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【評価実施概要】 

 

事業所名 株式会社 サクセスアカデミー にじいろ保育園上星川 

事業所への報告書提出日 2015年 11月 30日 （評価に要した期間）7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 各職員が自分の業務を見直しながら記入。 

② 各クラスで集まり意見交換をした。非常勤職員や調理室でも意見

交換の時間を持ち、自己評価票を記入した。 

③ 全体で話し合いを行い、各クラス等からの発表をもとに、その場

で疑問点などについて意見を出し合った。 

④ 園全体の自己評価としてまとめた。 

実施期間 

～ 2015 年 8 月 20 日 

 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（44世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配布した。 

② 各保護者より、返信用封筒で、評価機関にあてて無記名で返送して

もらった。 

実施期間 

2015 年 7月 13 日 ～ 7月 27 日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：書類調査。園長・運営法人職員にヒアリング。 

実施日 第 1 日：2015年 9 月 15 日 

    第 2 日：2015年 9 月 17 日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：各クラス担任保育士 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・運営法人職員にヒアリング。 

最後に意見交換を行い、終了。 

4、利用者本人調査 ① 観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1 日：2015年 9 月 15 日 

    第 2 日：2015年 9 月 17 日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

「にじいろ保育園上星川」は、相鉄本線「上星川」駅から国道 16号線をはさんで、徒歩５分足らずの坂

の途中にあります。周辺は住宅地で、緑豊かな公園もあり落ち着いた雰囲気となっています。園の玄関の手

前の急坂には、子どもに合わせた手すりをつけてあります。 

2013 年 4 月、新築の園舎で開設された認可保育園です。園舎は２階建てで、床・ロッカー・ウッドデ

ッキなど天然木が使用され木の香りがしています。広くはありませんが砂場のある園庭もあります。定員は

0歳から 5歳まで 50名で、開設時間は平日午前７時～午後８時、土曜日は午前７時～午後 6時です。（延

長保育時間を含みます。） 

運営法人は、株式会社サクセスアカデミーです。運営法人は保育園・学童クラブ・児童館の運営、病院・

事業所・大学内の保育委託サービス、保育施設運営のコンサルティングサービス等を、首都圏を中心に幅広

く展開しています。 

保育理念は「のびやかに育て だいちの芽」、保育目標を１、自然を愛し、心身ともに健やかな子ども ２、

自分で考え行動し、意欲と根気のある子ども ３．「仲間」と関わり、人を思いやれる子ども ４．自己を

表現できる子ども としています。 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは一人一人見守られ、体も心も育っています 

 〇乳児クラス（園では 0、1、2歳児を乳児クラス、3、4、5歳児を幼児クラスとしています。以下同じ）、

幼児クラスとも少人数で、いつも子どもたちに職員の目が届いています。登園時も保育士は保護者や子ど

もと温かい言葉を交わしています。保育士は 0 歳児クラスの食事の時間を離乳食の段階によってずらす

など、発達過程に沿って個別に対応をしています。昼食後の歯磨きは 5 歳児も保育士に仕上げ磨きをし

てもらっていますが、和やかで少し大きい家庭のような雰囲気です。 

 〇子どもたちは、体を動かすことが大好きなので体力がついています。天気のよい日の朝は 1 歳児以上が

園庭に出て、みんなでラジオ体操等を曲に合わせてしています。それを 0 歳児が窓ガラス越しに見てい

ますが、真似をして今にも動きそうな様子の子どももいます。雨天の日もパーティションを外した保育室

で、乳児、幼児とも体操、ダンス、体育的ゲームを楽しんでいます。散歩でもその年齢なりに坂道も元気

よく歩き、幼児は毎週雑巾がけをしています。話を聞くときなどの子どもたちの姿勢がよいこと、食事を

残す子どもが少ないことからも日々の積み重ねが健康な体を作っていることがうかがえます。 

 〇子どもたちは好奇心が旺盛です。乳児の散歩中も高いところの看板や店の中で見えにくいところから、動

物やアニメのキャラクターを探し出します。国道や線路を走る乗り物、プランターの花、店先の水槽のメ

ダカなどもじっと見ています。幼児も生活の中で、公園で見た虫を図鑑で調べたり、絵本を見たり、手紙

を書いたりして、自然や文字に興味を持っています。保育士は子どもたちの好奇心を大切にして、図鑑や

掲示物を用意したり、手作りおもちゃを作ったり、手助けや声かけをしたりしていますが、こうしたこと

により将来の生きた学力につながると思われます。 

〇異年齢児保育の場が多くあります。1、2 階にそれぞれ 3 部屋ずつの保育室はパーティションを外して、

人数と目的に合わせ広くして、朝夕の自由遊びや体操、全員で行う行事、幼児クラスの体操教室や造形活

動等が行われています。また、クラスを越えて散歩や遊びを一緒にすることも多いです。しかし、この組

み合わせは臨機応変で 2歳児と幼児合同、３、4歳児だけ、4，5歳児だけというようにさまざまな組み

合わせがあります。公園に行くときは、細かい指示をされなくても異年齢同士で手をつないで行きますし、

遊びの中でも年上の子どもは年下の子どもを思いやり、年下の子どもは年上の子どもを見習っています。 
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【2】職員はチームワークよく連携して保育をしています 

