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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団  南日野保育園 

事業所への報告書提出日 2016年 2月 4日  （評価に要した期間）8か月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 評価機関から説明を受けた後、一人一人が自己評価を記入した。 

② 提出された自己評価をまとめて一覧にし、正規職員で話し合いを行

い、一項目ずつ確認をしていった。 

③ さらに非常勤職員に向けて説明と、分かりにくい点の話し合いを行

った。 

実施期間 

2015年 9月 4日～10月 27日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（57 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 10月 15日～10月 29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・保育長にヒアリング。 

実施日 第 1日：2015年 11月 16日 

    第 2日：2015年 11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、調理員、非常勤職員、主任に順にヒアリング。

その後、園長・保育長にヒアリング。 

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 11月 16日 

    第 2日：2015年 11月 19日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

南日野保育園は、JR根岸線「港南台」駅から、徒歩約5分の住宅地の中にあります。昭和54年（1979

年）4 月、横浜市により開設され、平成 25 年（2013 年）4 月、社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団

に民間移管されました。 

園舎は平屋建てで、保育室（4 室）、事務室、調理室、職員休憩室などがあります。園庭には、プール、

砂場のほか、鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい・登り棒などの固定遊具が備えられています。プ

ールの脇に畑があるほか、園庭を囲んで、いちょう、桜・楓・みかんなどの大きな樹木が植えられています。 

定員は63名（1歳児～5歳児）で、開園時間は、平日7:00～20:00、土曜日7:00～18:30 です。 

保育理念は、“～すべての子どもたちが、保育園、家庭、地域の大人たちに見守られる中で健やかに育つ

ように～ 子どもたちを常に中心としすべての子どもたちが健やかに生きる権利を保障していく”としてい

ます。園の目標は“みんなの「うれしい、たのしい、心地よい」がいっぱいの保育園”です。 

 

 

●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 

異年齢児保育が行われ、1・2 歳児混合クラス 1 クラスと、3・4・5 歳児混合クラスが 2 クラスあり、

毎日の園生活の中で異年齢の子どもたちが一緒に過ごしています。5歳児の子どもが、同じクラスの年下の

子どもに絵本を読んであげたり、園庭のジャングルジムで、年上の子どもが年下の子どもに手を差し伸べる

姿が見られるなど、同年齢のみの保育にはない子ども同士のつながりがあります。 

晴れた日は、戸外での遊びがあります。園庭では、すべり台・ジャングルジム・鉄棒・三輪車・竹馬・縄

跳びなどの遊具を使った遊びや、追いかけっこなど思いっきり身体を動かしています。砂場では、どろ団子

をつくったり、トンネルを掘ったりする子どももいます。落ち葉を拾い集める子どもや、庭の隅にあるプラ

ンターの野菜をじっと見ている子どももいます。年下の子どもが年上の子どものしていることを見て、真似

したり挑戦したりする場面があちこちで見られました。 

食育の一環として、畑やプランターでトマト・ナス・玉ねぎ・さつまいもなどを子どもたちが育て、収穫

したものをクッキングしています。さつまいもは、園庭で焼き芋にしてもらってみんなで食べました。また、

園庭で実った夏みかんでマーマレードをつくっています。 

動物に触れる機会としては、かぶと虫やカタツムリなどを飼育し、園庭で見つけたセミのさなぎから羽化

するところを見る経験もしています。 

乳児クラス、幼児クラスと分けた異年齢児保育が主体ですが、３、5歳児で散歩に出かけたり、2、4歳

児が園庭で一緒に遊ぶ時間を設けることなどもあります。日々の生活の中で、子どもたちは、お互いに助け

合い、仲間として交わることを学びながら過ごしています。 

 

【2】職員は連携し、異年齢児保育と年齢別保育のバランスを考えた保育を行っています 

異年齢児保育を原則としていますが、異年齢児保育指導計画のほかに、年齢別指導計画を作成し、発達段

階に応じた保育も大切にしています。さらに計画は分野別にも策定し、例えば運動能力を高めるため、全身

運動のねらいと具体的内容を年齢別に作成しています。これらに基づき職員は、日々の保育の中で、異年齢
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児保育と年齢別保育をバランス良く組み合わせるよう配慮しています。そのため、日々のクラス内の打ち合

わせや担当職員間の打ち合わせで、活動内容や園庭を使う時間帯などを確認しているほか、毎週、職員会議

およびカリキュラム会議を開き、保育のねらいや状況を検討・共有しています。 

年齢別の活動としては、例えば幼児クラスでは、朝の集まりの後、3歳児がダンス、4歳児が園庭での集

団活動、5歳児がお楽しみ会の練習という日もあります。また、プランターで育てる野菜の種類を年齢別で

違える工夫もしています。 

 

 

