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【評価実施概要】 

 

事業所名 一般財団法人 三和徳育会 アメリカ山徳育こども園 

事業所への報告書提出日 2016年 2月 16日  （評価に要した期間）9か月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 評価機関からの説明を受けた後、2ヶ月の期間を設けて個々が評価

票に目を通し評価を記入した。 

② 個人の評価が終了した後、6名程度のグループを設けて、意見交換

をしながらグループとしての評価をまとめた。 

③ グループのリーダーが各グループの評価をもちより、意見交換・確

認をし、園としての評価をまとめた。 

④ 園としてまとめたものに対して職員の意見を聞き、確認をとり提出

した。 

実施期間 

2015年 5月 8日～11月 5日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（88 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 11月 4日～11月 20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。園長にヒアリング。 

実施日 第 1日：2015年 12月 15日 

    第 2日：2015年 12月 21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、看護師、栄養士、非常勤職員、主任 

に順にヒアリング。その後、園長にヒアリング。 

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 12月 15日 

    第 2日：2015年 12月 21日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

  アメリカ山徳育こども園は、みなとみらい線「元町・中華街」駅改札から直結しているビルの 3 階部分

にあります。2012年（平成24年）4月に、一般財団法人三和徳育会により開設された認可保育園です。

同会は当園のほかに、横浜市小規模保育事業である0歳から2歳までの「徳育ナーサリー山下公園」、学童

保育を主とする「アメリカ山ガーデンアカデミー」を経営しています。 

 駅の改札口を出てエスカレーターをあがると園の入り口玄関になります。玄関を入ると玄関ホールとカウ

ンター、そしてホールのカラフルな下駄箱コーナーの向こうが大きなワンルームの保育室になっています。

ワンルームの保育室は低い戸棚でクラス別に仕切られ、必要な場合にはカーテンで仕切ることもできます。

厨房はホールの左手奥にあり、ガラス越しに4、5歳児保育スペースを見ることができます。園庭はありま

せんが、屋上がアメリカ山公園で、公園から直接横浜外国人墓地や港の見える丘公園に歩いていけます。そ

の他元町商店街や山下公園、赤レンガ倉庫なども子どもたちの散歩コースになっています。また、ビルの３

階部分は保育園に隣接してアメリカ山ガーデンアカデミーが併設されていて、職員の研修の場ともなり、雨

の日の子どもたちの遊び場などにもなっています。 

定員は 90 名（0～5 歳児）ですが、待機児童解消のため調査時点で 106 名が在籍していました。開園

時間は平日 7時 30分から 19時 30分、土曜日は 7時 30分から 17時です。保育理念を「体験の数だ

け成長がある」「笑顔の数だけ幸せがある」とし、保育目標を「健康な身体としなやかな心をもつ子ども」

「豊かな感性と創造性にあふれる子ども」「強い信念と思いやりのある子ども」としています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは保育士に見守られ、メリハリのついた園生活を楽しんでいます 

子どもたちは毎日のように近隣の公園に出かけ、はじけるように遊んでいます。鬼ごっこ、ボールけり、

ままごとなど、保育士の提案を受けてその日の気分で遊びを選んでいます。遊んでいくうちにどんどん遊び

が変化したり、新しいルールを子どもたち同士で作ったりしています。保育士は子どもたちの様子を見守り

ながら、遊びの変化に応じて一緒に遊んだり、遊びの手助けをしたりしています。その間にも安全確認、人

数確認を行っています。また、公園への移動はクラスごとですが、着いた公園では異年齢が一緒になって遊

ぶこともよくあります。年上の子どもたちが年下の子どもたちをやさしくリードしたり、手助けをしたり、

駆け寄ってくるのを待ってあげたりと異年齢での交流が自然な形で行われています。 

遊びが終わり、園に帰る時間になると、保育士の声かけで子どもたちは二列に手をつないで並びます。今

まで遊んでいたときとはうって変わり、小さいながらもしっかりと交通ルールを守りながら歩いて行きます。

エレベーターの中ではおしゃべりをしない、階段は手すりを持って一列になって上がるなど、日々の生活の

中で遊んでいるときとそうでないときとで、けじめのある行動が自然な形で身についていることが感じられ

ます。 

 

【2】外部からの侵入防止等に関して、保護者が安心感を得られています 

園は駅直結のビルの中にあるため、大変利便性が良い反面、不特定多数の大勢の人が利用する、ふらりと

入って来やすいといった不安要素があり、外部からの侵入を防ぐことを第一義に考えて指紋認証のドアキー
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を使用しています。また、建物全体は管理会社により24時間管理されています。今回の第三者評価に伴う

保護者アンケートでは、「外部からの不審者侵入を防ぐ対策について」という項目に対して、全員が「満足」

または「どちらかといえば満足」と答えていて、保護者に安心感を与える環境になっています。 

 

【3】地域資源を利用し、地域の人々と交流を深めています 

園のあるビル屋上のアメリカ山公園をはじめ、横浜外国人墓地、山手西洋館、山下公園など観光スポット

が近くに多数あり、日々の散歩コースにうまく取り入れられています。地域の人々と交流を図り、四季のう

つろいや街の文化に接しながら、園の理念で重視されている「体験」する機会を積極的に設けています。ま

た、有名な商店街の中にあり、お祭り、ハロウィン、クリスマスなど地域を挙げてのイベントも多く行われ、

園の年間行事にも盛り込み積極的に参加することで、地域に根差した園の存在をアピールするとともに、地

域の人々との交流を深めています。 
 

 

●改善や工夫が望まれる点 

【1】系統立てた人材育成の仕組みの確立 

現在、園では人材育成の取り組みとして、人材育成計画の作成、全職員個々の目標設定と自己評価、単発

的な内部研修、外部研修を行っています。しかしながらそれぞれの関連性が乏しく、計画的な育成には至っ

ていません。人材育成方針・階層別や職種別の期待水準、それらに基づいた個々の職員の目標設定と自己評

価、研修計画の策定と研修履歴の管理、研修の振り返りと評価、さらに園全体としての自己評価などを行う

ことにより、園の設立時に掲げた理想の保育園にするための系統立てた人材育成の仕組みの確立が期待され

ます。 

 