 〇保育士はクラス担任同士、乳児クラス、幼児クラスで協力し保育をしています。また、欠員が出たり、休

暇を取ったりしたときなどの協力体制も、常勤・非常勤を問わず助け合って、子どもたちに支障がないよ

うにしています。乳児クラスの遊び、給食、午睡時も自然に役割を分担しています。幼児クラスは合同保

育をするときは、クラスを越えて連携しています。そんなとき、保育士同士も「ありがとうございます」

と気持ちのよいあいさつをしている場面が見受けられました。園長・主任は職員の相談に応じたり助言を

したりして、リーダーシップを発揮しています。 

 〇栄養士は運営法人の献立表を参考に独自の献立を作り、調理師とおいしい給食を作っています。保護者向

けには給食だよりを作成し、試食会を開催したりレシピを配布したりして保護者にも喜ばれています。壁

に独自献立の世界のスープが地図に掲示されていますが、子どもたちが保護者に得意そうに教えているそ

うです。また、保育士と連携して食育を進めています。幼児には三大栄養素を指導し、クッキングでは乳

児は食材に触れることから始め、年齢に応じた「しごと」をして、サラダやずんだもち、カレー等を作っ

ています。 

 〇看護師は、毎朝全クラスを巡回し、毎月身体測定をするなど、子どもたちの健康状態を把握しています。

歯磨き指導も歯が生え始めた乳児から 5 歳児まで、毎年指導し保育士に引き継いでいます。0 歳児の保

育に入ることもあり、職員間の情報を共有し、また保護者向けに保健だよりを発行しています。全職員を

対象に感染症等の研修も行っています。 

 

【3】研修体制が充実しています 

 〇職員は計画的な研修を受け、その内容は職員間で共有しています。横浜市、保土ケ谷区、その他の外部研

修は、常勤・非常勤を問わず受けています。運営法人が主催する新人研修・職種や階層別の研修は受講が

必須で充実したプログラムです。また、園内研修も毎月テーマを決めて行っています。新人職員には連絡

帳の書き方から、登園降園時の対応、給食や午睡時の対応等きめ細かく指導しています。経年職員にも子

どもへのかかわり方等は何回かに分けて行っています。例えば「子どもへのかかわり方」について、講師

の話を聞くのみではなく、事例検討をグループ討議で行い、よい対応を考えていくというような職員の主

体性を大事にした研修を行っています。 

 

 

●さらなる取り組みが望まれる点  

【1】地域支援や地域開放の参加者の増加を 

 〇園は開園して 3年目ですが、新しい園と感じさせない落ち着いた雰囲気となっています。 

  地域支援や地域開放については、週 1 回の育児相談や絵本の貸し出し、1 か月に１回の臨床心理士によ

る巡回相談や園開放に取り組み、ボランティアや実習生の受け入れも行っていて、仕組みはできています。

園開放では、ベビーマッサージ、絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行い、保護者に対して離乳食の話をす

る等、保育所の専門性を生かした取り組みをしています。しかし、地域からの参加者は多いとは言えませ

ん。また、園内の子どもについての記録（連絡帳、計画の振り返り、保育日誌、個別の子どもの記録等）

が丁寧で充実していることに比べて、地域支援や地域開放の記録は、園の記録として十分と言えないもの

があります。園も外の掲示板にポスターを貼ったり、チラシを配布したりしていますが、さらに広報を工

夫するなど「地域と共に育つ保育園」として地域の核とな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。 

・保育方針として、「～３つの愛を育む保育～、みとめ愛 みつめ愛 ひ

びき愛（信頼 安定 共感）」を掲げ、保育室、事務室等に掲示し、年

度はじめの職員会議等において全職員で確認しています。また、運営法

人の新人研修で全員が学んでいます。さらに、保育目標を「自然を愛し、

心身ともに健やかな子ども」「自分で考え行動し、意欲と根気のある子

ども」「『仲間』と関わり、人を思いやれる子ども」「自己を表現できる

子ども」とし、これらは利用者本人を尊重したものとなっています。 

・保育課程は、保育理念・保育方針に沿って子どもの最善の利益を第一に

作成されています。 

・子どもの態度や表現をしっかりと受け止め、子どもたちの気持ちや意向

を引き出し、月間指導計画や週案では子どもの自主性・主体性を大事に

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。 

・入園説明会では、事前に記入してもらった成育歴、家庭状況、健康状況

などをもとに、保護者に対する個別面接をしています。同時に子どもの

様子も観察し、発達状況や課題を把握しています。 

・0、1歳児には子どもごとに担当保育士がつき、新入園時等の配慮を十

分行っています。 

・年間指導計画を年齢ごとに作成していて、さらに月間指導計画・週案は

それぞれの期間での子どもの様子などの振り返りをもとに作成してい

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。 

・保育室は大きな窓や、ベランダが設けられ、陽光は十分に取り入れられ

る構造となっています。また保育室には空気清浄機が備えられ、ドアや

窓は随時開閉しており、通風や換気には十分配慮されています。 

・沐浴施設や温水シャワーが設置されており、清潔に保たれています。 
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(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。 

・保育室内にはコーナーが設けられ、小グループでの保育が行えるように

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。 

・0、1、2歳児については個別指導計画を作っていて、さらに 3、4、5

歳児についても、特に配慮する必要がある子どもについては個別指導

計画を作成しています。 

・入園時から決められた書式で、卒園するまでの記録を作成していて、年

度末には、特に配慮すべき点や特記すべき点など記録の上、口頭でも引

き継ぎ、卒園時には、保育所児童保育要録を小学校に送付しています。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 
 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報