●さらなる工夫が望まれる点 

地域に対する情報発信の工夫 

 地域への子育て支援として、園では、一時保育、園庭開放、交流保育、育児講座、育児相談などを実施し

ていますが、利用する人が少ないのが現状です。子育て支援に取り組んでいることは、港南区のパンフレッ

トに掲載されていますが、他の保育園とまとめての記載なので目立たないのでしょう。また、園のホームペ

ージには、日々の子どもたちの活動の様子などが詳しく掲載されているほか、子育て支援への取り組みも載

っていますが、気づく人は少ないようです。近隣の人々の目に触れやすい園の掲示板には、交流保育（年4

回）や育児講座（年 3 回）開催の都度、具体的な内容を掲示して知らせていますが、年間を通じて実施し

ている一時保育、園庭開放、プチ体験、絵本貸し出し、育児相談などの掲示はあっても目に留まりづらいの

かもしれません。地域の人々に園の取り組みがさらに周知・理解されるように、情報発信を工夫することが

望まれます。 



4 
 

 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。 

・保育の理念を“～すべての子どもたちが、保育園、家庭、地域の大人た

ちに見守られる中で健やかに育つように～ 子どもたちを常に中心とし

すべての子どもたちが健やかに生きる権利を保障していく”としていま

す。園の目標は、“みんなの「うれしい、たのしい、心地よい」がいっぱ

いの保育園”です。 

・園のしおり（重要事項説明書）に、保育の理念・園の目標・保育の姿勢

を記載しているほか、園内に掲示し、年度はじめの職員会議で園長が職

員に説明しています。また、毎週金曜日に行われる職員会議のうち、毎

月最初の会議で、経営理念・園の目標を全職員で唱和しています。 

・保育課程は、子どもの利益を第一義に作成し、入園説明会や年度はじめ

のクラス懇談会で保護者に説明しているほか、園内に掲示しています。

・保育課程に基づき、年齢ごとに、年間指導計画・月間指導計画・週案・

日案を作成しています。また、異年齢児保育を行っているので、異年齢

児保育の年間指導計画も作成しています。 

・職員は、子どもの態度・表情・仕草などから、興味・関心をくみ取り、

言葉で自分の思いを伝えることができる子どもからは、丁寧に意見を聞

き取り、指導計画に反映させるようにしています。 

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、1・2 歳児の保護者とは個別に面談しています。幼児の

場合は、アレルギー疾患や特別な課題などがある子どもの保護者とは入

園説明会後に個別面談をしています。それ以外の場合は、4月1日の入

園式後に面談しています。保護者にあらかじめ、子どもの成育歴や家庭

での様子・家庭の状況などを記入してきてもらい、それをベースに個別

面談の際に詳しく話を聞いています。 

・入園説明会の際に、新入児保育（ならし保育）についての資料を配布し

説明しています。新入児保育は、1・2歳児は3日間、幼児は2日間が

原則ですが、子どもの様子や保護者の都合などにより、個別に柔軟に対
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応しています。 

・1・2 歳児クラスは、自由形式のノートを用い、毎日保護者と連絡をと

っています。幼児クラスは、必要が生じたときにノートを用いて連絡し

ています。 

・2 歳児が進級する場合、幼児組のどちらのクラスに属するのが適切かな

どを知るため、年度末の2月ごろから、計画的に体験や交流の機会を設

けています。また、幼児組はできるだけクラス替えのないようにしてい

ます。  

・子どもの発達や状況に応じて、月間指導計画・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、保護者会総会、クラス懇

談会、個人面談、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、朝と夕に清掃を行い、常に清潔を保つようにして

います。また、園庭に咲いた花や、子どもたちが散歩の際などに持って

きた花などを部屋に飾るようにしています。 

・各保育室に空気清浄器を設置しています。また、各部屋に、夏期・冬期

の管理目標温度を掲示し、エアコン・加湿器などにより、適切な温湿度

となるようにしています。 

・沐浴設備、温水シャワーの設備管理・清掃は十分に行われています。お

もらしをしたときなどは、必ず温水シャワーを使って洗うようにしてい

ます。 

・1・2 歳児室は、畳やマットを敷いた部分と木の床の部分に分け、小集

団保育が行われるよう保育室の使い方を工夫しています。また、3・4・

5歳児室は、マットを敷いて遊びのコーナーを作っています。 

・乳児クラス、幼児クラスとも異年齢児保育を行っています。また、廊下

にテーブル・いすや、絵本コーナーがあり、異年齢児交流の場ともなっ

ています。 

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

保育目標を設定し、それに応じた

個別指導計画を作成しているか。 

(2) 子ども一人一人の発達の過程に

応じた対応をし、その記録がある

か。 

・1・2 歳児には個別指導計画を作成しています。幼児の場合、特別な課

題がある子どもについて、月間指導計画中に個別配慮事項を記載してい

ます。個別指導計画は、毎月末の評価・反省を踏まえて、翌月の指導計

画を作成しています。子どもの発達状況に合わせ、月の途中でも柔軟に

変更・見直しを行っています。トイレットトレーニングの開始時期など、

保護者と連絡をとり、個別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

日など閉園時には、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、リア

クションシート（研修報告）を作成し、職員会議で概要を発表するほか、

資料なども含め回覧しています。 

・よこはま港南地域療育センターから助言や情報を得られる体制がありま

す。また年2回の巡回指導を受けています。その際に、障がいのある子

どもについてケース会議を行っています。障がいの特性を考慮した個別

支援計画を立てています。 

・港南区の職員を園内研修の講師に招き、虐待の定義や具体的事例などを

講義してもらっています。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、港南区役所に通告・相談し、連携して

対応することとしています。職員は、朝の受け入れの際、子どもの観察

や保護者との会話をしたり、着替えの際に身体を観察したりして、虐待

の早期発見・予防に心がけています。 

・アレルギー疾患のある子どもの場合、かかりつけ医の生活管理指導表に

基づき、保護者と話し合い、適切な対応を行っています。 

・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時点で、

保護者と法人栄養士・調理員・園長・担任が面談し、除去すべき食材な

どの確認をし、保護者からサインをもらっています。 

・除去食を提供する場合は、専用食器・専用トレイを用い名札をつけてい

ます。保育室内の配膳台には、アレルギー食置き場が分かるようテーブ

ルクロスを敷いています。他の子どもへの配膳よりも先に、アレルギー

食を配膳し、保育士が傍らにつきます。 

・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。しかし、厚着の習慣がある国からの

保護者に対しては、子どもが汗をかいている様子を伝え、日本の気候に

合う服装をアドバイスしたこともあります。 

・絵本や国旗、カードなどを使って、世界にはさまざまな国・地域がある

ことを子どもたちに伝えています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

(1) 保護者がサービスについての要

望や苦情を訴えやすい仕組みに

なっているか。 

(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。 

・苦情解決規定を定め、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。 

・苦情受付責任者は、保育長および主任保育士、苦情解決責任者は園長と

定めています。 

・第三者委員（2 名）に、保護者は直接要望・苦情を申し立てることがで

きます。園のしおりや掲示に第三者委員の連絡先を記載するほか、第三

者委員を園の行事（入園・進級を祝う会、運動会、お楽しみ会、卒園を

祝う会など）に招待し、その際に保護者に紹介するなど、要望や苦情を
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保護者が訴えやすいように配慮しています。 

