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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 にじいろ保育園新杉田 

事業所への報告書提出日 2015年 12月 22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 第三者評価の係を設け勉強会を開いた。週ごとに目標を決め、各個

人が記入したものについて意見交換をした。振り返りの場として職

員会議で発表を行い、各個人の自己評価を見直した。 

② 各個人が記入した自己評価を基に、３つのグループに分かれて会議

を開き一項目ずつ検討した。 

③ 第三者評価の会議を開き、グループごとにまとめたものを全体で再

検討した。 

④ 園長がまとめ、全職員に周知し、協議・合意して園の自己評価とし

た。 

実施期間 

～2015 年 9月 30 日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（67 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 8月 24 日～9 月 7 日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：書類調査。園長・主任にヒアリング。 

実施日 第 1 日：2015 年 10 月 22 日 

    第 2 日：2015 年 10 月 23 日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：各クラス担任保育士６名、看護師 1名、栄養士 1名、      

非常勤職員 1名、主任に順にヒアリング。 

その後、園長・主任にヒアリング。 

最後に意見交換を行い、終了。 

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

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1 日：2015 年 10 月 22 日 

    第 2 日：2015 年 10 月 23 日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

にじいろ保育園新杉田は JR京浜東北線・根岸線「新杉田」駅より歩いて７分ほどの事務所やマンション、

住宅が混在する地域にあります。園の向かいには横浜市南部地域療育センターがあります。 

産業道路に面していますが、徒歩５分ほどのところには自然豊かな公園があり、子どもたちの散歩コース

となっています。 

にじいろ保育園新杉田は 2013 年（平成 25 年）4 月に株式会社サクセスアカデミーによって設立され

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

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

鉄骨造り 2 階建ての園舎は日当たりが良く広々として、床や壁はヒノキの間伐材が用いられていて木の

ぬくもりが感じられます。園庭には砂場や木の家があり、泥遊びや水遊びを楽しむことができます。園庭の

一角では、子どもたちが季節の花や野菜、コメを育てています。 

定員は 80名（0歳児～5歳児）、開園時間は平日は 7時～20時、土曜日は 7時～18時です。 

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

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

る子ども」です。 

 

●特長・優れている点 

【1】子ども主体の保育が実践されています 

保育士は子ども一人一人に寄り添い、子どもの今の気持ちを把握するように努めています。保育士は子ど

もが分かるように優しく問いかけ、子どもの言葉や反応、表情などを丁寧に観察し、子どもの気持ちを把握

しています。子どもの話しかけには必ず答え、褒めたり励ましたりして共感し、子どもの声を引き出してい

ます。 

週案や日案はあらかじめ丁寧に作成していますが、活動していく中で、子どもの興味や発想から活動の幅

を広げ、柔軟に内容を変更しています。毎年の保育のテーマは子どもの興味に合わせ子どもと一緒に決めて

います。今年度のテーマ「冒険」では、手作り双眼鏡を持って公園に探検に出かけたり、お化けが出てきた

り、忍者の修行の旅に出かけたりと、子どもの自由な発想でどんどん活動が広がっています。 

観察時にも、たくさん用意された廃材を用いて、子どもが段ボールの家作りからテープで作ったクモの巣、

クモの巣からお化け屋敷、入り口の小ささから忍者屋敷へと発想が広がり、ビニール袋で作った忍者の服を

つけて忍び足で遊んだり、廊下をベランダに見立てたことからバーベキューを思いつきたき火や肉を作った

りと、子どもの自由な発想で遊びを大きく広げている様子を見ることができました。公園などの戸外遊びで

も、身体をたくさん動かして自分の気持ちを表現したり、風や落ち葉、草や木の実などからも子どもが発想

を得て、遊具を使わずその場で考えながらいろいろな形で遊びを見つけたりする姿が見られます。保育士は

子どもの発想を一緒に楽しみ、子どもが遊びを広げられるようなヒントを出したり、難しい作業を手助けし

たりしています。 

また、もちつきや梅狩り、梅ジュース作り、ミカン狩り、田植えなどの取り組みや近隣の公共施設に電車

やバスで出かけるなど、子どもがいろいろな体験をする機会を作り、経験を通しての学びができるようにし

ています。 

このように子どもたちは、主体的にさまざまな活動に取り組み、生き生きと園生活を楽しんでいます。 
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【2】園長・主任のリーダーシップのもと、職員は方向性を共有し保育にあたっています 