が職員間で共有化されている

か。 

(2) 障害児保育のための環境整備、

保育内容の配慮を行っている

か。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

(4) アレルギー疾患のある子どもへ

の適切な対応ができているか。 

(5) 外国籍や帰国子女など、文化の

異なる子どもに対して適切な配

慮がされているか。 

・特に配慮を要する子どもについて受け入れる体制ができており、毎月

1、2 回開かれる職員会議で、特に配慮を要する子どもについて話し合

われ必要な情報が共有されています。 

・エレベーターが設置され、さらにトイレにも障がい児のための環境が整

備されています。障がい児や特に配慮を必要とする子どものために、臨

床心理士や地域療育センターからの助言や指導を受ける体制ができて

います。 

・虐待対応マニュアルが作成され、早期の発見に努めています。また虐待

が疑わしい場合は、区役所等に連絡する仕組みとなっています。 

・入園時にアレルギーに関する調査を行い、アレルギーが疑われる場合

は、かかりつけ医の診断書をもらい、適切な対応をしています。給食に

ついて、調理室の段階で使用する食材の確認を行い、食事を提供する段

階では、他の子どもとは異なった専用トレーを使用しています。 

・外国籍の子ども等がいる場合は、生活習慣の違いや考え方を理解して対

応するようにしています。 

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。 

・苦情受付責任者は主任、苦情解決責任者は園長とし、入園のしおりに記

載され、保護者に知らされています。玄関前にスマイルボックス（意見

箱）を設置しているだけでなく、日常的な送迎のときや個別面談などの

ときにも保護者からの意見や要望を聞き出すようにしています。 

・苦情・要望があった場合、まず園内で話し合い対応にあたります。必要

に応じて第三者委員を交えて話し合う仕組みもできています。園内で

解決困難な場合は運営法人の顧問弁護士を交えて話し合うことになっ

ていて、さらに解決できない場合は区のこども家庭支援課と相談する

ことになっています。 
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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。 

・園内は、目的に合わせた環境構成となっています。1、2階にそれぞれ

3 室ずつの保育室がありますが、パーティションを外して広い 1 室や

2 室として、毎日、異年齢で遊んだり、体操をしたりしています。少人

数で遊ぶときは、年齢ごとの保育室に戻して、ままごと、ブロック、ゲ

ーム、人形、絵本等のコーナーで、子どもが取り出しやすい高さに分類

して置かれたおもちゃで集中して遊んでいます。良質のおもちゃを選

んで購入し、また子どもたちの発達に合う持ちやすいお手玉や電車等

の手作りおもちゃを用意しています。子どもたちはグループで遊んだ

り 1 人で絵本を見たりしています。 

・朝夕等自由遊びの時間が多く、保育士は遊びが発展するように見守った

り、声かけをしたりしています。公園遊びなどの集団活動でも、朝の会

で何をしたいか聞いて子どもたちが決めることも多いです。 

・3、4、5 歳児は花や野菜を育て、栽培したオクラ、ピーマン、トマト、

キュウリ、ジャガイモなどの野菜をクッキングで食べたり、カブトムシ

の飼育をしたりしています。1 歳児から 5 歳児まで、散歩で蜜を吸う

チョウ、泳ぐメダカ、種類の違うバッタなどを観察しています。高台に

は緑豊かな公園がありますが、園の近くに国道をはさんで駅や商店街

があり、交通量も多くさまざまな体験ができます。子どもたちは地域の

人に手を振ったりあいさつをしたり車を見たりしています。保育士も

公園散歩に図鑑を用意したり、地域の人に率先してあいさつをしたり

子どもたちに交通マナーを教えたりしています。 

・保育室には子どもたちがいつでも使えるように、鉛筆、はさみ、ペン、

クレヨン、マーカー、スタンプ、折り紙、リサイクルの端材、空き箱、

裏紙等を用意しています。保育士が歌を多く取り入れていて、子どもた

ちもよく歌ったり手遊びをしたりしています。日常よく絵を描いたり

体操をしたりしていますが、さらに 3、4、5 歳児クラスは合同で月 2

回講師を招いて造形活動と体操教室の時間を設けています。 

・子ども同士のけんかなどは、できるだけ見守るようにしていますが、言

葉の不足から起こることも多いので、「貸してって言ってごらん」など

と言葉を促すこともあります。子どもたちは異年齢で過ごすことも多

く、集団活動ではその組み合わせを臨機応変に変えているので、自然に

年下の子どもは年上の子どもを見習い、年上の子どもは年下の子ども

を思いやるようになっています。保育士は 0、1、2 歳児にはスキンシ

ップを多くし、3、4、5歳児には、丁寧な言葉で接し、時には注意を

促し、子どもたちとの間に信頼関係が構築されているようでした。 
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・天気のよい日は必ず散歩や園庭遊びをしています。雨天の日も、パーテ

ィションを外して広くした保育室で、体を動かしています。坂道や階段

が多い環境や 3、4、5歳児の雑巾がけも体力増進に役立っています。

アレルギーや体調の悪い子どもに配慮し、様子を見ながら本人も楽し

めるようにしています。 

Ⅱ－１ 保育内容[生活] 
 