・玄関に意見箱を設置しています。また、年度末に保護者アンケートを実

施しているほか、行事の後でもアンケートを行っています。クラス懇談

会でも意見や要望を聞く時間を設けています。 

・外部の権利擁護機関として、横浜市福祉調整委員会やかながわ福祉サー

ビス運営適正化委員会があることを、園のしおり（重要事項説明書）や

園内の掲示に記載し、保護者に伝えています。 

・要望・苦情があったときは、職員会議で解決策とともに職員に報告して

います。また、運営法人内の他園での苦情の情報も伝えています。苦情・

要望対応専用ファイルをつくり、過去の内容なども蓄積し、解決に生か

しています。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

(5) 遊びを通して子ども同士の関係

や保育士との関係が育つよう配

慮しているか。 

(6) 積極的な健康増進の工夫が遊び

の中でなされているか。 

・おもちゃや本は子どもたちが自分で取れるように、子どもの身長に合わ

せた棚に整理して置かれています。子どもたちは自由に好きなおもちゃ

や絵本・図鑑を取り出して遊んでいます。 

・1、2 歳児保育室は低い柵で 2 つに分け、片側は畳やマットを敷き、も

う片側は木の床になっています。子どもたちは畳の側に集まって遊び、

大勢では落ち着かない子どもにはもう一方の側に誘うなど個別に対応し

ています。3～5 歳児の保育室では、床に小さいマットを数枚敷いてそ

れぞれで異なるおもちゃを広げるほか、机でお絵かきやパズルをするよ

うにして、好きな場所で遊べるようにしています。 

・子どもたちの意見を取り入れながら保育を行っています。夏祭りでは移

動動物園をしたいという意見が出て、段ボールなどで数種類の動物を作

り人気を集めました。また子どもたちは自由遊びを楽しみ、ブロックや

ままごとのほか、紙でリュックサックを作ってピクニックごっこをする

などしていました。外遊びでは追いかけっこをやりたいとの声が上がり、

こおり鬼などルールのある遊びを楽しんでいました。 

・園庭の畑やプランターではさまざまな野菜を育て、成長する様子を見る

とともにクッキング活動に利用しています。また園庭などで見つけた昆

虫を飼育し、今年はセミのさなぎが羽化するところを観察することがで

きました。子どもたちは自然豊かな園庭で毎日遊び、散歩へ出かけ、公

園にお弁当を持って行くこともあります。 

・年齢に合わせておもちゃをそろえ、ブロックの大きさなども変えていま

す。紙や色鉛筆を自由に使うことができ、３歳児以上は希望すればハサ

ミやセロテープを使うこともできます。子どもたちの作品は園内に飾っ
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てみんなで鑑賞できるようにしています。 

・けんかは安全を確認しながら自分たちで解決できるよう見守り、保育士

は必要に応じて両方の気持ちを代弁するなどの仲立ちをするとともに、

子ども自身が問題点に気付けるように丁寧に話をしています。 

・異年齢の交流は、保育室を共有しているため日常的に行われています。

5 歳児が自分で作った絵本を年下の子どもに読んであげたり、4 歳児の

けんかに5歳児が声をかけたりしています。年下の子どもたちが年上を

見て興味・意欲がわくとともに、年上の子どもは年下への配慮ができる

ようになっています。 

・保育士は温かく穏やかな態度で子どもたちに接しています。子どもたち

は保育士に気楽に話しかけ、保育士は子どもたちに、上手にできたとき

にはほめ、新しい遊びに挑戦しているときには励まして、子どもたちが

楽しく安全に遊べるよう配慮しています。 

・園では、外で遊べる天気であれば毎日園庭で遊ぶようにしています。園

庭には固定遊具がそろっていて自由に使えるほか、三輪車や竹馬なども

用意してあります。園庭遊びは、1、2 歳児と 3～5 歳児の時間をずら

して遊ぶことで、それぞれが安全に元気に遊べるように図っています。

保育士はすべり台やジャングルジムなどの遊具で上手に遊べない子ども

や竹馬の練習をする子どもに、手足の使い方などを教えています。 

・紫外線対策として子どもたちは帽子をかぶり、日差しが強いときは園庭

に遮光ネットを張っています。既往症や体調によっては室内遊びを行う

ことがあります。 

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、子ども一人一人に盛り付ける量を聞いて調整し、完食した満足

感が得られるようにしています。無理強いはせず、食べきれない場合は

さりげなく片付けています。食事に興味がわくように食前に当番が献立

を発表して、そろって｢いただきます｣をして食べています。保育士は子

どもたちと一緒に食べながら、なかなか食べ進まない子どもにはおかず

を集めるなど援助をしています。 

・｢年間食育計画｣を作成し、年齢に応じて身体と栄養の関係などを理解し

ていけるようにしています。おかずの配膳を5歳児の当番が行うほか、

3～5歳児は自分でご飯や麦茶を取りに行き食器の片付けもしています。

年齢に応じて調理を行い、トウモロコシなどの野菜の皮むきをし、園庭

の夏ミカンでマーマーレ̶ド作りもしています。 

・季節に合わせた行事食を取り入れています。献立は園独自のものを作成

しています。盛り付けの際は彩りを大切にし、また子どもたちがいろい

ろなものを食べられるように家庭では出にくい物も取り入れるようにし

ています。卒園式やクリスマスの際は、テーブルクロスやランチョンマ

ットを使って会食やバイキング形式の食事会を行っています。食材は新

鮮な旬のものを吟味して、市場から取り寄せるなどしています。食器は
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安全性に配慮して強化磁器の物を使用し、年齢によってサイズを変えて