【2】施設の構造などを考慮した上でのきめ細かな保育環境の工夫 

ビルのワンフロアーにある園のため、構造的な面や消防法の規定などのさまざまな制約が保育環境の中に

ありますが、低い棚で仕切って年齢ごとのスペースを確保したり、子どもたちの活動時間をずらしたり、同

法人が運営する他のスペースを使うなど工夫や対応を行い、子どもたちにとってより良い環境整備に努めて

います。ワンフロアーであるため保育士の目が全体に届きやすいという利点がある反面、急激な感染症蔓延

の危険性、音や臭気に関する問題、子どもたちの着替えやオムツ替え、トイレの順番待ちなどのとき、他者

の視線をさえぎるものがないなどの懸案事項もあります。さまざまな制約の中で難しい課題もありますが、

きめ細かな保育を目指した工夫が期待されます。 
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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。 

・保育理念を「体験の数だけ成長がある」「笑顔の数だけ幸せがある」とし、

保育目標を「健康な身体としなやかな心をもつ子ども」「豊かな感性と創

造性にあふれる子ども」「強い信念と思いやりのある子ども」とし、利用

者本人を尊重したものになっており、職員間でたびたび確認しています。

・保育理念・保育目標に基づいて保育課程を作成し、子どもの最善の利益

を第一義にしています。年間・月間指導計画は保育課程に基づいてクラ

ス担任が作成し、園長・主任を交えた話し合いで検討して完成させ、日々

の保育で実践しています。 

・日常の保育の中で、理解できる子どもには、活動の目的ややり方などを

説明し、言葉で意思を表現できない子どもについては、態度や表情から

くみ取り、子どもの希望や工夫も指導計画に反映させています。 

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。 

・入園前に、保護者それぞれと個別に担任・園長・看護師・栄養士が面接

をします。その際、子どもも連れて来てもらい、一人一人の子どもの様

子を詳しく観察し、記録しています。 

・新入園児には児童家庭調査票、児童健康調査票などを提出してもらい、

職員会議で全員が共有して子どもの発達状況や課題を把握し、日々の保

育に生かしています。 

・乳児クラスはクラス全体の担任と小グループの担当保育士を決め、新入

園児は好きなおもちゃやタオルなどの持ち込みができるようにし、落ち

着いて園生活に入れるように配慮しています。 

・毎月1回月間指導計画について検討する月案会議があり、全職員が出席

します。指導計画に基づいた実践が保育理念に沿っているかどうかを確

認するとともに、各クラスの子どもの現状を出し合って検討し、子ども

の意思も尊重した柔軟性のある指導計画であるように見直しています。
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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。 

・園内は掃除の方法が決まっていて、「保育園の衛生管理」「清掃手順書」

として各個所に掲示され、原則その通りに実施されています。また、ビ

ル内強制排気が稼動し、空気清浄機が各クラスに置かれ、開園時間には

常に作動しています。 

・0 歳児のスペースに沐浴設備があり、幼児のトイレの中に、温水シャワ

ーを備えた独立したシャワー室があります。沐浴室、沐浴槽、シャワー

室の清掃、消毒の具体的方法は「保育園の衛生管理」に記載され、担当

クラスの職員が適宜清掃しています。 

・0～1 歳児クラスは主に生活面で小グループで行動し、食事・着替えな

どもそれぞれのグループごとに行えるようになっています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保育室はワンルームを低い棚で仕切って各クラスのスペースを作ってい

ますが、時間帯により子どもたちの声は他クラスにも響き渡り、保育士

と子どもたちの会話は大きな声を出しての会話となっています。園とし

ては外部の専門家の協力を得てさまざまな対策を行ってきましたが未だ

効果はあげていません。今後も対策に取り組むとともに、園内での保育

士たちと子どもたちの声の大きさ、音に対する認識や保育のあり方の工

夫が望まれます。 

・ワンルームという施設の構造上、トイレの臭気が漂うこともあり、清掃

が十分であるかどうか、こまめな確認が望まれます。 

・クラスによって、食べる・寝るなどの機能別の空間を確保できず、まだ

食事中の子どもがいるすぐそばで、着替えなど午睡の準備をせざるを得

ない現状もあり、さらなる工夫が期待されます。 

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

保育目標を設定し、それに応じた

個別指導計画を作成しているか。 

(2) 子ども一人一人の発達の過程に

応じた対応をし、その記録がある

か。 

・0～2 歳児については、クラスごとの月案、週案のほかに一人一人につ

いて個別配慮を計画立てしています。幼児についても必要に応じて個別

指導計画を作成しています。 

・0、1 歳児クラスの場合、連絡帳や口頭で指導計画の重要部分を保護者

に説明し、発達に応じた対応ができるように話し合っています。その他

のクラスでも個別に配慮が必要な子どもについては、保護者と面談を行

うなどして話し合い、指導方針の同意を得ています。 

・子どもや家庭の個別の状況・要望は、児童家庭調査票に記載しています。

入園後の子どもの成長発達記録は、運動機能や子ども同士の関係、言語

その他に関する成長発達記録、また身体成長記録をそれぞれ3か月ごと

に作成しています。これらは面談記録と共に、児童票にファイルしてい

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。 

・配慮を要する子どもの保育に関する情報は、研修を受けた職員が会議で

報告します。また、園長も情報を得て職員に伝え、保育に生かせるよう

にしています。 

・個別配慮の必要なケースはクラス会議・月案会議・職員会議で話し合っ

て共有し、研修・会議の記録はファイルして事務所に置き、職員がいつ

でも確認できるようにしています。 

・園内はバリアフリーに配慮して設計されています。 

・障がい児保育については、職員会議・月案会議で全職員で学習し、話し

合える体制ができています。また、保護者の同意を得て横浜市中部地域

療育センターなどから助言や情報を得られる体制になっています。 

・虐待が疑われる子どもがいたり、そうした家庭がある場合には中区こど

も家庭支援課と連絡を取りながら見守り、虐待の早期発見と適切な対応

を心がけています。 

・アレルギー疾患のある子どもについては、入園時の個別面談で話し合い

ます。除去食などの個別対応が必要な場合は医師からの「生活管理指導

表」を提出してもらい、年度ごとに状況を確認し、対応しています。 

・保育室に「アレルギー発症時のフローチャート」を掲示し、発症時に迅

速に対応できるようにし、またクラスでアレルギー担当保育士を決めて

います。 

・除去食は専用トレイ、食器を使用し、名札、アレルギーの種類をクリッ

プでトレイにつけ、食事を提供します。給食室で2回確認し、配膳時に

も声を出して確認し、誤食を防いでいます。 

・文化の違う家庭については、入園時にそれまでの生活について聞き取り

をし、入園後も必要に応じてその都度保護者の考え方に耳を傾け、尊重

し、違いを認めながら過ごせるように、子どもの園での生活について話

し合っています。 

・世界の中にはさまざまな国や言葉、文化、考え方があることを子どもた

ちが肌で感じるように、保育の活動として英語や中国語のカリキュラム

を取り入れています。 

 