(7) 食事を豊かに楽しむ工夫をして

いるか。 

(8) 食事の場、食材、食器等に配慮し

ているか。 

(9) 子どもの喫食状況を把握して、

献立の作成・調理の工夫に活か

しているか。 

(10) 子どもの食生活について、家庭

と連携しているか。 

(11) 午睡・休息は発達や日々の子ど

もの状況に応じて対応してい

るか。 

(12) 排泄は個人差があることを十

分に配慮して対応しているか。 

・「何でも食べる」ことを目標にしていますが、無理強いはしていません。

入園当初は苦手な食材を少しにしていたようですが、調理法や味付け

の工夫もあり、現在は残す子どもは少なく、調査日にも、遅くなっても

自分から食べて完食し、満足そうな子どもの様子が見受けられました。

乳児の授乳は抱っこして声かけをしながら一対一で対応しています。

離乳食も子どもの発達過程やペースに合わせて、担当保育士が時間差

を設けて声かけをしながら援助しています。 

・食材はなるべく国産のものや地場産のものを決まった業者から仕入れ、

季節感があり彩りもよく見た目にも子どもが喜びそうな食事作りを心

がけています。世界のスープを紹介するなど新しい献立も作成し、それ

が玄関付近に世界地図に書き込まれ掲示されていて、子どもが保護者

に教えたりしています。特に行事食については、子どもの日のこいのぼ

りに見立てたサラダ、七夕のそうめんの中にニンジンやオクラの星型

の飾り付けなど多くの例があります。食事は清潔にしたテーブルを囲

んで会話を楽しみながらしています。食器はやわらかい色彩の模様で

安全性を考慮して陶磁器の物を使用しています。大きさの違う食器や

スプーンを用意し、子どもの発達に合わせています。箸の使用は保護者

と相談しながら進め、5歳児クラスでは全員使えるようにしています。 

・栄養士の見回りや給食の残菜調べ、給食会議で子どもの様子を聞くなど

子どもの好き嫌いを把握し、食材の切り方、味付け、盛り付けなどを工

夫して、食べられるようにしています。 

・毎月末に翌月の献立表を配布し、毎月給食だよりを発行し、献立作成の

ポイント、よい食習慣や安全な食事、食育等の話題を提供しています。

毎月、子どもたちに評判のよかったメニューのレシピを玄関に置き、自

由に持って行けるようにして保護者に紹介しています。保護者が試食

できる機会として、年 1 回、離乳食・給食試食会を設けています。保

護者の感想から好評であることがうかがえます。 

・午睡については、眠れない子どもには保育士が寄り添い、さすったり子

守歌を歌ったりして自然に眠れるようにしています。眠くない子ども

には、横になって体を休めるようにしています。5 歳児は、少しずつ午

睡時間を短くして、例年 1 月から午睡をなくすようにしています。午

睡の前は部屋を暗くしますが、入眠後は明るくして、0 歳児は 5 分ご

と、1 歳児は 10 分ごとに呼吸チェックをして、表情や動きにも留意

しています。 
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・0、1、2 歳児クラスは排尿チェック表をつけ、一人一人の排尿リズム

を把握しています。トイレットトレーニングは家庭と連絡を取り、排泄

の間隔、子どもがトイレに行きたい気持ちがあるか、保育士に伝えられ

るかなどの情報を交換し、無理なく行えるように個別に対応していま

す。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 
 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実

施されているか。 

(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。 

・健康管理についての運営法人のマニュアルがあり、園独自の視診表も用

意して、毎朝、看護師と保育士が一人一人の健康状態を把握していま

す。 

・歯磨き指導については、歯の生え始めた 0歳児から 5歳児まで看護師

が歯ブラシの使い方から実施し、保育士に引き継いでいます。各クラス

食後には、保育士が仕上げ磨きをしていて、0、1、2 歳児は保育士の

ひざに頭を乗せて、3、4、5 歳児は立ったまま口を開けて、仕上げ磨

きをしてもらっていましたが、和やかな雰囲気でした。 

・健康診断・歯科健診の結果は園の記録として保管し、保護者に伝え必要

であれば受診し、その後の様子を保護者に確認しています。嘱託医は、

要望があれば診断時に保護者の質問に直接答えたり、その後の保育士

や保護者の相談に応じたりしています。 

・感染症対策マニュアルがあり、それをコピーしたものが保育室に掲示さ

れ、いつでも手近に見ることができます。「入園のしおり」には、登園

停止基準等感染症についての記載があり、入園説明会で周知していま

す。保育中に感染症が発生したときは、保護者に速やかに連絡していま

すが、保護者の事情にも考慮し、他の子どもたちから離して事務室で降

園まで見守るなどの対応をしています。また、園や地域で発生したとき

は、お知らせを出したり、掲示したりして保護者に情報を提供していま

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。 

・衛生管理についての運営法人のマニュアルがあり、年度末に職員会議で

読み合わせて見直しています。マニュアルの細部については、園独自で

運用できるようにその都度決めています。毎年、看護師が、嘔吐等汚物

処理についても、園内研修を行っています。研修で手順を指導し、必要

な物品をそろえています。マニュアルに基づき清掃が行われています。

トイレにはチェック表が掲示され、臭いもありません。保育士が掃除を

する時間、全員で清掃をする日、3、4、5歳児がゴミ拾いや雑巾がけ

をする日も決まっています。 
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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。 

・安全管理について、運営法人のマニュアルが完備しています。これを基

に園独自のマニュアルも作り、全職員に周知しています。事故や災害時

の対応とともに、事故を未然に防ぐため、ヒヤリハットを記載し職員は

共有しています。日ごろからロッカーや棚に重いものを置かない、家具

には転倒防止措置をとるなど、安全に配慮しています。毎月、地震、火

災等想定を変えて避難訓練や通報訓練をしています。年 1 回は大災害

を想定した園児の引き渡し訓練を、保護者の協力の下に行って、保護者

との連絡がスムーズにできるように心がけています。全職員が救急救

命法の研修を受けて、身につけています。 

・保護者、医療、警察等への緊急の連絡体制ができています。連絡先の名

称、電話番号は事務室に掲示され、一目で分かるようにしています。毎

朝、子どもたち一人一人を丁寧に視診し、視診表に記録しています。園

でできた傷は、軽微なケガでも保護者に丁寧に伝え、保健日誌等に記録

しています。事故について、発生から手当て、保護者への連絡等を事故

報告書に記入しています。職員会議で事故の様子を共有し、再発防止策

を検討し、結果を保護者に伝えています。日常「ひやりはっと用紙」を

保育室に置き、常に記入できるようにして、事故を防ぐように努めてい

ます。 

・園の玄関は完全なオートロックになっています。必ずインターホンで確

認した上で解錠しています。緊急体制について、園内共通の合言葉があ

り、それを聞くと直ちに緊急体制を取るようになっています。保育室で

の対応、セコム、警察、近隣へ速やかな連絡をする体制ができています。

保土ケ谷区・近隣の小学校・地域の回覧板・運営法人からのメールなど

複数の関係先から情報が得られるネットワークができています。 

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。 

・職員は日々の保育の中で、言葉遣いや態度を意識するようにして、その

場やミーティングで、お互いに注意し合えるような関係であるように

努めています。横浜市、運営法人、園内での人権研修を全職員が受けて

いて、子ども一人一人のペースを大切にして、せかしたり強制したりせ

ず、子どもの自尊感情を大切にして穏やかに接するように努めていま

す。観察中笑顔でゆっくり話す職員が多く見られました。 

・保育室にコーナーを設置し、少人数で好きな遊びに集中したり、一人で

他の人の視線を気にせず過ごしたりできるようにしています。訪問日

も本棚の陰に一人でいた子どもを、保育士は見守っていました。オムツ

交換は沐浴室で、投薬は保健室を兼ねている事務室等でと目的に合わ

せて場所を用意しています。 

・守秘義務や個人情報の取り扱いについては、運営法人の規定に定められ

ていて、全職員に周知し、研修も行われています。ボランティアや実習
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生には、必ず「機密保持誓約書」について説明し、提出してもらってい