います。 

・毎月給食会議を開き、各クラスの喫食状況や好き嫌い、食材の大きさな

どについて検討して献立に反映させています。調理員は保育室での配膳

の際や食事中に見て回って喫食状況を確認し、また保育士は保育日誌に

喫食状況を記録しています。 

・献立表は前月の最終日までに保護者へ配布しています。また毎日玄関に

給食のサンプルを置き、その日の給食内容を保護者に伝えています。園

での人気のレシピは園のホームページに掲載し、保護者から聞かれたと

きはレシピを渡しています。また毎月の「給食・食育だより」では保護

者に食事についての情報や季節のお勧めレシピを伝えています。保育参

加の際には保護者は給食の試食ができます。 

・午睡の際は、カーテンを引き薄暗くして眠りにつきやすくしています。

寝つけない子どもは背中を保育士が優しくなでて眠りにつけるように

し、眠れない子どもは空いている部屋で静かに過ごすようにしています。

1、2 歳児のクラスでは乳幼児突然死症候群の対策として 10 分ごとに

呼吸チェックを行い、睡眠時の呼吸についてはチェック表に午睡の際に

気を付けることを記載して注意喚起をしています。年長児は年明けから

午睡しない日を設定していく予定です。 

・活動の切れ目にはトイレに行くように勧め、また子どもたちは必要に応

じて自分からトイレに行っています。トイレトレーニングは子どもの発

達状態に合わせ、オムツがぬれていないようであればトイレに誘ってい

ます。保育園での排泄状況について、1、2 歳児は連絡ノートを使って

保護者と連携を取り、保育園での様子から、家庭でもトイレトレーニン

グを始めることを勧めています。 

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。 

・健康管理マニュアルがあり、朝の健康チェックなどで子どもの健康状態

を把握しています。全ての時間帯に研修を受けた職員を配置し、子ども

の健康状態は常に確認できるようにしています。入園時に保護者に健康

台帳を記入してもらい、変更や更新があった場合は書き加えてもらって、

子どもの健康状態を把握しています。園で子どもの健康状態について気

になることがあった場合は、降園時に保護者に伝え、必要な場合は保護

者に迎えに来てもらっています。 

・食後の歯磨きは1歳児から行い、保育士が仕上げ磨きをしています。歯

科衛生士による歯磨き指導を3～5歳児が受けることもあります。 

・毎月の身体測定の結果は、子どもの成長が分かるよう1歳から5歳まで

の結果を一枚に記入できる形式にしています。毎年の健康診断や歯科健

診の記録もファイルしています。身体測定の結果は保護者用健康ノート

にも記入して渡しています。また健康診断等の結果に問題がある場合は

口頭で丁寧に伝えています。園医には健康診断の際に保護者からの質問
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に答えてもらい、また必要に応じて助言をもらっています。 

・運営法人の看護師が毎月来園し、手洗いや風邪の予防などについて子ど

もに健康指導をしているほか、子どもの健康状態について確認してアド

バイスをしています。 

・感染症に対応したマニュアルがあります。登園停止基準や保育中に感染

症の疑いが生じた場合についての対応は、園のしおりに明記して保護者

に知らせています。登園許可証は園のしおりに載せるほか、ホームペー

ジからも取ることができます。感染症発症の疑いがある場合は速やかに

保護者に連絡し、子どもを静かな場所で見守りながら休ませています。

園での感染症発生についてのお知らせを廊下や保育室に掲示し、区や市

からの感染症情報も廊下に貼って保護者に伝えています。毎月保健だよ

りを出し、季節により流行しやすい感染症などについて知らせています。

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、毎年見直しをしています。マニュ

アルの1枚目に確認日を書き入れ、変更があった場合にはその内容も書

いています。マニュアルは常に確認できるよう休憩室に置いてあります。

また嘔吐物の対応用品をまとめ、使い方を保育室に貼るとともに研修を

しています。 

・保育室の清掃を毎日行い、おもちゃの消毒を乳児用は毎日、幼児用は毎

月行っています。トイレ清掃はチェック表により確認しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(6) 事故や怪我の発生時および事後

の対応体制が確立しているか。 

(7) 外部からの侵入に対する対応策

が整備されているか。 

・安全管理マニュアルがあります。マニュアルは火事、地震、大規模地震、

竜巻やケガ等に対応しています。地震を想定してピアノを固定し、棚に

は転倒防止用具を設置して、棚の上に重い物を置かないようにしていま

す。火事や地震に対応した避難訓練を、毎月発生時間や場所の想定を変

えて行っています。例えば引き渡しを想定した訓練、避難場所への避難

訓練、伝言ダイヤルを活用した訓練、消防署への模擬通報等を行ってい

ます。また、毎年全職員を対象に救急救命法の研修を行い、緊急時に備

えています。 

・保護者の緊急連絡先をまとめるとともに、近隣の病院の連絡先を事務所

に掲示するほか、それ以外の病院もリストアップしてファイルしていま

す。事故予防・対策マニュアルがあり、事故予防のための対策や事故の

際の対応法を決めています。子どものケガは軽傷であってもお迎えの際

に保護者に伝え、軽傷の場合はヒヤリハットに、通院をした場合は事故

報告書に記録し報告しています。事故報告に関してはその日のうちに緊

急会議を開き、事故原因を検討して再発防止に取り組んでいます。 

・電子錠を設置して不審者の侵入を防止しています。また警備保障会社と

契約をしています。毎年不審者に対応した訓練を行い、散歩の際には携

帯電話と警備保障会社への通報ボタンを持って行くなど対策を取ってい
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ます。不審者情報は区や小学校から来ます。 

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。 

・保育士の言葉は温かく穏やかです。移動するときは子どもたちをさりげ

なく誘うなどして急かすことはありません。いけないことをした場合は、

子どもの気持ちを聞きながら、なぜいけないのかが理解できるように話

をしています。職員会議で子どもの人権について取り上げ、職員が行う

自己評価でも子どもの人権の尊重について振り返りを行っています。 

・保育室の隅、廊下のいすなど、子どもが一人でゆっくり過ごせる場所が

あります。園庭では木に囲まれた場所やすべり台の下などで落ち着いて

過ごす子どもの姿が見られました。保育士が子どもと一対一で話をする

場合は空いている保育室を使っています。 

・守秘義務について職員会議で話をし、ボランティア・実習生には話をし

て誓約書をもらっています。園の個人情報保護方針は園のしおりに載せ

て保護者と全職員に配布しています。写真の使用について保護者から同

意を得て、使用を希望しない保護者には間違いのないよう対応していま

す。保護者に個人情報に関する書類を渡す際には「メール袋」を用い、

袋の上に入れるべき書類の種類を書いて、職員への注意喚起をしていま

す。個人情報に関する記録は事務所の施錠できる棚に保管しています。

・遊びや行事の役割、持ち物を性別による区別をせず、服装も自由にして

います。順番、グループ分け、整列なども男女の区別はなく子どもの意

思に任せています。子どもたちや保護者に話をするときは「おうちの方」

「保護者」と言い、父親や母親を固定的に捉える話し方はしていません。

保育をする中で気になることがあれば話しをするようにしています。 

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。 

・園の基本方針については、保護者に年2回の懇談会で話をしています。

また保護者を対象にアンケートを行い、保育方針の認知度を確認してい

ます。園だよりやクラスだよりで日々の保育について伝えて、保育方針

が理解されるようにしています。保育目標や保育方針は入園時に配布す

る園のしおり、ホームページに記載し、園内に掲示もしています。 

・保護者には、子どもの迎え時間にその日の子どもの様子を伝えています。

担任が伝えられないときは必要に応じて「日々の連絡簿」に記録し、他

の保育士から伝えるようにしています。連絡帳は 1、2 歳児の全員と 3

～5 歳児の希望者が使用し、きめ細かく情報交換をしています。個人面

談は年2回で、春は希望者に、秋には全員を対象に行い、そのほかに希

望があれば随時面談を行っています。 

・保護者の相談を受ける際は空いている部屋を使い、入口に札をかけて面

談中であることを知らせてプライバシーを守るようにしています。相談

内容によっては上司から助言を得て、また必要に応じて複数で対応する

ようにしています。相談は記録を個人ファイルに入れて、その後も継続
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して支援できるようにしています。 