【さらに望まれる点】 

・アレルギー疾患のある子どもの食事に関して、トレイを食卓に運ぶタイ

ミングがクラスによって統一されていないので、マニュアルの中に定め、

どのクラスでも同じやり方で食事を提供することが望まれます。 

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。 

・保護者の苦情や要望を聞く方法として、玄関に意見箱を設け、懇談会で

直接話し合い、行事の後にはアンケートを実施しています。また、各ク

ラスの運営委員である保護者がクラスの意見を吸い上げて、年3回実施
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(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。 

される運営委員会で報告する仕組みをつくっています。上がってきた保

護者の意見は委員会で検討し、保護者に回答しています。 

・苦情・要望は、第三者委員に直接申し立てることもできることを入園時

に保護者に説明しています。地域の自治会関係者2名を第三者委員とし

て依頼していて、申し立てがあった場合に第三者委員を交えて迅速に対

応する仕組みがあります。 

・要望・苦情の解決策は職員会議で全職員に伝え、過去のデータは「意見・

要望の受付報告書」「相談解決結果報告書」としてファイルし、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。 

・乳児クラスには視覚、聴覚に訴えるような手作りおもちゃや小さいサイ

ズの本、幼児クラスには塗り絵、ブロック、キッチンセットなど年齢や

発達に合わせたおもちゃを用意しています。遊びによって場所を設定し

たり、テーブルを置いたり、シートを敷くなどして、子どもが落ち着い

て遊べる環境を作っています。 

・子どもたちはスカートを使いお姫様ごっこをしたり、保育士手作りの剣

を使いヒーローごっこをしたり、数人でブロックで遊んだり、テーブル

に向かって文字を書いたり塗り絵をしたりして遊んでいます。 

・プランターを利用してチューリップを植え、当番が交代で水やりを行っ

ています。また、イネやサツマイモを育て成長記録を付けています。室

内ではカブトムシの幼虫を飼っています。春には根岸森林公園への遠足、

秋にはサツマイモを収穫する機会を設けるなど、自然に触れる機会を多

く取り入れています。 

・保育プログラムの中にリトミック、英語コーラス、和太鼓、手遊びなど

を取り入れ、さまざまな場面で子どもたちが自由に表現できるよう配慮

しています。 

・幼児クラスの子ども同士のけんか等については、保育士が危険がないよ

う見守っています。必要を感じたときには、少し離れた静かな場所や一

時保育の部屋に移動し、子どもの性格を考慮に入れながら、子ども同士

で解決できるよう支援しています。乳児クラスの子どものけんかについ

ても、保育士が危険がないよう見守りながら、子どもの気持ちを受け止

め代弁するなどの支援を行っています。 

・施設がビルの中にあるという環境のため、積極的に屋外活動を取り入れ

ています。天気の良い日はほぼ毎日、場合によっては午後も短時間では
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ありますが、さまざまな公園に出かけています。 

Ⅱ－１ 保育内容[生活] 

(7) 食事を豊かに楽しむ工夫をして

いるか。 

(8) 食事の場、食材、食器等に配慮し

ているか。 

(9) 子どもの喫食状況を把握して、献

立の作成・調理の工夫に活かして

いるか。 

(10) 子どもの食生活について、家庭

と連携しているか。 

(11) 午睡・休息は発達や日々の子ど

もの状況に応じて対応している

か。 

(12) 排泄は個人差があることを十分

に配慮して対応しているか。 

・給食の際は、子どもの苦手とするおかずの量を減らしたり、「一つは食べ

ようね」などと声かけを行い、子どもの食べきれる量にしています。 

・旬の食材を使う献立をたてるよう努めています。食後には果物の提供を

行っています。食材は国産の物を極力使い、食材の産地については毎日

玄関口に掲示しています。 

・月 2回同じ献立を提供しています。1回目のサイクルでは保育士に、子

どもたちの喫食状況、食べやすさ、切り方、味付けなどをファイルに記

入してもらい、2 回目に改善を図るようにしています。厨房が保育室の

そばにあるため、調理担当者は常に子どもたちの様子をガラス越しに見

ることができます。 

・月の後半は玄関にある壁掛けＴＶで子どもたちが給食やおやつを食べる

様子を放映しています。保育参観、誕生日会などに参加する保護者から

希望があれば給食を提供し、子どもと一緒に食べることができるように

しています。2 月に行われる生活発表会では「食育」について栄養士が

話をすることになっています。 

・眠れない子どもに午睡を強要することはありませんが、子どもたちにも

午睡は休息との意識が持てるよう伝えています。電気を消したり、カー

テンを引いたりして静かな環境を作っています。ＢＧＭとしてオルゴー

ル音楽を流すこともあります。 

・保育プログラムの合間ごとにトイレ誘導は行いますが、そのとき排泄が

なかった子どもに対しては、本人が希望するときにトイレ誘導を行って

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、看護師の管理の下に子ども一人一人の健康

状態を把握しています。入園時に親子面談を行い、個別の「健康観察ノ

ート」を作成し職員間で共有できるようにしています。 

・健康診断や歯科健診の結果は記録し、健診の結果については看護師から

個別に書面で伝えています。 

・感染症に対するマニュアルがあり、保護者には、入園時に渡す入園のし

おり（重要事項説明書）中の「感染症に関する項目」で説明しています。

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。 

・マニュアルとして「保育園の衛生管理」「清掃手順書」があります。「清

掃手順書」はトイレに掲示して全職員で共有し、手順書に従って、クラ

スごとに当番を決めて清掃をしています。 
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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。 