  園長は職員会議など各種会議を主宰し、保育理念や目標、園として保育の中で大切にしたいことなどを

職員に伝え、方向性を職員みんなで統一できるようにしています。 

園長、主任は職員会議や朝のミーティングで保育の内容が理念や基本方針に沿っているかを確認するとと

もに、年 3回の園長面談で保育士が理念、基本方針を理解しているか確認しています。また、指導計画や保

育日誌に目を通し、保育の内容が理念・基本方針に沿っているかを確認し、必要に応じて指導しています。

さらに、保育日誌を通して職員の気持ちを把握し、指導だけでなく、日常の保育の中の良い点についてもコ

メントし、職員の気づきや頑張りを丁寧に褒めて認め、職員のモチベーションが上がるようにしています。

主任は保育の中に入り、保育士一人一人に合わせたアドバイスをするとともに、自らが保育する姿を実際に

保育士に見せ、保育の技術や楽しさを伝えています。 

職員ヒアリングでも「保育が楽しい」という声が複数の保育士からあがっていて、職員のモチベーション

の高さが読みとれます。 

 

【3】保育士は目指す保育の実現のため、内部研修などで自己研鑽を重ねています 

  個々の職員の役割や習熟度、経験年数に応じた個人別の「職員育成年間研修計画」が作成されていて、そ

れに基づいて保育士は、横浜市や磯子区、南部地域療育センターなどの外部研修や経験や習熟度に応じた運

営法人研修に積極的に参加しています。研修に参加した職員は研修報告書を記載するとともに、職員会議で

報告しています。 

園内研修は、職員が話し合って年度の研修テーマを決めています。研修テーマは、昨年度は「発達に合っ

た子どもの遊びの研究」、今年度は「リズム遊びの実践」で、園が大切にしている遊びをさらに豊かにする

ことを目指しています。今年度の「リズム遊びの実践」はリズムが得意な非常勤職員が講師を務め、2グル

ープに分かれて指導を受けています。 

クラス会議や職員会議では、一人一人の子どもの様子について情報共有するとともに、子どもの関心や興

味を基に常に計画を見直し、遊びの環境設定や発達に合わせた遊びの提供方法について話し合い、研修で学

んだ成果を実践につなげています。研修の成果は、発達段階に合わせ子どもが自由に遊びを広げられるよう

計算された環境設定や、遊びの導入、保育士の働きかけなどで生かされています。 

このように保育士は自己研鑽を重ね、目指す保育の実現に努めています。  

 

●今後の成果が期待される点 

【１】保護者との信頼関係をさらに深めるための、取り組みを継続することが期待されます 

 保育士は毎日の送迎時に保護者に声をかけ、保護者が相談しやすい雰囲気を作り出すようにしています。

また、乳児は毎日、幼児は随時連絡帳で情報共有するとともに、写真や子どもの作品などをこまめに展示し、

保護者に日々の活動の様子を伝えています。年に 2 回の個人面談、年に 3 回の懇談会を実施し、連絡帳で

は伝わらない子どもの様子を直接保護者に伝える機会を作っています。 

 行事後の懇談会前や、年度末には保護者アンケートを実施し、結果を保護者にフィードバックしています。

保護者からの意見・要望を受けて、造形教室・体操教室の導入、給食だよりへのレシピ掲載や玄関へのレシ

ピ設置などの事例があります。園独自の取り組みとして、保護者の要望を受け保護者と職員が自由に懇談す

る場として「にじいろ会」を開催し、育児の悩みなどについて意見交換しました。 

保護者主体の活動としては、保護者主催のハロウィンアート講座の開催、保護者が主体となって卒園記念
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樹を植える、保護者からの申し出によりにじいろ祭りのクラスの模擬店で保護者が子どもと一緒の活動をし