・毎月の園だよりを発行し、当月の保育のねらい、子どもたちの様子や月

の予定等を記載し、裏面では年齢別クラスの様子を伝えています。必要

に応じて異年齢クラスのお知らせを出しています。園内にその日の活動

について写真を付けて掲示し、またホームページにも適宜載せています。

保護者懇談会は年に2回あり、春の懇談会は異年齢クラスで、年度末の

懇談会は年齢ごとで行っています。年度末の懇談会で1年間の活動を伝

える際には、写真やスライドを使って分かりやすく説明しています。懇

談会に参加できなかった保護者には、資料を渡して説明しています。 

・保育参加は異年齢クラスで行っています。1 週間の期間を決めて都合の

よい日に参加できるようにし、日程は年度はじめに渡す年間行事予定表

で知らせています。期間を決めていますが、希望があれば随時受け付け

ています。 

・保護者会があり、活動のために保育室を提供しています。保護者会では

人形劇などの行事、写真の販売、冬の集いのプレゼント配布などさまざ

まな活動をしていて、園でも要請があれば活動に参加・協力しています。

保護者会総会に園長と保育長（主任）が参加して意見交換を行っていま

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。 

 

 

・地域の子育て支援サービスとして、一時保育、園庭開放、プチ体験、交

流保育、育児相談、育児講座、絵本の貸出し、プール開放などを実施し

ています。子育て支援サービスの参加者からの感想やアンケートの結果

から、地域の子育て世代のニーズ把握に努めています。把握されたニー

ズを次年度の企画につなげるようにしています。 

・育児講座を年に3回開催しています。例えば、親子で楽しめる「クリス

マスの飾りつけ」や「お正月の飾りつくり」など季節的なものなども行

っています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園が行っている子育て支援サービスの種類・内容・行事などは、港南区

の広報誌、園のホームページ、園の掲示板などで知らせていますが、参

加者の少ないことが課題です。園の取り組みを、さらに地域に知っても

らえるような情報提供の工夫が望まれます。 
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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。 

・地域住民への情報提供は、港南区の広報誌や園のホームページ、園の掲

示板などで行っています。育児相談は、電話でも来園でも随時受け付け

ています。一時保育、園庭開放などに参加する保護者からも相談を受け

ています。相談内容は記録されています。 

・地域住民からの相談に、いつでも職員が対応できるように、必要な医療

機関、地域療育センター、近隣の病院、港南区福祉保健センター、地域

の保育園、地域の自治会などの一覧表が作成されています。 

 

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。 

・夏まつりや運動会など、園の行事に自治会の人々を招き、子どもたちと

一緒に給食を食べるなど、園への理解を深めてもらう機会を作っていま

す。また、地域の公園愛護会の人々から、子どもたちがひまわりの種の

蒔き方や育て方などを教わるなど、高齢者との触れ合いも毎年設けてい

ます。園庭の畑で栽培したサツマイモは、焼き芋にして子どもたちが近

隣へ配っています。 

・地域の小学校低学年生の生活科学習の中での交流や５歳児が就学予定先

の小学校を訪問するなど、近隣の小学校との連携を図っています。 

・1、2歳児が、近隣の保育園で毎年行われる乳児運動会ごっこに参加し、

地域の保育園の1、2歳児と遊ぶ機会をつくっています。また、3、4、

5 歳児が、地域の同年齢の子どもたちと仲良し交流会や七夕まつりなど

で交流する機会もつくっています。 

・地域への絵本の貸出しをしています。絵本の種類が豊富で、どの年齢児

にもどの季節にも対応ができる絵本が備えられています。また、保育備

品などを、地域の子育て連絡会などに貸し出しています。  

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園の掲示版に、園の活動ポスターやチラシを掲示しています。また、園

のホームページにも記載し、情報提供をしています。 

・園のパンフレットは、港南区役所で掲示・配布されています。また、港

南区の広報誌や横浜市のホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」にも

園の活動内容が掲載されています。 

・入園希望や見学の問い合わせには随時対応し、園の特色や保育方針、サ

ービス内容などを、園のしおり（重要事項説明書）や園のパンフレット

に基づき、説明しています。 
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・見学の日時などは、見学者の希望に沿うようにしていますが、午前中か

ら給食までの見学を勧め、子どもたちの様子、給食の献立や食事時の様

子、保育士の子どもたちへの接し方などが見られるようにしています。

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。 

・ボランティアや実習生の受け入れのマニュアルが作成されています。主

に保育長が対応し、面接・オリエンテーションを実施し、園の基本的な

考え方や方針、園での配慮事項（守秘義務や注意事項その他）など詳し

く説明しています。 

・ボランティア受け入れにおいては、事前に職員や保護者、子どもたちに

も園の受け入れの方針などを説明しています。 

・終了後は必ずボランティアと共に振り返りの時間を持ち、感想や意見を

聞き、園運営に反映するようにしています。 

・中学生の体験学習、公園愛護会の人々や園の卒園生もボランティアとし

て積極的に受け入れています。 

・実習については、実習の日程表を実習生にも渡し、スムースに実習が行

われるよう配慮しています。毎日の保育終了後に担当保育士との振り返

りの時間を設け、意見交換をしています。近隣の小学校教諭が、研修の

一環として実習に来ることもあります。 

・実習終了後は、感想や意見を聞き、実習生関連資料としてデータを残し

ています。実習生として受け入れた学生が、保育士の資格を得て報告に

来ることもあります。園では、学びの場として次世代の保育士育成に努

めています。 

 