・危機管理マニュアル、事故防止チェックリスト、事故防止マニュアル、

事故対応マニュアル、等各種のマニュアルがあり全職員に周知されてい

ます。事務所内に緊急連絡体制の掲示を行い、職員の誰でも対応できる

ようになっています。緊急時の保護者への連絡は、メール配信システム

を使用して一斉送信ができるようになっています。 

・子どもの事故やケガに際しては保護者や救急機関にすぐ連絡が取れるよ

うになっています。事務所には救急機関の一覧表の掲示が行われていま

す。職員会議等で事故報告、再発防止のための事故発生分析報告などが

行われ、事故後の対応体制も確立しています。 

・保育園の入口は指紋認証式のドアになっています。ビル管理会社、警察

などへの緊急通報体制ができています。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

(1) 保育中の子どもの呼び方や叱り

方などで、子どもの人格尊重を意

識しているか。 

(2) 必要に応じてプライバシーが守

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、無視が行われないよう注意をはらい、

気になる言葉遣いなどがあった場合は主任や園長から注意をしていま

す。トイレや休憩室に「子どもに対しての言葉遣いについての表」を掲

示しています。 

・必要に応じて、一時保育室や事務所をプライバシーを守れる場所として

用意し、一対一で話し合うことができるようになっています。 

・守秘義務の意義や目的、個人情報の適切な取り扱いを全職員にオリエン

テーションや研修等で周知しています。個人情報に関する記録は、事務

所内の鍵のかかる書庫に保管し、外部への持ち出し厳禁となっています。

・持ち物・服装などで性別による区別はせず、名簿は月齢順に、必要に応

じてアイウエオ順に作成しています。子どもの保護者に対しては、性差

による固定観念で保護者の役割を捉えないようにしています。 

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

・保護者に対しては、懇談会や個人面談のときに園の取り組みについて説

明するように努めています。また、入園時の説明会においても「入園の

しおり」をもとに説明しています。 

・入園時や進級時に個人面談を行っていますが、保護者からの希望があれ

ば、随時個別面談を行っています。 

・保護者からの相談は担任が対応し、相談終了後に園長・主任に報告し、

必要なら助言や支援が受けられる体制になっています。相談内容は報告

書を作成し、個別の児童票と共に管理しています。 

・玄関入口に壁型テレビ受像機をおき、その日の保育写真をスライドで流

したり、幼児クラスのクラスノートには写真を多用したりして保育の様

子が保護者に分かりやすいようにしています。学年末に行われるクラス

懇談会では、年間を通した子どもの様子をビデオで上映しています。 
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意見交換を行っているか。 ・年間を通じていつでも保育参観、保育参加を受け入れています。誕生日

会の保育参観では、希望があれば子どもと一緒に給食を食べることもで

きます。 

・保護者からの要請があれば、保護者の自主的な活動のための場所の提供

を行うことができます。 

・運営委員会を通して保護者の活発な意見は出ていますが、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。 

・園ならびに法人施設が入っているビルが所属する商店会や協同組合の定

期会合に理事長や園長が出席し、地域の子育て支援ニーズを聞く機会が

あります。中区グランマ保育園事業による絵本貸し出し、育児相談など

で、地域住民が園へ気軽に立ち寄れる機会を設け、中区こども家庭支援

課「保育コンシェルジュ」を招いての見学会に絡めた相談会を開くなど、

地域の子育て支援の取り組みに積極的にかかわり、ニーズの把握に努め

ています。地域子育て支援拠点「のんびりんこ」で行われる地域の保育

園との検討会などに参加し、情報交換をしています。 

・月例の職員会議などで、地域の子育て支援ニーズの職員全体への周知を

図り、クラス会議などでさらにその内容を職員間で深く検討する機会を

適時設けています。一時保育を実施しており、園併設のファミリーサポ

ート相談室「とくいく・ぱれっと」による子育て講座・勉強会も行われ

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。 

・子育ての悩みや育児に関する個別の相談希望に対し、平日の開園時間内

にメールや電話での相談、来園での予約制による相談に応じています。

・園の行事や相談会のお知らせは、園が入っているビルの掲示スペースに

ポスターやチラシを掲示したり、商店会に配布を行ったりして、情報提

供をしています。 

・育児に関する医療機関・行政・支援機関などへの連絡先などをまとめた

一覧が、事務所の電話機近くに見やすく掲示されています。相手先の担

当者が明確になっており、適時連絡が取れるようになっています。 
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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。 

・園は親子交通安全教室や防犯教室などの行事に、地域住民を招待したり、

地元の商店会の定期的な会合に出席するなどして、地域との交流、情報

交換を行っています。また、園の運動会で小学校の校庭を利用させても

らったり、中学校の生徒に園まで出向いもらい器楽演奏会を開いてもら

うなど、近隣の小中学校と交流を深めることにより、円滑な協力体制が

取れるようにしています。 

・園のあるビルと屋上階のアメリカ山公園の管理事務所、駅の鉄道会社、

商店街との友好的な関係構築のために、地域行事や季節のイベントへ積

極的に参加し、交流・連携を図っています。 

・屋上階のアメリカ山公園をはじめ、近くの横浜外国人墓地、山手西洋館

などに散歩や見学に出かけ、有名な観光都市である街の特色を日常の中

にうまく取り込む工夫がなされています。大きな商店街があり、観光施

設が多いため、七夕、おまつり、ハロウィン、クリスマスなど街をあげ

てのイベント行事が盛んで、園児が積極的に参加できるように配慮して

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。 

・園のパンフレットやチラシ、区域の広報などの紙媒体とともに、ホーム

ページなど電子媒体による情報提供が幅広く行われています。広報よこ

はまや商店街のブックレット、区域の情報誌などへ、園の紹介や行事案

内、子育て支援の情報を掲載し、情報提供ならびに行事などの周知をし

ています。サービス内容等の情報は、保育園のパンフレットやホームペ

ージにわかりやすく掲載されています。 

・利用希望者からの問い合わせは、電話や来園でだけでなく、ホームペー

ジからの問い合わせでも対応できるように配慮されています。見学は、

保育に支障を来さない範囲で、希望する時間帯の見学が円滑にできるよ

うに予約制で対応しています。 

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。 

・職業体験のボランティアとして高校生の受け入れが行われています。身

だしなみや服装などの注意事項や、遅刻や休む際の連絡方法などをまと

めたマニュアルが用意されており、個人情報の取り扱いや、散歩同行、

給食時などの注意事項が項目ごとにわかりやすく記載されています。記

録や感想が学校ごとにまとめられ、職員が参照できるようになっていま

す。 
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・実習生向けに事前準備や注意事項などを詳細にまとめた受け入れマニュ