たなどの事例があります。このように、園の協力のもと、少しずつではありますが保護者主体の活動も増え

ています。 

 このような取り組みの結果、今回のアンケートでも、開園後 3年目にして総合的な満足度では 93.6％と

高くなっていて、子どもの様子を見て保護者が満足していることが伝わります。一方、「送り迎えの際の情

報交換」が比較的低いなどの課題も見られます。今後も、保護者との関係を深めるための取り組みを継続す

ることが期待されます。 

 

【２】地域の施設として根付くための取り組みを継続することが期待されます 

 園は地域の施設として園庭開放、保育園体験、育児相談などの地域子育て支援を行っています。地域の親

子を対象に、親同士の交流の場として「親子ひろば」を実施しています。「親子ひろば」では、ベビーマッ

サージやふれあい遊び、絵本の読み聞かせ、手作り遊具の紹介などをしています。にじいろ祭りや運動会な

どの園の行事に地域の親子が参加できるプログラムを取り入れ、子どもへのプレゼントを用意するなどして

います。 

園は地域の自治会に加入し、地域の祭りに子どもたちと参加したり、もちつき大会で自治会から道具を借

り地域住民を招待するなどの交流をしています。また、公園管理事務所から依頼され、毎年公園に飾るこい

のぼり作りに幼児が取り組むなどの交流もあります。 

このように、園は、開園 3 年を経て少しずつ地域に認められつつあります。今後もこの取り組みを続け

ることにより、「親子広場」などの参加者が増えて地域の施設として根付くことが期待されます。 
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 分類別評価結果  

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

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

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育課程等の作成 
 

(1) 保育の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものになってお

り、全職員が理解し、実践してい

るか。 

(2) 保育課程は、保育の基本方針に基

づき、子どもの最善の利益を第一

義にして作成されているか。 

(3) 日常の保育を通して子どもの意

見や意思を汲み取る努力をし、指

導計画に反映させているか。 

・園の保育理念は「のびやかに育て だいちの芽」、保育方針は「みとめ愛 

みつめ愛 ひびき愛（信頼 安定 共感）」、「陽だまりのような保育園」

「地域と共に育つ保育園」「子どもと共に輝いていける保育園」で利用者

本人を尊重したものとなっています。また、保育目標として「自然を愛

し、心身ともに健やかな子ども」「自分で考え行動し、意欲と根気のある

子ども」「『仲間』と関わり、人を思いやれる子ども」「自己を表現できる

子ども」とし、項目ごとに具体的に分かりやすく説明しています。 

・保育理念、保育方針、保育目標は、入社時研修、運営法人研修、職員会

議などで職員に周知しています。携帯用業務マニュアル「サクセス保育

者ナビ」、保育課程、毎月の自己チェック表などに保育理念、保育方針、

保育目標を掲載し全職員に配布するとともに、玄関、職員室、保育室、

トイレなどに掲示し、職員がいつでも確認できるようにしています。パ

ート職員に対しては、パート会議で説明しています。 

・各クラスでの保育課程の振り返りをもとに、年度はじめのクラス会議・

職員会議で全職員で話し合い保育課程を作成しています。保育課程には、

保育理念、保育方針、保育目標を明記し、領域ごとの取り組みがどの保

育目標に沿っているかが分かるよう工夫しています。また、保護者の就

労状況や地域の実態、公園や公共施設が多い周囲の環境、保護者の要望

なども考慮し、保育課程に取り入れています。保護者に対しては、重要

事項説明書にクラスごとの保育の計画を掲載するとともに、玄関に保育

課程を入れたファイルを置いています。また、入園説明会、懇談会でも

具体的に分かりやすく説明しています。 

・保育課程に基づき、年齢ごとに年間指導計画、月案、週案を作成してい

ます。保育士は子どもの様子を観察し、子どもの意見や要望を聞いてい

ます。言語化できない子どもに対しては、子どもの反応や表情、態度な

どから子どもの思いをくみ取っています。保育士は、一人一人の子ども

の話に耳を傾け丁寧に応え、子どもの声を引き出しています。 

・子どもの興味や関心を基に、子どもと話し合い年間の保育のテーマを決
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めています。今年度は「冒険」をテーマにし、行事や活動を展開してい