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。 

・運営法人本部が、人材育成計画を策定しています。一人一人の職員に、

経験のある先輩職員が助言者として付き、育成することとしています。

・職員は、年度はじめに自己目標を設定し、年度末に達成度評価を行って

います。年度はじめ、中間期および年度末に園長または保育長と面談し

ています。 

・園内研修を行っています。毎月、運営法人内他園の看護師が来園し、健

康指導についての講義や嘔吐処理の実地指導などを行っています。また、

港南区職員を講師として招き、救急救命法・虐待の防止・発達障害など

の講義をしてもらっています。 

・職員は、運営法人本部が行う研修などに参加しているほか、横浜市や港

南区が行う研修に参加しています。外部研修に参加した職員は、リアク
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ションシート（研修報告）を作成し、職員会議で発表するほか、資料な

どを含め回覧し、全職員が情報を共有できるようにしています。 

・非常勤職員も外部研修に参加しています。また、園内研修は非常勤職員

も参加しやすい時間帯に開くなどの配慮をしています。また、職員会議

（正規職員のみ参加）などの結果報告を、非常勤職員に対して必ず行い、

情報の共有化を図っています。 

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。 

(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。 

・職員一人一人が、年度はじめに自己目標の設定を行い、年度末に達成度

評価を行っています。園の自己評価は年度末に行っています。 

・週案・月間指導計画・年間指導計画の見直し・自己評価を行っています。

保育の指導に関する自己評価は、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。自己評価・反省は、次の週案・月間指導計画・年間指導計画

の作成に反映させています。また、職員一人一人が行う自己目標設定・

達成度評価の結果は、次年度の自己目標設定につなげています。 

・外部研修や園長会などで、他園の工夫・改善した良い事例を得た場合は、

職員会議で報告し検討しています。また、運営法人内研修として、保育

士が互いに他園の同年齢クラスの保育に入り、それぞれの工夫事例など

を学ぶ機会を設けています。 

・園の自己評価は、保育の理念や園の目標、保育課程に沿って行っていま

す。職員一人一人が所定の項目について園の評価を行い、それをもとに、

園の自己評価をまとめています。自己評価結果は、園内に掲示し、保護

者に公表しています。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

・保育士初任者、中堅保育士など、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、いつでも園長などに改善提案したり意見を述べた

りすることができます。また、運営法人本部が職員に対し年1回行う意

向調査・申告書に、自由意見欄があり記入できるようにしています。 

・園長と保育長は分担して、一人一人の職員と年3回個別に面接し、満足

度・要望などを把握し、共有しています。 
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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。 

・職員に、全国保育士会倫理綱領を配布し、守るべき規範・倫理などを周

知しています。 

・運営法人の決算報告書を園内に掲示し、保護者に公開しています。 

・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。また、運営法人本部がまとめた、全

事業所の要望・苦情の事例を職員に回覧し、周知しています。 

・牛乳パックやトイレットペーパーの芯などを製作の素材として再利用し

ています。また、ゴミの分別を行っています。年1回、横浜市資源循環

局の職員に来園してもらい、子どもたちに向けて環境教室を開いていま

す。各保育室のゴミ箱には、分類別の表示がされていて、子どもたちも

守っています。 

・使用していない部屋の電灯をこまめに消したり、節水を徹底するなど、

省エネルギー・省資源に取り組んでいます。また、各部屋に、夏期・冬

期の管理目標温度を掲示し、職員の意識統一を図っています。 

・園全体の環境配慮への取り組み事項を定めています。年１回の環境教室

開催・ゴミ分別の表示・グリーンカーテン・廃材の利用・冷暖房温度の

適正化などを掲げています。 

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。 

・園のしおり（重要事項説明書）に、保育の理念・園の目標・保育の姿勢

を記載し、園内にも掲示しています。年度はじめの職員会議で、園長が

説明しているほか、職員会議で、保育の理念・経営理念を唱和していま

す。 

・園長は、日常からできるだけ保護者とコミュニケーションをとるように

しています。また、保護者会総会に園長が参加しているほか、必要に応

じ、保護者会役員と意見交換しています。 

・重要事項が決定されたときは、職員会議などで、目的・決定理由・経過

などを十分に説明しています。また、保護者に対しては、文書で知らせ

たり説明会を開いたりしています。例えば、来年度（2016年度）に予

定されている園舎の建て替え・仮園舎への一時移転などについて説明会

を開きました。出席できなかった保護者には、一人一人に資料を配布し

周知しています。 

・他園での主任に相当する業務を担っている「保育長」は、日々現場に出

て個々の職員の保育の様子などを把握しているほか、業務日誌などから

も業務状況をチェックしています。また、できるだけ職員に声かけし、
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その日の職員の様子・状況を把握し、良好な状態で仕事に取り組めるよ

う配慮しています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 保育園運営に関して、中長期的な

計画や目標を策定しているか。 

・事業運営に影響のある情報は、運営法人本部や港南区園長会などから得

ています。重要な情報は幹部職員間で議論し、必要に応じ職員会議で職

員に伝えています。現時点では、園舎建て替えに伴い、仮園舎での保育

をこれまでと同じレベルに保つための方策を課題としています。 

・毎年、事業計画を作成し、運営面の課題を職員に周知しています。また、

民間移管後約2年半を経過したので、今後は、新たな発展を図るための

方策を検討課題として取り組む予定です。 

・運営法人本部が、3 年間の総合経営計画を作成し、今後の運営やサービ

スの新たな仕組みを検討しています。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2015年 10月 15日～10月 29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    

59.6% （57枚配付、34枚回収） 

 

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

「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】 

・保育園への総合評価について、満足度は94.1％であり、高い評価を得られています。 

・保育園の保育目標や保育方針は、76.4％が「よく知っている」「まあ知っている」と回答し、そのうち65.4％

が賛同できる、34.6％がまあ賛同できるとして、賛同できない人はいませんでした。 

・満足度が 90％以上だった項目が多かった分野は、「問 4：日常の保育内容について」の「遊び」で 6 項目

中5項目、「生活」で7項目中6項目、「問7：職員の対応について」で5項目中４項目でした。 

・特に「生活」の「お子さんは給食を楽しんでいるか」の項目は 100％の満足度になっています。また「遊

び」の「子どもが戸外遊びを十分しているか」、「生活」の「給食の献立内容」「基本的生活習慣の自立に向

けた取り組み」「子どもの体調への気配り」、「問 6：園と保護者との連携交流」の「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」の５項目は97％を超える満足度となっています。 