アルが用意されています。実習期間や内容、保険関連などの重要事項が

まとめられた書類は生徒ごとに保管されています。実習生受入れが年間

計画に盛り込まれ、積極的に行っている旨がうかがえます。 

・園長・主任が学校との連絡調整を担当し、実習担当の保育士が定められ

ています。実習生が作成する記録に書かれた疑問や感想に対し、指導担

当側からの確認や回答がなされており、カリキュラムにも振り返りの時

間が定められています。 

 

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。 

・園の理念や方針に沿った人材育成の取り組みとして、全職員が個々に毎

年目標を定め、年に2回自己評価をし、それについて園長が面談・評価

をしています。 

・研修に関しては、主任が研修担当者として職員のニーズを考慮し、個人

の希望も踏まえて園外研修の受講者を決めています。 

・非常勤職員の指導は園長が行っています。業務にあたっては、常勤・非

常勤職員のバランスや組み合わせを考え、配置しています。 

・非常勤職員も、常勤職員と同様に、保育中の参考になったことや良かっ

たこと、自分にも取り入れたいことなどを書き込む「サンキューカード」

を使用し、職員間のコミュニケーションに役立てています。 

 

【課題・望まれる点】 

・横浜市に園としての人材育成計画を提出しています。ただし、実際に育

成計画に基づいて職員の育成を実施するまでには至っていません。現在

の園の状況を踏まえて人材育成計画を見直し、実施していくことが望ま

れます。 

・内部研修は単発的に行っていますが、定期的な実施は行われていません。

園外の研修に関しては、今年度は人員配置の関係で研修派遣の取り組み

が十分ではありませんでした。 

・非常勤職員にも、常勤職員と同様に研修や会議への出席を勧めています

が、現状では出席できていません。 

・今後の研修体系の確立が期待されます。 

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

・職員の技術の向上を目指し、園内での良いサービス事例を保護者との連

絡帳の記載内容などから取り出し、職員会議の中で、支援のあり方をみ
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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。 

んなで考える勉強会をしています。 

・保育士等が自らの実践を振り返り、改善に努める仕組みとして、開園当

時から年に2回自己評価を行う仕組みを作っています。 

・保育業務については月案・週案・個別指導計画の書式に自己評価の欄を

設けています。月案等の自己評価は会議で全職員で話し合い、次回に生

かし改善するように努めています。 

 

【課題・望まれる点】 

・運動会等の行事に関してはその都度保育所の理念や保育の方針に沿って

振り返り、課題を明らかにし改善に取り組んでいます。今後、保育士等

の自己評価の結果から、保育所全体としての自己評価を行い公表するこ

とが望まれます。 

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。 

・横浜市に提出した人材育成計画に、初任者、中堅、主任・ベテラン、指

導職・管理者それぞれに向けた期待水準を明文化しています。 

・現場の職員に、主任やクラスリーダー、行事の責任者などの役割に応じ

て権限を与え、責任を明確化しています。 

・年に2回の自己評価と面談の際に、職員からの業務改善の提案や意見を

聞いています。その際に、職員の満足度や要望も把握するようにしてい

ます。 

・職員のモチベーションを高めるために、在籍3年目程度を目安として長

期休暇（10日～1か月）を準備し、リフレッシュの機会としています。

園の開設4年目である今年度に初めて職員1名に対して実施しました。

また、年度はじめに地域のイベントである「ドラゴンボートレース」に

参加したりし、職員同士のコミュニケーションを図り、仕事への意欲も

高まるように配慮しています。 

 

【さらに望まれる点】 

・人材育成計画に記されている期待水準は、その内容が全職種共通なもの

で、それが現場に活用されて職員の自己評価や目標設定に生かされるま

でには至っていません。それぞれの職種の職員が、自分の目指すものが

具体的に理解できるものの作成が望まれます。 
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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。 

・法人の就業規定に服務規則、服務心得等が明文化され、入社時に周知し

ています。 

・手作りおもちゃに牛乳パックやラップの芯などを使用し、子どもの製作

にもヨーグルトやアイスクリームのカップを使用するなど、ゴミ減量

化・リサイクルのための取り組みを行っています。また、まめに電気を

消すなど、省エネルギーに心がけています。 

 

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。 

・園の理念・基本方針を明文化したものを事務室に掲示しています。また、

年度はじめの職員会議、また採用後の研修で、園長、理事長があらため

て理念・基本方針を話し、周知を図っています。 

・重要な意思決定をする場合、保護者と意見交換をしています。例えば運

動会の会場として毎年小学校の校庭を借りていますが、希望する保育園

やサークルが5か所以上あるため、保護者とも話し合いながら、日程を

決めています。 

・重要な意思決定等がある場合、運営委員の保護者を通して保護者に説明

し、また意見を聞く仕組みがあります。 

・主任は2名います。今年度は1名はクラスリーダーを担当していますが、

園がワンルームの保育室であるため、他クラスの職員の動きにも目を配

ることができます。クラスを持たないもう１人の主任はフリーで各クラ

スに入り、職員の業務状況を把握することができます。 

・主任は各クラス会議に出席し、また個々の職員とコミュニケーションを

とるようにし、的確な助言や指導を行うように努めています。保育時間

以外にも、職員が残って仕事をしているときなどに共にすごし、個別の

心身の状態を把握し、職員が良い状態で仕事に取り組めるように努めて

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。 

・園長は、日常的に関係している園や関係者から、また、保育関係の会議

から情報収集をし、重要な情報は常に2人の主任と共有し、検討してい

ます。 

・運営面で重要な改善課題、例えば新人研修を充実させる課題などは、主

任と議論した上で、職員会議で職員に周知し、保育所全体の取り組みと

しています。 



15 
 

・理事長を中心として、次代に向けての仕組みやプロセス、例えば認定子

ども園への方向性なども検討しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・現在のところ、単年度の事業計画の作成のみで、中長期的な事業の方向

性を定めた計画は作成していません。 

・後継者の計画的な育成については今後の課題となっています。 
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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 11月 4日～11月 20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    

61.4% （88枚配付、54枚回収） 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・園の保育目標・保育方針について、78％の人が「よく知っている」「まあ知っている」と答えています。そ