ます。保護者に対して、園の個人情報の取り扱いについては、入園説明

会や懇談会で説明し、「個人情報使用承諾書」について印やサインをも

らっています。個人情報に関する記録は、事務室の鍵のかかる棚に保管

されています。 

・園の側からは性別による区別を一切設けていません。行事の役割や遊

び、順番、グループ分け、整列等は、子どもたちが自分で決めたり、月

齢や背の順にしたりしています。父母の役割や、ままごとの役割、好き

な色等について子どもたちへの話し方が固定的にならないように、職

員は振り返りをしています。 

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。 

・保護者が保育の基本方針を理解できるように、「入園のしおり」に保育

方針が明記され、入園説明会や懇談会で説明しています。さらに、園だ

より、クラスだより、給食だより、保健だよりなどの各種おたよりや連

絡帳等で、保育方針が理解されるように努めています。 

・子どもの送迎時等、担任が子どもの様子をできるだけ対面で伝えるよう

にしています。伝えられないときは、クラスごとに子どもの状態を記入

した視診表や伝言により伝えています。連絡帳で保護者と情報交換を

していますが、0、1、2歳児の連絡帳は園から、家庭からとも毎日丁

寧に書かれ、3、4、5 歳児クラスの連絡帳も必要に応じて詳しく書き

込まれています。年 2 回の個別面談期間があり、保護者と日程調節を

していますが、ほかに保護者から要望があれば、いつでも面談に応じて

います。年 2 回の保護者懇談会があり、写真やビデオで子どもの様子

を伝えています。レジメを用意し、欠席者にも説明して渡しています。 

・保護者の相談があった場合には、プライバシーの保護ができる場所を設

定して、園長・主任・リーダーなどが受けていますが、運営法人から派

遣される臨床心理士の相談会が、月 1 回行われているので、保護者も

助言が受けられるようになっています。 

・毎月園だよりやクラスだよりを発行して、子どもの園生活に関する情報

を提供しています。また、毎日各クラスの入口に「今日の出来事」のお

知らせボードを出して、その日の様子を知らせています。インターネッ

トのホームページ上にも、個人情報に配慮しつつ子どもたちの様子を

写真とコメントで知らせています。園内でも子どもの様子をビデオに

撮り、懇談会で見てもらったり、玄関に子どもたちの写真とコメントを

掲示したりしています。 

・年度はじめに年間行事予定表を配布し、前月におたよりでも知らせてい

ます。 

・保護者からの自主的な活動のために要望があれば、場所の提供をする用

意はありますが、ほとんど例がありません。クリスマス会に演奏をした

いと言う保護者に、場を提供し職員も演奏に参加しました。 
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【さらに望まれる点】 

・保護者に保育の基本方針を知らせていますが、保護者アンケートではよ

く知っていると答えた人は多くはありません。さらに方針が理解され

るような取り組みが期待されます。 

・保護者会はありません。保護者の建設的な意見や文化活動を育て、「地

域と共に育つ保育園」として地域の核となるような取り組みが期待さ

れます。 

 

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。 

・園開放を毎月実施し、育児相談を毎週行うことにより、地域の子育て支

援ニーズの把握に努めています。また、町内会への入会、区の子育て支

援の連絡会への参加等により、地域の子育て支援について情報収集し

ています。運営法人の園長会においても子育て支援について情報収集

しています。 

・毎月の園開放では、親子のふれあい会などを開催し、絵本の貸出「キラ

キラ文庫」を行っています。また、ベビーマッサージや離乳食の話をす

ることもあります。 

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。 

・育児相談は、毎週月曜日に行っています。園の外の掲示板にその旨の案

内を他のイベント案内と共に掲示しています。その他、園で行う行事は

町内会掲示板などにポスター掲示してもらい、チラシの配布もお願い

しています。 

・関係機関・地域団体等はリスト化され職員に共有しています。関係機関

との連携は園長が担当し、担当者とはいつでも話ができる体制になっ

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。 

・「にじいろ祭り」、運動会、クリスマス会などに地域住民を招待していま

す。町内会で行われるクリスマス会に参加したり、園の園外清掃活動に

近隣の人に参加してもらったりしています。また、地域の親子に向けて
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(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。 

絵本の貸出を行っています。 

・近隣の保育園や小学校と交流イベントを行い、交流しています。近隣の

方の保育参加も実施しています。近隣の人たちや商店街の人たちと散

歩のときなどにあいさつできる関係になっています。 

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。 

・園の見学者などに園のパンフレットなどを提供しています。ホームペー

ジやブログで情報提供しています。横浜市のホームページ「はぴねすぽ

っと」で情報提供しています。サービスの内容、料金、職員体制等必要

な情報を掲載しています。    

・園の基本方針等の説明は、パンフレット等の資料に基づき行い、電話で

の問い合わせには、園長・主任が対応しています。園の見学については、

園の外の掲示板で案内をし、見学希望日など希望に添うよう対応して

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。 

・ボランティアの受け入れは主任が担当し、運営法人が定めたマニュアル

に従い、ボランティアに対して園の方針等を説明しています。受け入れ

の記録はファイルにまとめられ、ボランティアからの感想などは職員

間での話し合いに活用されています。 

・実習生の受け入れについても主任が担当し、運営法人が定めたマニュア

ルに従って、オリエンテーション時に園の方針等説明を行っています。

実習プログラムはその実習の目的と照らし工夫し、実習中は毎日反省

会を行い、最終日に、実習生と担当保育士・主任・園長とでミーティン

グを行い、感想や意見を聞いています。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 
 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が