ます。観察時にも段ボールの家作りから忍者屋敷、手作りの忍者の服を

つけて忍者になりきって忍び足で歩くなど、子どもの自由な発想で遊び

を広げている姿を見ることができました。 

・指導計画に沿って、保育室のおもちゃや絵本、読み聞かせのテーマ、遊

びの内容などが緻密に設定されていますが、子どもから声があがれば柔

軟に計画を変更し、子どもの発想をもとに遊びを広げていて、子ども主

体の保育が展開されています。観察日にも前日の活動を続けたいという

子どもの声を受けて、計画を柔軟に変更する場面を確認することができ

ました。   

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。 

・入園説明会後に園長または保育士が保護者に面接しています。0 歳児は、

看護師、栄養士も面接し、ミルクの種類、間隔、入眠の方法、離乳食な

どの健康面や食事面について確認しています。面接時には年齢別の調査

票を用いています。把握された情報は記録し必要な職員が見ることがで

きます。また、入園説明会後の職員会議で情報を共有しています。 

・入園前面接で慣れ保育（短縮保育）について保護者に説明し、保護者と

日程を相談して実施しています。0・1 歳児は主担当保育士を決め、子

どもが安心して過ごせるようにしています。在園児への配慮としては、

複数担任のクラスでは、持ち上がりの担任を 1 名は配置するようにして

います。 

・毎月のクラス会議で子ども一人一人の様子について話し合い、指導計画

を作成しています。月 2 回の職員会議で、指導計画の評価・見直しをし

ています。トイレットトレーニング、離乳食、はしへの移行などは保護

者の意向も確認し、計画に反映しています。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 
 

(1) 子どもが快適に過ごせるような

環境（清潔さ、採光、換気、照明

等）への配慮がなされているか。 

(2) 沐浴設備、温水シャワーなど体を

清潔にできる設備があるか。 

(3) 子どもの発達に応じた環境が確

保されているか。 

・園内には「にじいろ」のクラスカラーで統一された自然物や手作りの装

飾物が飾られ、共有空間には観葉植物、季節の花が生けられていて、家

庭的で落ち着いた雰囲気となるよう工夫されています。 

・掃除マニュアル、掃除チェック表を用い、清掃が行われていて、園の屋

内・外とも常に清潔に保たれています。空気清浄機を用いています。保

育室には温湿度が表示されていて、エアコン、加湿器を用いて温・湿度

の管理を行っています。 

・保育士は子どもの耳元で静かに話しかけています。音楽をかけるときは、

隣のクラスの邪魔にならないようにボリュームを下げる、隣のクラスの

子どもも一緒に踊れるようボリュームを上げるなど、お互いの活動の様

子を見ながら調整しています。 

・0 歳児保育室に沐浴設備、1・2 歳児トイレ、２階洗濯室、園庭に温水

シャワーの設備があります。沐浴設備、温水シャワー設備は、掃除マニ
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ュアルに沿って管理、清掃が十分に行われています。 

・異年齢児間の交流の場としては、廊下、会議室、ウッドデッキがありま

す。子どもたちは隣のクラスの活動の様子をのぞきに行ったりして日常

的に交流しています。また、縦割りのグループに分かれて製作や異年齢

によるリレーなどをしたり、お店屋さんごっこなどに他のクラスを招待

したりするなど、異年齢で交流する機会を数多く設けています。 

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 歳児はクラス会議で話し合い、個別指導計画を作成しています。