のうち、98％の人が「賛同できる」「まあ賛同できる」と答えています。 

 

・「満足」「どちらかといえば満足」の合計が高く、90％以上のものをあげると、次の通りです。 

【問２ 入園時の状況について】では、「園の目標や方針ついての説明」「入園時の面接などで、お子さんの

様子や生育暦などを聞く対応」「保育園での１日の過ごし方についての説明」の３項目。 

【問４ 日常の保育内容について】では、「遊びについて」の全項目、「生活について」は７項目のうちの５

項目。 

【問５ 快適さや安全対策などについて】では、「施設設備について」「外部からの不審者進入を防ぐ対策に

ついて（100％）」の2項目。 

【問 6 園と保護者との連携・交流について】では、「園の行事の開催日や時間帯への配慮」の1項目。 

【問 7 職員の対応について】では、「あなたのお子さんが大切にされているか」「あなたのお子さんが保育

園生活を楽しんでいるか」「話しやすい雰囲気、態度であるかどうか」の３項目でした。 

 

・“子どもが楽しく園生活を送っていて、安心して預けられる、任せられる”“先生方が全力で頑張ってくだ

さっている”“素晴らしい園だと思う”などという意見が複数よせられています。 

 

・「不満」「どちらかといえば不満」の合計が比較的高く、15％以上だったものは以下の通りです。 

【問３ 年間の計画について】のうち、「年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされているか」の１項

目。 

【問４ 日常の保育内容について】の「生活について」のうち、「保育中にあったケガに関する保護者へ説

明やその後の対応」の１項目。 

【問６ 園と保護者との連携・交流について】のうち、「保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの機

会」「送り迎えの際のお子さんの様子に関する情報交換」の２項目でした。 

 

・“話し合いの機会が少ない”“時間帯によってかお迎え時に何も話されないことがある”“退職する先生が多

く残念”などの声が複数ありました。 

 

・総合満足度は、「満足」「どちらかといえば満足」をあわせると93％になっています。 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度は、各大問とも90%前後の数値となっています。 

 

・相関分析のデータからは、「問６：保護者からの相談事への対応には」「問２：保育園での１日の過ごし方に

ついての説明には」「問４：遊びを通じて友達や保育者とのかかわりが十分もてているかについては」など

の設問の結果が、保育園の総合的評価に大きく影響を及ぼしていることが読み取れます。 



■ 保育園の基本理念や基本⽅針について

問１ 保育園の保育⽬標や保育⽅針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた⽅への付問

付問1 その保育⽬標や保育⽅針は賛同できるものだと思いますか

利⽤者（園児）家族アンケート 集計結果・分析

よく

知っている

18.2%

まあ知っている

60.0%

どちらとも

⾔えない

10.9%

あまり知らない

9.1%

無回答

1.8%

賛同できる

62.8%

まあ

賛同できる

34.9%

どちらとも

⾔えない

2.3%
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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 41.8 29.1 5.5 0.0 21.8 1.8
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

36.4 45.5 7.3 0.0 9.1 1.8

園の⽬標や⽅針についての説明には 45.5 49.1 1.8 0.0 1.8 1.8
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

54.5 36.4 5.5 0.0 3.6 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

43.6 49.1 3.6 0.0 1.8 1.8

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）

41.8 45.5 1.8 7.3 1.8 1.8

（%）

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 47.3 41.8 7.3 0.0 1.8 1.8
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

30.9 47.3 16.4 1.8 1.8 1.8

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）

58.2 36.4 3.6 0.0 0.0 1.8

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

69.1 27.3 3.6 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）

67.3 27.3 3.6 0.0 0.0 1.8

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

56.4 36.4 5.5 1.8 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

52.7 38.2 9.1 0.0 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

54.5 38.2 3.6 1.8 1.8 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 60.0 34.5 3.6 0.0 1.8 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

60.0 34.5 1.8 0.0 3.6 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

63.6 30.9 5.5 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

52.7 40.0 5.5 1.8 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

54.5 32.7 1.8 0.0 5.5 5.5

お⼦さんの体調への気配りについては 61.8 30.9 5.5 1.8 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

50.9 27.3 12.7 5.5 3.6 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

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 47.3 47.3 3.6 1.8 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

49.1 36.4 9.1 1.8 1.8 1.8

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

54.5 45.5 0.0 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

45.5 38.2 7.3 3.6 3.6 1.8

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

41.8 36.4 16.4 1.8 1.8 1.8

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

49.1 38.2 12.7 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

43.6 47.3 1.8 3.6 1.8 1.8

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

27.3 49.1 14.5 3.6 1.8 3.6

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

36.4 45.5 9.1 1.8 5.5 1.8

保護者からの相談事への対応には 41.8 40.0 12.7 1.8 0.0 3.6
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

50.9 34.5 9.1 3.6 1.8 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

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

60.0 30.9 5.5 0.0 0.0 3.6

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

65.5 30.9 1.8 0.0 0.0 1.8

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

47.3 32.7 1.8 1.8 9.1 7.3

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

61.8 30.9 3.6 3.6 0.0 0.0

意⾒や要望への対応については 30.9 45.5 9.1 1.8 1.8 10.9

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 56.4%

どちらかと

いえば満⾜

36.4%

どちらかといえ

ば不満

7.3%
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【参考資料１：中項⽬別平均満⾜度割合】
（%）

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
問２ ⼊園時の状況について 48.0 94.0
問３ 年間の計画について 40.6 86.8
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 60.3 94.5
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 59.4 93.3
問５ 快適さや安全対策などについて 50.2 92.9
問６ 園と保護者との連携・交流について 43.0 86.2
問７ 職員の対応について 56.5 93.7

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

※ここでの「満⾜度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項⽬（相関分析）】

相関係数
.737
.635
.616
.601
.597

※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：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
問4：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

 中項⽬

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

0

20
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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：12月 15日（火曜日）、12月 21日（月曜日） 

実施方法：観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察した。 

幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞き取りを実施した。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●０歳児クラス 