確立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・職員体制に関しては、運営法人が責任を持ち、必要な人材補充を行って

います。運営法人はスタートアップ研修、レベルアップ研修、フォロー

アップ研修、園長研修、主任研修と、階層ごとに研修システムを構築し

ており、職員の段階に応じて人材育成ができる仕組みができています。 

・研修担当は園長で、主任と共に年間計画を立てて研修の企画と職員の研

修参加を進めています。 

・非常勤職員に対しては主任が主に指導しており、日常的な業務の中で常

勤職員とのコミュニケーションが図られています。 
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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。 

・職員の自己評価のために、運営法人が作成したチャレンジ共有シート、

成長共有シートが用意されており、それに基づいて技術の向上に取り

組めるようになっています。 

・チャレンジ共有シートは期初に自分自身の目標を設定し、それについて

期末にその達成状況を評価する仕組みとなっています。 

・月案や週案の振り返りは、かかわりのある保育士のそれぞれの評価を話

し合っています。保育所の自己評価は、保育理念・方針・保育課程に沿

って行われ、職員会議で確認し、保護者がいつでも閲覧できるようにし

ています。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 
 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度

を高めているか。 

・運営法人として、職員の経験年数、習熟度に応じて必要とする能力・技

術等の目安を示し、それに応じて研修計画、人材育成の計画が策定され

ています。 

・日常的な職員会議などで、職員から業務改善の提案が出されて、それに

より実際の運営が改善されてきています。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 
 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行してい

るか。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境

に配慮しているか。 

・運営法人は「保育ガイド」を全職員に配布しており、その中に倫理規定

や規範が記載されて、新入職員には保育理念とともに研修しています。 

・環境問題への取り組み方針は事業計画書に明記していて、これに基づい

てペーパータオルやティシュペーパーなども大切に使うようにした

り、できるだけ窓を開けるなどして空調設備の使用を控えています。 

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。 

・理念・基本方針は玄関・各クラスに掲示し、業務マニュアルにも記載し

ています。職員会議の中でも保育理念や基本方針に関する内容を扱い、

理解浸透を図っています。 

・園運営についての重要事項について、各クラスの保護者との懇談会で保

護者と意見交換をしています。 

・主任は特定のクラスを持たずにさまざまなクラスをまわり、それぞれの
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(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。 

職員と日常的にコミュニケーションをとり、職員が良好な状態で仕事

に取り組めているか配慮しています。 

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。 

・運営法人では事業運営に関連する重要な情報を収集しており、そうした

情報を踏まえて園の計画を策定しています。 

・運営法人では、中長期的な事業の方向を明確にして、基本計画を策定し

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 7月 13日～7月 27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    

70.5% （44枚配付、31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です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・日常の保育内容について、「遊び」では、各問いについて8割から9割程度の満足度が得られています。 

・「生活」では「給食の献立内容」と「子どもが給食を楽しんでいるか」で 96.8％と高い満足度でした。こ

れに対して「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」では74.1％にとどまっていま

した。 

・快適さや安全対策では「外部からの不審者侵入を防ぐ対策」で満足度が 90.4％であるのに対し、「施設設

備」および「子どもが落ち着いて過ごせる雰囲気になっているか」では80.7％でした。 

・園と保護者との連携・交流についての中で「保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの機会」「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」「園の行事の開催日や時間帯への配慮」では９割を超
える満足度でしたが、「子どもに関する重要な情報の連絡体制」「残業などで迎えが遅くなる場合の対応」で

は77.4％と相対的に低い割合でした。 

・園の総合的な評価を見ると、「満足」が38.7％、「どちらかといえば満足」が48.4％で、合わせて87.1％

と８割を超えていました。 

・自由意見では「母乳育児に理解を示して下さり、冷凍母乳も預かっていただけるので助かる」、「温かい雰囲

気で、どの先生も子どもの名前、顔、親を分かっていて、声かけをしてくれる」という意見がある一方、「5

歳児クラスの小学校に向けた取り組みが十分でないような気がする」など、さまざまな意見が見受けられま

した。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度でみると、「満足」割合が最も高い大項目は、日常の保育内容「遊び」で 58.2％で

した。「満足」と「どちらかというと満足」を合わせた満足度では、日常の保育内容「生活」が 91.6％、

次いで、職員の対応が91.3％と９割を超えた満足度でした。 

・総合的な満足度との相関分析のデータからは、「年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされているか」
「年間の保育や行事についての説明」「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

16.1%

まあ知っている

54.8%

どちらとも

⾔えない

7.1%

あまり知らない

12.9%

賛同できる

68.2%

まあ

賛同できる

27.3%

どちらとも

⾔えない

4.5%
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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 35.5 41.9 0.0 0.0 19.4 3.2
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

38.7 38.7 6.5 12.9 3.2 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 45.2 38.7 9.7 6.5 0.0 0.0
⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様⼦
や⽣育歴などを聞く対応には

45.2 41.9 9.7 0.0 3.2 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

51.6 29.0 12.9 6.5 0.0 0.0

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

45.2 45.2 3.2 0.0 6.5 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 35.5 38.7 9.7 9.7 6.5 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

19.4 54.8 6.5 9.7 6.5 3.2

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）

54.8 29.0 6.5 6.5 3.2 0.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

71.0 12.9 9.7 6.5 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）

61.3 22.6 9.7 3.2 3.2 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

54.8 25.8 9.7 9.7 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

51.6 38.7 3.2 6.5 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

51.6 32.3 6.5 9.7 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 74.2 22.6 3.2 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

58.1 38.7 0.0 0.0 3.2 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

58.1 32.3 3.2 3.2 3.2 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

61.3 25.8 3.2 6.5 3.2 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

35.5 35.5 0.0 6.5 22.6 0.0

お⼦さんの体調への気配りについては 48.4 38.7 3.2 6.5 3.2 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