幼児についても、障がいなど特別な課題がある場合には、個別指導計画

を作成しています。個別の目標・計画は毎月のクラス会議で見直すだけ

でなく、子どもの発達状況に合わせ、柔軟に立て直し、赤ペンで書き込

んでいます。 

・保育所児童保育要録を小学校に送付するとともに、小学校教諭と園長、

主任、担当保育士が口頭で申し送りを行っています。 

・入園時に子どもや家庭の個別の状況・要望を児童調査票、児童健康調査

票に保護者に記入してもらっています。子どもの発達の状況は 0 歳児は

毎月、1 歳児以上は期ごとに児童表に記録し、年 2 回、発達経過表にま

とめています。子どもの記録は個別ファイルにまとめられ、職員室の鍵

のかかる棚に保管されていて、必要な職員がいつでも見ることができま

す。また、クラス会議や職員会議などで報告し、職員間で共有していま

す。 

・毎年子ども一人一人の園の生活・成長の記録を写真とコメントを添えて

担任が作り、卒園時に卒園アルバムとしてまとめ、子どもにプレゼント

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を積極的に受け入れています。 

・個別のケースについてケース会議で話し合い、ケース記録に記録してい

ます。横浜市こども青少年局や磯子区などの障がいや虐待などの研修に

参加した職員は、研修報告書を記載するとともに、職員会議で報告し、

職員間で共有しています。磯子区役所、南部地域療育センター、南部児

童相談所などから得た情報は職員会議や朝ミーティングなどで職員間で

共有し、保育に生かしています。共有する情報は記録され職員室に保管

されていて、必要な職員はいつでも確認することができます。 

・保護者の同意を得て、南部地域療育センターや磯子区役所と子どもにつ

いて情報交換しています。南部地域療育センターの巡回の際に助言や情

報を受けています。また、運営法人の臨床心理士に子どもの様子を見て

もらいアドバイスを受けています。 

・保育士は子どもの様子を見守り必要に応じて声かけをしたり、代弁した

り、距離感を調整したりし、障がいのある子どもがなるべく他の子ども
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と同じ活動や経験ができるよう配慮しています。 

・「虐待対応マニュアル」があり、入社時の運営法人研修で周知しています。

職員は、行政や運営法人が主催する虐待に関する研修に参加し、職員会

議で周知しています。 

・虐待が明白になった場合や疑わしい場合、見守りが必要な場合には、区

役所や南部児童相談所と連携する体制ができています。園長・主任・担

任は子どもや保護者の様子を観察し、気になる場合には保護者に声をか

け相談にのるなどし、虐待の防止に努めています。 

・保護者にかかりつけ医による「アレルギー疾患生活管理指導表」を提出

してもらい、それに基づき園長・主任・看護師・栄養士で対応方法につ

いて話し合い「除去食対応シート」を作成し、除去食の提供をしていま

す。給食の受け渡し時には、「個別献立表アレルギーチェック表」を用い、

栄養士、調理師、保育士で声を出して確認し、別トレイ、食器、名札を

用い誤食事故を防いでいます。また、子どもの背中にバッチをつけ、非

常時等で保育士が交代しても一目でわかるようにしています。バッチは

災害時にも持ち出すことになっています。 

・職員会議で食物アレルギーについて学習し、全職員に周知しています。

誤食事故に備え、誤食対応訓練を行い、流れや役割を確認しています。

また、毎月、横浜市こども青少年局から出される「食物アレルギー誤食

事故報告」を全職員に回覧し啓発しています。 

・衣服やトイレットトレーニング、食習慣など、子育てに関する文化や生

活習慣の違いを尊重しつつ園の方針を説明し、保護者の理解を得ながら

無理のないよう少しずつ進めています。幼児クラスは、万国旗作りやパ

ズル、ニュース等を通して、いろいろな国があることに気づく機会を作

っています。文化の異なる保護者にはゆっくりと丁寧に話したり、見本

を見せたりなどコミュニケーション方法を工夫しています。今後、日本

語の理解が困難な保護者が入園した場合には区役所に相談し、通訳ボラ

ンティアを頼むなどで対応する用意があります。 

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。 

 
 

 

・苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長で、重要事項説明書に記

載するとともに玄関に掲示しています。また、第三者委員を 3 名定め、

保護者に周知しています。第三者委員は運営委員会にも出席しています。 

・玄関に意見箱「すまいる BOX」を設置しています。懇談会、個人面談、

行事後、懇談会、個人面談前、年度末のアンケートで、保護者の要望や

苦情を把握しています。また、運営委員会や園主催の保護者と職員の懇

親の場「にじいろ会」でも保護者の意見・要望を聞いています。保育士

は朝夕の送迎時には保護者とコミュニケーションを取り、日ごろから保

護者が相談しやすい雰囲気を作るように努めています。 

・苦情があった場合には職員会議を開き、対応について話し合っています。

保護者からの苦情は「苦情解決書」に記載し、運営に反映しています。
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保護者からの意見・要望を受けて、造形教室、体操教室の導入、給食だ