登園してきた子どもたちは、本を読んでもらったり、ぬいぐるみで遊んだり、サークルの中でゴロンゴロ

ンしたり、手作り楽器(ミルク缶のふたに鈴を付けたもの)を鳴らしたり、と、朝の会が始まるまで、みんな

好きなことをして遊んでいます。子どもたちは保育士に話しかけられたり抱かれたりしてうれしそうです。

朝の会が始まるとテーブルをくっつけた長テーブルにみんなが並んで座ります。「お名前呼びまーす」と保

育士が子ども一人一人に顔をくっつけるようにして、目を見ながら順に名前を呼んでいきます。子どもたち

は返事をするたびに「上手！」と褒められ、拍手をされ、得意げな顔になります。 

観察日はお誕生会の日でした。「あんよできるかなあ」「誰と誰が手をつなぐのかなあ」など子どもたちは

常に話しかけられながら手をつないだり抱っこされたりして、お誕生会の会場になっている幼児クラスのス

ペースにゆっくり移動して行きます。お誕生会では最前列で静かに座っています。保育士のひざに乗ったり、

一人で座ったりと、思い思いに寸劇を見ています。 

誕生会が終わるとアメリカ山公園での外遊びです。ここではお誕生会で静かに座っていたのとはうって変

わり、はじけるように動き回って遊んでいます。ボール遊びや縄跳びの電車ごっこ、ひたすら走りまわった

り、保育士に抱きついたりと、思い思いに外の空気と開放感を楽しんでいます。 

 

●1歳児クラス 

子どもたちはよく遊び、よく歩き、よくしゃべります。室内ではぬいぐるみを両手で持って歩き回ったり、

車を手に持って床を走らせたり、袋に車などをいれて「お買い物」などと、所狭しと歩きます。主に１人遊

びですが、友達と追いかけっこをしてぶつかり、保育士に助けを求める子どももいました。 

おやつの時間になり、幼児の集会から「ジングルベル」の歌が元気よく聞こえてくると、リズムに合わせ

てトントントンとテーブルをたたきながら声をあわせたり、「おはようのうた」の歌が聞こえてくるとみん

なで一緒に歌いました。ついでに「さよならのうた」まで歌う子どももいます。 

この日は山下公園まで散歩です。友達との手つなぎを嫌がる子どもからは、保育士がじっくり気持ちを聞

いています。途中の道では「クモさんいたよ」「ハトさんいるよ」「トリさん、おいで」「ママとネコちゃん

見たの」「カレーパンマン」など楽しいおしゃべりをしながら、よく歩きます。帰り道は疲れてきたのでし

ょう、１人の子どもが足取りが遅くなって転びそうになりひざをつくと、ほかの子どもがすぐに「痛かっ

た？」と慰めていました。 

園に戻るとトイレです。保育士がトイレの中と外で手伝います。子どもたちは、何とか自分でパンツやズ

ボンを脱ごうとがんばっています。脱いだ後は順番に便器に座ったり、オムツを替えてもらったりします。

便器へのオシッコが成功した子どもはうれしそうです。 

 

●2歳児クラス 

登園後はグループごとに行動します。それぞれ担当保育士のいるテーブルに分かれ、本を読んだり塗り絵

をしたりと朝の会まで過ごしています。「今日は山下公園まで遊びに行きます」という保育士からの言葉に
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各テーブルで「わぁ～」という歓声があがります。子どもたちは上着を着て出かける準備を始めます。ファ

スナーやボタンかけの難しい子どもは、保育士に「やってください」とお願いしています。階段を降りる、

建物の外に出るなどの際には、いったん止まって「ゆっくり静かに降ります」「手をつないで二列になって

ください」といった声かけが保育士から行われています。保育士は担当する子どもだけではなく、クラスの

隊列全体に注意を払い、子どもたちの安全を守っています。交通量の多い信号、横断歩道などは保育士の笛

に合わせて子どもたちも真剣な顔で歩いています。 

公園に着くと「道路には出ません」などの「お約束」をみんなで確認します。保育士は「おままごとする

人、手を挙げて」「かけっこする人は？」などと子どもたちの希望を聞いてグループに分けていきます。そ

れぞれの遊びのグループには保育士が加わり一緒に遊びます。この日は 4 歳児クラスも同じ公園で遊んで

いたこともあり、4歳児、2歳児で一緒になって遊ぶ子どもたちもいて、にぎやかに走り回ったり、ボール

をけったりと楽しんでいます。電車ごっごやお店屋さんごっこ、子どもを持ち上げて高い木の枝につかまら

せたり、シートを使っての鬼ごっこをしたりと、一つの遊びを続けるのではなく、順繰りにさまざまな遊び

を楽しんでいます。その間にも保育士たちは子どもの人数確認を行ったりと、広い公園内ではじけるように

遊んでいる子どもたちから目を離さないようにしています。 

 

●3歳児クラス 

3歳、4歳、5歳の子どもたちが集まって朝の会が始まります。園歌、ジングルベル、あわてんぼうのサ

ンタクロースを元気に歌っています。朝の会が終わると、3 歳児のスペースに戻り、自分の席に着きます。

そろったところで保育士が今日の日付を子どもたちに確認し、子どもたちは各自、連絡帳に出席シールを貼

っていきます。その後、保育士は大きなジェスチャーを交え、子どもたちに「さぁ、みんなどうしようか～」

と聞いています。子どもたちのリクエストに応えて、本読みが始まります。子どもたちは、にぎやかな雰囲

気で保育士の本読みを楽しんでいます。 

「今日は商店街をお散歩してアメリカ山公園に行きます」という保育士の言葉で、各自ロッカーから上着、

水筒を持ちだして出かける準備をします。玄関を出て階段を降りる前、いったん動きをとめた保育士が「階

段を降りるときはおしゃべりはしま～」と声をかけると、子どもたちは「せんっ！」と呼応して頭の上に腕

でバツをします。歩道に出る前、横断歩道を渡る前など、場面が変わるときには同じような注意喚起が行な

われ、子どもたちは楽しそうに呼応しています。商店街でクリスマスの飾り付けやサンタクロースの人形を

見て歓声を上げたり、自分の家のクリスマスの話をしたりと、子どもたちは思い思いに散歩を楽しんでいま

す。 

帰園後は給食です。保育士が分担して配膳を始めます。全員の食事が準備できたところで「それではみな

さん、いただきます！」というあいさつと共に食事が始まります。はしを上手に使っている子ども、はしと

併用してスプーン、フォークを使っている子ども、それぞれのスタイルで食べています。食べ終わったら順

に「バナナもらいます」と保育士に断ってからデザートのバナナを取りに行きます。子どもたちはデザート

の果物をもらうとき、とても誇らしそうな顔をしています。 

 