48.4 25.8 9.7 9.7 3.2 3.2

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 32.3 48.4 12.9 6.5 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

35.5 45.2 12.9 3.2 3.2 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

45.2 45.2 9.7 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

51.6 35.5 6.5 0.0 6.5 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

45.2 45.2 0.0 3.2 6.5 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

61.3 29.0 3.2 3.2 3.2 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

54.8 35.5 3.2 6.5 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

51.6 29.0 9.7 6.5 3.2 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

38.7 38.7 16.1 0.0 6.5 0.0

保護者からの相談事への対応には 45.2 38.7 3.2 9.7 3.2 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

48.4 29.0 6.5 0.0 12.9 3.2

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

48.4 41.9 6.5 0.0 3.2 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

67.7 25.8 3.2 3.2 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

35.5 35.5 0.0 0.0 29.0 0.0

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

51.6 35.5 9.7 3.2 0.0 0.0

意⾒や要望への対応については 35.5 41.9 3.2 12.9 6.5 0.0

問８ 保育園を総合的に評価すると

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

あなたのお⼦さんが⼤切にされてい

るかについては

あなたのお⼦さんが保育園⽣活を

楽しんでいるかについては

アレルギーのあるお⼦さんや障害

のあるお⼦さんへの配慮について

は
話しやすい雰囲気、態度であるかど

うかについては

意⾒や要望への対応については

満⾜

38.7%

どちらかと

いえば満⾜

48.4%

どちらかと

いえば不満

3.2%

不満

9.7%
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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 46.3 88.5
問３ 年間の計画について 29.7 80.7
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 58.2 85.4
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 57.9 91.6
問５ 快適さや安全対策などについて 42.4 86.8
問６ 園と保護者との連携・交流について 52.2 89.3
問７ 職員の対応について 51.4 91.3

※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
.853
.838
.835
.817
.790

※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：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
問4：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
問7：意⾒や要望への対応については

 中項⽬

設問項⽬
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3：年間の保育や⾏事についての説明には

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：9月 15日（火）・9月 17日（木） 

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

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

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●０歳児クラス（だいち組） 

 訪問日の朝、最後に登園した子どもはにこにこと機嫌がよく、保育士も保護者とあいさつを交わし、抱っ

こで受け取りました。部屋の奥に敷かれた布団で寝ている子どもや、保育士とぬいぐるみで遊んでいる子ど

もなどがいますが、泣いている子どもはいません。このクラスではおやつや食事も離乳食の段階等、その子

どもの発達やペースに合わせて時間をずらし、担当保育士と一対一対応で行われています。オムツ交換や視

診も丁寧に行われていました。園庭で 1 歳児以上の子どもの朝の体操が始まると、立ち上がって窓ガラス

越しに眺めて興味を示し、リズムに合わせて体を動かすような子どももいました。 

 訪問 2 日目は雨天でしたが、保育士が新聞紙を丸めたり、ひも状にしたりして、子どもたちは輪になっ

て遊んでいました。投げる力やちぎる力がついてきた子どもたちに、安全で惜しげなく遊べ、発達を助ける

ものを用意しているようです。保育士はわらべ歌や手遊びも多く取り入れ、子どもたちも楽しそうに手を打

ったり、体をゆすったりしていました。 

 

●1歳児クラス（そよかぜ組） 

 朝の体操が終わり、保育室に戻り、保育士の前に集まります。「あなたのお名前は、〇〇ちゃん」と呼ば

れると、「はい」とよい返事をします。この日は近所の散歩に出かけます。玄関に座り自分で靴下や靴を履

けそうな子どもも多く、保育士が手助けをしています。４人が箱型の立ち乗りバギーに乗り、２人が保育士

と手をつないで出発しました。途中で、保育士が歩くのを交替するように誘いますが嫌がる子どももいます。

無理強いはしませんが、何度か歩くのも楽しいと誘っていました。子どもたちは好奇心旺盛で、「バイキン

マン！」「パンダ！」と高いところや店の中でよく見えない看板のキャラクターを見つけます。道路を走る

車、線路を走る電車、店先の水槽のメダカ、プランターの花などをじっと見ています。園に帰る最後の急坂

は、手すりにつかまりみんな歩くことができました。帰ったらトイレで座っていました。タイミングよくで

きる子どももあるそうです。 

 訪問 2 日目は雨天なので室内で遊びました。ビーズにひもを通してネックレスやブレスレットにしてい

ましたが、プラスティックビーズが大きいので、元気が余ってぶつけないように保育士が注意を促しました。 

 

●2歳児クラス（ふたば組） 

訪問 1 日目の予定は近くの公園への散歩です。園から道路まで数段の階段があり、子どもにとっては最

初の難関です。手すりにつかまりながらゆっくりと順番に下りて行きます。道路に出ると今度は急な下り坂

ですが、ここは慣れた足取りで歩けました。近くの工事現場の人が「おはよう」と手を振ってくれました。

大きな通りを少し歩き、急な坂を登ります。公園までは 15分ぐらいかかり、公園との往復だけで良い運動

になっています。 

公園では近所の親子が滑り台で遊んでいす。保育士があいさつをしながら少し話をしています。一人の保

育士が公園の見回りをした後フリータイムになりました。みんな自由に歩き回り保育士が後からついて行き

ます。保育士と鬼ごっこをしながら走り回る子どももいます。少し経つと保育士が「みんなでかくれんぼし
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ましょう」と声をかけ、全員でかくれんぼをしました。走り回ったあと、ベンチに集まりお茶を飲みました。

保育士は、公園の花壇の花にとまって蜜を吸うチョウを子どもたちに見せていました。子どもたちは不思議

そうな顔をして熱心に見入っています。 

園に帰る途中では、道の周りの植物などを観察しながら歩いています。「何かいい香りがしますね・・・」

と保育士が言うとみんなあたりを見回します。園に着くころには 1～2 人疲れが出てきている子どももい

ましたが、昼食までの自由時間はみんな仲良く遊んでいました。 

 