よりへのレシピの掲載や玄関への設置などの事例があります。 

 

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。 

・おもちゃや絵本などは、年齢に合わせて取り出しやすい位置に配置され

ています。保育士は子どもが今何を必要としているのかを見極めながら、

発達段階に合わせたおもちゃの提供や入れ替えをしています。各保育室

では畳やマット、パーテーションや棚を利用して、遊びの場を分けて落

ち着いて遊べる環境にしています。子どもたちの遊びの様子を見ながら、

週案で決まっている活動を臨機応変に変更して、自由遊びの時間を長く

したり短くしたり調整し、満足感を味わえるようにしています。 

・子どもから出た発想を行事の計画に取り入れています。子どもからの発

信を見逃さず、教材の提供や遊びを盛り上げることで集団活動へつなが

るようにしています。 

・子どもが自由な発想で遊べるように、豊富な廃材や道具を用意してあり、

幼児の保育室には子どもたちが扱える電子ピアノ・ピアニカ・鈴・木琴

なども備えてあります。 

・一斉活動では簡単なルールのある鬼ごっこやいす取りゲームなどを行い、

楽しむにはルールを守ることも必要であることを感じられるようにして

います。 

・子どもたちは野菜や米作りを行い、成長を見て生きている命を感じられ

る体験をしています。収穫した野菜などは給食に取り入れ、食育にもつ

なげています。 

・園では、外部講師を招いての造形活動や体操教室で、子どもたちが自由

な表現をする経験をし、一人一人の表現力を伸ばしていけるような活動

に力を入れて取り組んでいます。 

・けんかなどの場面では保育士がかかわり過ぎないように見守り、子ども

同士で解決できないときには保育士が間に入り、双方の気持ちを代弁し

たり、解決の糸口を導くような援助をしています。保育士は子どもの年

齢に合った言葉遣いや接し方を心がけ、どの子どもにも公平にかかわっ

ています。 

・日々の生活でも異年齢のかかわりが多くあり、5 歳児が乳児の世話をし

たり、クラスで盛り上がった遊びに他のクラスを招くなど、子どもたち

の希望に沿って交流を深められるようにしています。 

・散歩や園庭での屋外活動を積極的に取り入れ、年間を通じて裸足保育を

行っています。夏季のプール遊びの際には、遮光ネットでの紫外線対策
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を行い、屋外活動の際には熱中症対策もしています。 

・各年齢に合わせた運動を取り入れ、楽しく体力作りができるようなリレ

ー・縄跳び・ドッジボールなども保育士や異年齢児と共に行っています。 

 

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、０歳児では子どものペースを尊重するために、食前から食後

