテーブルから少し離れて話し合っています。障がいのある友達には順番を譲って

あげたり難しそうな作業に手を添えてあげたりしています。友達と一緒に仲良く目標に向かうことを学び、

その実践ができる「くじら組」の子どもたちです。 

 午後のおやつは、焼きあがったパンが他のクラスにも配られ、小さい子どものクラスからは「ありがとう」

のお礼がありました。 
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 事業者コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川島保育園は2013年（平成25年）4月、横浜市より社会福祉法人白百合会に民

間移管されました。安心・安全な保育を基盤に、子どもの最善の利益と子どもの主体性

を育む保育をめざして、職員が心を合わせて保育してきました。今回、第三者評価を受

けるにあたっては職員のプロジェクトチームをつくり、そこが中心になって全員で取り

組んできました。パート職員も含め、一項目ずつ自己評価をしていくなかで、ここはど

ういう意味だろう、どう捉えればいいのだろう等、質問や意見等が出てきました。何度

も討議を重ねていく中で、職員一人一人が保育園の細部まで理解しようとし、新たなこ

とにも気づいていきました。この過程が、今回の取り組みで最も大きな成果だったと思

っています。そして見出した問題点や課題は、その都度改善に向けていきました。取組

み期間は、長期にわたりましたが、第三者評価を受審することが、保育の質の向上につ

ながるということが実感できました。 

保護者アンケート、訪問調査、ヒアリングを経て、評価をいただきました。その評価

を.私たち職員の励みにさせていただき、指摘事項につきましては努力をしてまいりま

す。 

 

保護者の方々にはお忙しい中アンケートにご協力いただきましてありがとうござい

ました。アンケートの結果から今後の課題もたくさんみえてきました。できるところか

ら取り組んで参りたいと思います。 

 

丁寧に評価をしていただきました評価機関評価市民・ネクストの方々に感謝を申し上

げます。 

今回の受審を今後の保育の質向上に生かして参ります。 

                               

園長 片岡慶子
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