●4歳児クラス 

今日の外遊びは山下公園です。山下公園まで二列で手をつないで歩いて行きます。公園に着くと「お約束」

をみんなで確認し、遊び始めます。ボール遊びをするグループ、土を使ってままごとをするグループ、地面

にお絵かきするグループ、子どもたちはそれぞれが好きなことをしています。ボール遊びをしているグルー

プは、時々集まって、ルールを決めています。「蹴るのは交代にしようよ」「押したらダメだよ」などと自分

たちで話し合って、みんなが仲良く遊べるようにしています。地面にお絵かきしている子どもたちは、保育

士の描くキャラクターを基に物語を創作しています。「召使い」になったり「王女様のお姉さん」になった
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りと話は膨らんでいきます。そのうち、ままごとをしている子どもたちも合流して登場人物が増え、ますま

す話が膨らんでいきます。 

2 歳児クラスが少し遅れて公園にやって来ました。子どもたちは 2 歳児の子どもたちの登場に声を上げ

て歓迎しています。保育士に見守られて、2 歳児と 4 歳児が適度に入り乱れ遊び始めます。公園にある大

きな木の枝に一人ずつ持ち上げてもらって触ったり、追いかけっこをしたり、新たに保育士が加わったこと

で遊びがよりアクティブになってきました。子どもたちは息を切らしながら動き回ります。のどが渇いた子

どもは各自で水筒の水を飲みに行きます。ハーハー言いながら満足そうな顔をしています。公園での遊びの

最後は 4 歳児全員で鬼ごっこです。保育士がいつもの鬼ごっことは違ったルールを説明します。子どもた

ちは保育士の話をしっかりと聞き取り、初めてのルールに従って鬼ごっこを始めます。しっかり理解できて

いない子どももいますが、周りの子どもや保育士が説明したり、手に取って手助けしたりで、徐々にみんな

が新しいルールを理解して、楽しく遊ぶことができています。 

 

●5歳児クラス 

子どもたちは保育士が大好きのようで、自由な時間には 2 人の保育士のひざや背中に上ったり、抱きつ

いたりします。子どもたちは保育士にしっかり甘えながらも、保育士からの指示や注意を良く聞いて守って

います。 

観察日は誕生会が終わると屋上のアメリカ山公園に行きました。「周りにはいろいろな公園があるけれど、

ここが一番落ち着く」、と子どもたちの感想です。他のクラスの子どもたちも来て、一緒に思いっきり体を

動かしました。特に4歳児クラスの子どもたちとは自然な形で「かごめかごめ」やリレーを遊んでいます。

最後は 2 歳、4 歳、5 歳の異年齢混合のダイナミックな追いかけっこが始まりました。子どもたちは走り

回って遊んでいるため、ジャンバーを脱いだり、水筒の水を飲んだりとそれぞれ自己管理をしています。 

食事になると当番が活躍します。すでに当番は朝、全クラスを回り、今日の人数を調べて給食室に報告し

ています。3人の当番がエプロン、マスク、三角巾をして、保育士と一緒に給食ワゴンを運びます。そして、

ご飯、主菜、副菜を 3 人の当番が分担して注意深くよそいます。他の子どもたちはよそわれたおかずやご

飯を注意深く自分のテーブルに運びます。そして配膳が終わると当番はみんなの前に立って、今日のメニュ

ーを知らせ、「いただきます」のリードをします。「いただきます」の合唱で子どもたちは一斉に食べ始めま

したが、保育士の座るテーブルの子どもたちは、「いただきます」が終わっても、保育士が来て座るまで待

ち、一緒に食べ始めていました。 
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 事業者コメント  

 

児童福祉、育児支援、女性の社会進出支援は私たち法人の三本柱とし活動しています。

小一の壁を解決すべく、認可保育所の隣室に放課後学童クラブをも併設しています。周辺

のインターナショナルスクール、小学校、大学、元町商店街ともさまざまなコラボレーシ

ョンをしながら幼児教育の一助とならん事を目指しながら、志を全うすることに努めてい

ます。 

九ヶ月に渡る第三者評価は自らをより客観的に省みる好機となりました。自負が自惚れ

に、自信が過信にならないよう、常に謙虚な姿勢でいることに改めて気づかされました。

書類の審査のみならず、職員と行動し、話し合いを通して課題を発見し、その解決策の糸

口を見つけるきっかけとなりました。課題認識が明確になったお陰で進むべき方向性がよ

り一層あきらかとなり、全職員が同じ目標を共有することに役立ちます。 

建物の先天的な条件はあるものの、児童の健全な育成という目的を果たすために、最大

限に施設を活用するかを全職員の創意工夫で最善策に取り組む意識を高めることができま

した。又、問題意識と目標を共有することで日々新しい「気づき」があります。職員同士

が高め合いながら、子どもたちと一緒に成長していきます。保育園の現場での気づきを保

護者の皆さんとも分かち合いながら、児童の健全に成長できる環境を共に創造して行かれ

るという志と使命感の「鮮度」を保ち続ける力にできればと願っています。 

 

行政と民間、職員と保護者、法人と地域社会がいかに相互扶助のもとで、いかにより良

い「児童共育」の形を目指せるか、これから鋭意努力して参ります。 

子どもにとって、安心、安全、快適に過ごせる生活と成長の場。保護者にとって、安心、

信頼、子どもを任せられる場。職員にとって、やり甲斐出会い、学び合いの場。そのよう

な価値を保ち続けられるような場を目指します。 

私たちの目指す「幼児共育」の場に関わる全関係者が互いに敬意と感謝をもって、協力

しながら社会の国際化、多様化の流れに生きる次世代へ継承されることに尽力して行きま

す。 

 

評価手法については、早足で変容するニーズに即応して、良いところを伸ばす制度も検

討できれば、施設や教育の中味がより分かり易く、それぞれの園の個性がより活かされま

す。減点主義から加点主義へ転換することで改善の励みとなり、効果の増大が期待される

はずです。 

教育も評価も画一的にならず、個性を重んじながらより環境変化に適応させつつ、アン

ケート調査手法、解析結果も多面的な進化させながら、私たちのケースが良い参考事例に

もなることを切に願っています。 
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