・一方「問 5：快適さや安全対策などについて」の「施設設備について」は 38.2％、「外部からの不審者侵

入を防ぐ対策」については20.6％の方が「不満」と答えています。 

・園への意見・要望には、「個人個人の成長に正直に対応してくれる保育を大変ありがたく感じます」「育児は

大変ですが、先生方の温かいサポートで何とかがんばっています」「経験豊富な先生を含め、家庭の事情を

理解して臨機応変に対応していただいており、助かっています」との感謝の言葉や、「異年齢合同保育を子

どもは気に入っているようです。親の私から見ても良い影響がたくさんあると感じています」との意見があ

りました。また「夏のプール期間を長くしてほしい」「遠足の機会が増えると嬉しい」との希望や、「子ども

のことについて相談がしにくい」との意見がありました。 



■ 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

8.8%

まあ知っている

67.6%

どちらとも

⾔えない

8.8%

あまり知らない

11.8%

無回答

2.9%

賛同できる

65.4%

まあ賛同できる

34.6%
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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 55.9 26.5 5.9 0.0 8.8 2.9
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

41.2 35.3 5.9 5.9 8.8 2.9

園の⽬標や⽅針についての説明には 44.1 50.0 2.9 0.0 0.0 2.9
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

38.2 44.1 8.8 0.0 2.9 5.9

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

38.2 50.0 5.9 2.9 0.0 2.9

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）

50.0 44.1 2.9 0.0 0.0 2.9

（%）

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 41.2 50.0 8.8 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

29.4 52.9 8.8 5.9 2.9 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）

52.9 41.2 2.9 2.9 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

61.8 35.3 2.9 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）

50.0 38.2 11.8 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

55.9 35.3 8.8 0.0 0.0 0.0

遊びを通じて友だちや保育者との関わ
りが⼗分もてているかについては

55.9 38.2 0.0 5.9 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

55.9 38.2 5.9 0.0 0.0 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては

（お⼦さんが満⾜しているかなど）

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているか

については

園のおもちゃや教材については（お

⼦さんが⾃由に使えるように置いて

あるか、年齢にふさわしいかなど）

⾃然に触れたり地域に関わるなど

の、園外活動については

遊びを通じて友だちや保育者との関

わりが⼗分もてているかについては

遊びを通じたお⼦さんの健康づくり

への取り組みについては
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●「⽣活」について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

給⾷の献⽴内容については 73.5 23.5 2.9 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

64.7 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗い
など）の⾃⽴に向けての取り組みにつ
いては

70.6 26.5 2.9 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

50.0 44.1 2.9 2.9 0.0 0.0

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

58.8 23.5 5.9 2.9 5.9 2.9

お⼦さんの体調への気配りについては 61.8 35.3 2.9 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

61.8 29.4 5.9 2.9 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 23.5 38.2 35.3 2.9 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

44.1 50.0 5.9 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

23.5 55.9 20.6 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

38.2 50.0 8.8 2.9 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

50.0 35.3 5.9 2.9 5.9 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

61.8 35.3 2.9 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

58.8 35.3 5.9 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

41.2 41.2 11.8 2.9 2.9 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

44.1 47.1 5.9 2.9 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 61.8 32.4 0.0 2.9 2.9 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

58.8 29.4 5.9 5.9 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

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

61.8 32.4 5.9 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

64.7 29.4 2.9 2.9 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

47.1 29.4 0.0 0.0 17.6 5.9

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

58.8 32.4 5.9 0.0 2.9 0.0

意⾒や要望への対応については 58.8 32.4 5.9 0.0 0.0 2.9

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 52.9%

どちらかと

いえば満⾜

41.2%

どちらかと

いえば不満

5.9%
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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 48.1 92.5
問３ 年間の計画について 35.8 88.0
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 55.4 93.1
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 63.8 95.3
問５ 快適さや安全対策などについて 32.3 80.9
問６ 園と保護者との連携・交流について 54.7 91.9
問７ 職員の対応について 61.8 95.2

※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
.901
.861
.850
.821
.817

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

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

問4：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
問4：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
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

 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6：お⼦さんに関する重要な情報の連絡体制については

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：11月 16日（月）、11月 19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。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●1、２歳児クラス 

 朝の時間帯は、子どもたちは思い思いに遊んでいます。絵本を見る子どもやブロックをする子ども、穴通

しをする子ども等がいて、保育士は子どもの様子を見ながら一緒に遊び、危ないことは注意しています。 

 朝の会の後は園庭で遊びます。外へ出る準備で、帽子をかぶったり靴下をはいたりするのを、子どもたち

は自分でやりますが、できないときは保育士に手伝ってもらいます。帽子は年齢によって異なり、一目で何

歳かが分かるようになっています。 

 園庭では、保育士がジョウロで水をまいて大きく一周回れる道を描きます。三輪車や足こぎ車はこの道に

沿って同じ方向に走らせることになっていて、ぶつからずに走ることができます。子どもたちは三輪車が大

好きで、半分以上の子どもが乗っていました。保育士は1歳児にこぎ方を教えたり、「道に沿って行ってね」

と話したり、2歳児に｢バックもできるようになったね｣と声をかけています。また園庭にはジャングルジム

やすべり台などの遊具があり、子どもたちが遊具に寄っていくと保育士がつきます。ジャングルジムに挑戦

して途中で困っている子どもは、足や手の使い方を教えてもらっています。子どもたちは次々に好きな場所

で遊び、3～5歳児が出てくると、大きな子どもたちの遊びを眺めたり真似してみたりしていました。遊び

の途中で水分補給をし、時間になるとさりげなく声をかけられて次第に保育室に戻って行きます。 

 食事は、年齢別に2テーブルに分かれるほか、アレルギ̶のある子どもは別のテーブルで食べています。

1歳児はスプーンや手づかみで食べ、2歳児は上手にスプーンを使っています。保育士に大きなおかずを小

さくしてもらったり、スプーンの上にまとめてもらったりしながらおいしそうに食べていました。おかわり

もでき、アレルギーのある子ども用のおかわりも用意されています。 

 オムツは活動の切れ間に変えてもらいます。トイレでできる子どもはトイレに行くので保育士がつきます。

まだオムツの子どもでも、「出てないね。トイレに座ってみる？」と声をかけられて座ってみる子どもがい

ます。 

 午睡時は部屋をカーテンで薄暗くし、優しい音楽をかけています。保育士にトントンされながら次第に眠

りについています。寝つけずに保育士に抱いてもらう子どももいますが、しばらくすると全員眠りにつきま

した。 

  