●3歳児クラス（うみ組） 

朝の登園は早く、8 時を過ぎると子どもたちは園に集まってきます。この日の予定は、3 歳と 4 歳合同

で運動会のダンスとバルーンの練習になっています。９時になると 3歳・4歳・5歳が合同で「おはよう」

のあいさつをして、保育士が出欠をとり、話をしています。その後、お茶を飲み朝の体操をした後、５歳児

は部屋に移動しました。3 歳と 4 歳が合同なのでパーティションが外され広いスペースになっています。

ダンスは、3歳児には少し難しいようでしたが、4歳児のリードでみんな元気に練習をしていました。バル

ーン遊びは、最初に大きな円形バルーンの周りに３歳児が一人ずつ座ります。その後、4歳児がその間に入

り、バルーンを取り囲むようにみんな座ります。きれいな形を作るには全員の息がそろわないといけないの

が難しいところです。3歳児は、隣の 4歳児の真似をしながら楽しそうに頑張っています。 

練習が終わると 4 歳児と分かれて室内遊びになりました。粘土で遊ぶ子ども、プラスチックブロックで

遊ぶ子どもなど、それぞれ遊びに集中し、走り回る子どもはいません。子どもたちは食事中や配膳を待って

いる間、おしゃべりはしていますが、とても姿勢よく座っていました。給食の中で好きなもの、嫌いなもの

の話でひとしきり盛り上がりましたが、時間差はあっても最後にはほとんどの子どもが残さず食べ終わりま

した。自分の食べ終わった食器類は自分でかたづけていました。 

 

●4歳児クラス（そら組） 

3 歳児と 4 歳児の部屋はパーティションをはずして一部屋として使っています。朝の時間は、この部屋

に３、４、５歳児が登園すると集まってきます。子どもたちはこの部屋で思い思いに自由遊びをしています。

9 時ぐらいになると、保育士を前にして年齢別に 3 列になってきちんと座ります。保育士は一人一人名前

を呼んで出欠を確認していきます。みんな元気に「はい」と返事をしていきます。出欠確認が終わると、Ｎ

ＨＫのラジオ体操第一や二人一組になって踊るダンスなどで体をほぐしていきます。これが終わると、5歳

児はたいよう組の部屋に移り、３、４歳児だけが残ります。 

この日は雨だったので外に散歩には行けません。３、４歳は合同で運動会の練習です。はじめは「輪にな

って踊ろう」というダンスです。この動きはやや複雑で、4 歳児はほぼ完璧に踊りますが 3 歳児はまだま

だです。4 歳児の後ろの列で、4 歳児の踊りを一生懸命真似して踊ります。何度もこの踊りを繰り返して、

少しずつ覚えていきます。4 歳児は、5 歳児がいないと 3 歳児のお兄さん、お姉さんになるので、自信を

持って体操やダンスを楽しんでいるように見えました。給食のときは、隣から 5 歳児の当番の声が聞こえ

ると、同じように後に続いて見習っているようでした。 

 

●5歳児クラス（たいよう組） 

訪問 1日目は天気に恵まれ、３、４、５歳児が一緒に散歩をすることになりました。二人一組で手をつな

いで行きますが、年齢や男女の組み合わせは全く自由です。2列に並んで園を出発します。途中、道であっ

た近隣の人と保育士や子どもたちはあいさつを交わすこともしばしばあります。かなり急坂を大人の歩く速

さでどんどん登って行き、やっと大きな公園に着きました。 

この日は自然観察として、5歳児には小さな図鑑を渡しました。バッタを主に見つけていますが、つかま
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えると図鑑と照らし合わせて、その名前を見つけていきます。珍しい虫や花を見つけると、「なんだろう」

といってほかの子どもたちも集まってきます。植物ではきれいな紅葉を集めたり、タンポポなどの野の花を

摘んだりしています。 

時間が来ると、子どもたちを集めて、今度はかけっこで、30ｍほど離れたポールまで 5人一組で競走で

す。ここでは年齢別に分けて走りましたが、それほど順位にはこだわらず、全力で走ることで運動量を増や

しています。帰りも 2列に並んで帰りました。 

お昼の時間になると、5歳児の部屋では 2人の給食当番が、おかず、スープ、お茶などを配ります。配り

終わると、当番がその日のメニューを読み上げます。みんな一緒に「いただきます」と唱和して食べ始めま

した。調査員が「きらいな食べ物はありますか」と尋ねると、正直にいろいろと挙げてくれましたが、残さ

ず食べ終わるとそれぞれが食器を片付け、それから歯磨きに向かいます。 
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事業者コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年４月の開所から３年目を迎えた上星川園は保育士一人一人が寄り添う保

育、個を大切にする保育を心がけてきました。 

 

第三者評価を受けることとなり、全職員が日々の保育を見直し、そしてにじいろ保育

園上星川の保育について話し合いを行うことができました。その結果、「保育理念 」「保

育方針」といった大切な部分を新人保育士始め、看護師、栄養士、調理師、非常勤保育

士全職員が新たに勉強し統一した考えができるようになったことが最大の利点だった

と思います。また、保育の見直しをすることでより新たな気づきが得られ、問題点が明

確になったことを見直しできたよい機会になったと感じました。 

 

保護者の皆様にはお忙しい中アンケートにご協力いただきありがとうございました。

園の総合的評価、満足度が高かったことは職員一同うれしく思っています。改めて保護

者の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。 

 

子ども達と陽だまりのような温かな保育園、地域とともに育つ保育園、子どもととも

に輝く保育園を目指し今後もよりよい保育に取り組んでいきたいと思います。 

 

最後に「評価市民・ネクスト」の調査員の皆様には実施調査で丁寧な観察・聞き取り

をしていただき、子ども達が落ち着いた雰囲気の中で保育が進められているということ,

また、聞き取り調査では温かなアドバイスをいただいたことに感謝いたしております。 

 

ありがとうございました。 
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