●3～5歳児クラス 

 朝の自由遊びの時間は、2クラスに分かれて3～5歳児の縦割りクラスで遊んでいました。子どもたちは、

ブロック・積み木・ぬり絵・すごろく・ままごとなどの遊びや、絵本読みに熱中しています。紙でリュック

サックを作り、中に自分で書いた絵本やお弁当箱を入れて「ピクニックに行くの」と背負う子どもや、ひも

で三つ編みをする子どももいます。年齢に関係なく子どもたちは自由に遊んでいます。 

朝の会の後は、お誕生日の子どものためにお祝いをしました。いちごケーキをかたどった模型の上に、本

物のろうそくを６本立て、火をつけてもらいます。「大きくなったら何になりたい？」「園での一番好きな遊

びは？」などの保育士からの質問に、「おまわりさん」「ブロック遊び」などと答え、みんなからお祝いの歌

を歌ってもらいます。また、みんなで一緒に歌いたい歌を聞かれ、ピアノに合わせてその歌を歌いました。
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最後にろうそくの火を吹き消し、「おめでとう」とみんなから祝ってもらいました  

 その後、年齢別クラスごとの活動に移り、３歳児がダンス、４歳児が園庭での遊び、５歳児がお楽しみ会

で発表する劇の練習をしました。3、5歳児はそれぞれの活動の後、園庭で遊びました。4歳児は園庭に出

るとまず丸く輪になり、1、2歳児と一緒なので気を付けることを確認してから遊び始めます。 

園庭には赤い実のなる木があり、保育士に取ってもらって自分用の箱に入れる子どもがいます。またイチ

ョウの落ち葉を集めてブーケのようにまとめ、見せてくれる子どももいます。追いかけっこをしたり、リレ

ーをしたり、三輪車を全力で走らせたりと、子どもたちは自由に遊び、「入れて」「いいよ」の声も聞かれま

す。ゴミ収集車が園の前に来ると大人気で、子どもたちが集まって熱心に眺めています。全園児が出ると園

庭はかなり混雑しますが、子どもたちは上手にぶつからないよう遊んでいました。竹馬や縄跳びなどを使う

場合は、他の子どもが入らないように保育士が白線を描き、その中で行うようにしています。「仲間外れに

された」「突き飛ばされた」と訴えてくる子どもたちに、保育士は両方から話を聞いて仲立ちをしていまし

た。また年少の子どものケンカに年長の子どもが声をかけ、それをきっかけにまた遊び始める姿も見られま

した。 

 昼食は異年齢クラスで食べます。5 歳児の 1 人は当番としておかずの配膳を行い、子どもたちは自分で

ご飯を取りに行って、食べる量に応じて入れてもらっています。当番による献立発表の後、みんなで「いた

だきます」をして食べ始めます。 

 

●人形劇鑑賞 

訪問 2 日目は保護者会主催の人形劇の会があり、全園児が参加しました。入り口近くには 1、2 歳児の

園児が保育士に付き添そわれて座り、いす席に3、4、5歳児が座りました。 

人形劇が始まる前に保育士が、この人形劇が保護者会主催であること、家に帰ったらお父さん、お母さん

にお礼とどんな劇だったかお話してほしいと話し、次に人形劇を観るルールとしてどうすれば良いかを子ど

もたちに考えてもらっていました。出た意見には、「そうね、それは大切なことね」と褒め、みなで観る際

のルールを決めていました。 

劇が始まると、どの子どもも興味津々の顔で見入り、はしゃいでいる子どもに「聞こえないから静かに」

と注意する子どももいました。1、2歳児も飽きることなく1時間近く観ていました。 

 

●まとめ 

 自然豊かで遊具もそろった園庭があり、子どもたちは元気に外遊びを楽しんでいました。一方、人形劇の

会をはじめ保育士による絵本の読み聞かせなどの際は集中して聴く姿が見られました。自由遊びでは好きな

ものをブロックや紙で作り、それを使ってさらに遊びを広げる様子に、それぞれの子どもの発想が感じられ

ました。保育士は子どもたちの様子を見ながら、新しい提案をして遊びに変化を持たせたり、必要な手助け

をしていました。異年齢で過ごすことが多いため、年下の子どもを気遣う年上の子どもの姿や、年上の子ど

もの真似をする年下の子どもの姿が見られました。 
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事業者コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南日野保育園は、横浜市からの移管後 3 年目を迎え初めて第三者評価を受審しまし

た。移管後、引き継ぎを経て確実に保育運営がなされているかを第三者の公正で信頼性

のある、且つ専門的で客観性ある視点で評価頂き、しっかりと振り返りたいとの思いで

臨みました。 

  

時間をかけて一人ひとりがそれぞれの項目に対し自己評価を行い、その内容について

職員全員で深い話し合いをする事が出来ました。その話し合い、振り返りを通して、私

たちの目指す保育は何かを再確認する事が出来ました。それは日々の保育の中で大切に

している子どもとの信頼関係を基に、子ども達が保育の中で友だちとの関係を通して自

己肯定感を育てて欲しい事、それはこれから大きくなる時に人間の基になる大切な部分

であるという事を確認することが出来ました。同時に子ども達の大切な乳幼児期に関わ

る職員の質も常に向上していく必要がある事も感じました。 

  

また保護者の皆さんに協力頂いたアンケートでは、日常の保育内容については特に高

い評価を頂きました。私たちの保育は、皆さんのご理解とご協力に支えられてできてい

ることに改めて気付かされました。本当に心から感謝申し上げます。一方アンケートの

中で皆さんのご心配を頂いたセキュリティーについて、これから建てる新園舎は、セキ

ュリティーに配慮した建物にして、皆さんの不安を解消するように検討して行きたいと

思います。 

  

これからも、頂いた評価に決して甘んずることなく、今回再確認した南日野保育園の

大切にしていることをしっかりと伝えていく努力を全職員が一体となって、今後の保育

に取り組んで参りたいと思います。 

 

園長 新川 ひろみ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-評価で次のステージへ- 

since 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

合同会社 評価市民・ネクスト 

〒231-0003 横浜市中区北仲通 3-33 関内フューチャーセンター153 

Tel: 050-3786-7048 Fax: 045-330-6048 

URL: http://www.hyouka-next.jp 