にかけては保育士の人数を増やし、子どもを待たせないようにしていま

す。０歳児の離乳食は子どもの手の届くところに皿をおき、手を伸ばし

て食べられるようにして自分で食べたい気持ちを引き出しています。 

・０歳児から５歳児まで年間の食育計画を作成し、発達に沿った食材を見

る・触れる・匂いを嗅ぐなどの体験や、クッキング体験を通して食事に

興味が持てるようにしています。 

・栄養士は行事食では保育のテーマに沿った献立になるように、お楽しみ

会には子どものリクエストも取り入れるなどの工夫をしています。 

・食材は国産のものを使用し、魚の骨の処理も確認を行い事故防止に努め

ています。食器は割れにくい陶器を使用しています。食器の大きさは年

齢に合わせて変え、はしは３歳児から様子を見て取り入れています。 

・栄養士・調理師は毎日の給食時間に各クラスを回り、毎月給食会議を実

施して、職員とも話し合いながら調理法を検討しています。献立を２サ

イクルで提供することで、初めてのメニューで敬遠していた子どもも食

べられるように工夫しています。 

・栄養士は献立表を作成し、保護者へ配布しています。給食だよりには日

本の伝統食の由来や食の大切さ、人気のレシピや献立のポイントを載せ

情報提供しています。給食のサンプルを玄関に置き、人気メニューのレ

シピも常時置いてあり保護者が自由に持ち帰れるようにしています。試

食会も行い、栄養士・保育士から子どもたちの食事の様子を伝えるとと

もに、保護者からの質問に答える機会にもなっています。 

・午睡については明りの調整などを行い休息できる環境を整えています。

０歳児は５分ごと・１歳児は１０分ごとの睡眠チェックと必ず体に触れ

て呼吸確認を行い、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤS）の防止をしていま

す。年長児は子どもの様子に合わせ午睡を減らす計画を立てています。 

・排泄に関しては、０歳児はこまめな確認と子どものサインを見逃さない

ようにオムツ交換をしています。子どもが楽しくトイレに行けるように、

トイレットトレーニングの時期などは個別対応しています。保護者とは

連絡をこまめに行い、子どもには無理のないように、進めています。 

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

・保健衛生に関するマニュアルがあり、看護師を中心に子どもたちの健康

状態を把握しています。既往歴などは児童健康調査票で確認し、対応職

員に周知しています。 
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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。 

・登園時に保護者から子どもの健康状態の聞き取りを行い、看護師がチェ

ックしていますが、体調が気になる子どもについては保護者に連絡し、

降園時に健康状態を伝え受診を促しています。 

・歯磨き指導は２歳児から様子を見ながら開始し、幼児では歯の模型を使

い看護師が中心となり指導を行っています。 

・歯科健診・内科健診・身体測定を行い、結果は書面で保護者へ伝え、受

診が必要な場合は個別に状態を説明し、受診を促しています。保護者か

ら受診後の様子や園生活での注意点を確認して保育を行い、食事の提供

の仕方も個別に対応しています。健診前には保護者からの健康面での相

談を聞き取り、園医に相談し保護者へ伝えています。 

・感染症マニュアルがあり、入園のしおりに登園停止基準や登園許可書に

ついて記載し、保護者に周知しています。保育中に発症した場合は、速

やかに保護者へ連絡し、対応を相談しています。すぐに迎え来ることが

難しい場合は子どもを職員室で預かるなどの配慮をしています。他の保

護者へは直ちに発症した感染症について掲示して、感染症拡大の防止に

努めています。感染症が発症したときには、園長や看護師が情報収集に

努め、その感染症の特徴などについての情報を全職員で共有しています。 

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。 

・マニュアルがあり、運営法人の看護師会で見直しをし、全職員に周知し

ています。園内でも園の実状に合わせ、全職員で見直しをしながら内容

の共有もしています。 

・各保育室・トイレ・調乳室には清掃マニュアルを掲示しています。トイ

レ・調乳室では清掃チェックリストを付けています。 

・年に数回、看護師が保育士に汚物処理方法の講習を行っています。 

・各保育室・トイレ・調乳室・玄関にはアルコール性の手指消毒液を設置

し、介助の際などに体液に触れた可能性があるときには必ず消毒を行っ

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。 

・地震などの際に棚が倒れないよう固定し、棚の上に置いてあるものには

滑り止めを敷くことで転倒防止をしています。災害時に必要な避難用具

はすぐに取り出せる場所に配置し、３日分の食糧や水も備蓄しています。 

・安全管理マニュアルがあり、事故・災害への対応を入職時研修などで全

職員に周知しています。園全体と各保育室に安全点検表があり、毎週チ

ェックを行っています。 

・毎月避難訓練・引き渡し訓練を行うほか、地域の避難場所である梅林小

学校、ふれあい公園への誘導訓練や横浜市津波放送訓練にも参加してい

ます。 

・全職員が消防職員による救急救命法（心肺蘇生法・ＡＥＤ使用法）を受

講し、横浜市防災指導講習を受講して認定証をもっている職員も複数お
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り、救急対応が行える体制を取っています。 

・事故対応マニュアルがあり、マニュアルに沿って職員・保護者との連絡

体制が確立されています。職員室、各保育室には 119 番のかけ方・保

護者への連絡内容のマニュアルを掲示しています。事故・ケガが発生し

たときに通院する地域の医療機関一覧表、タクシーの連絡先も職員室に

掲示し、すぐに通院できる体制にしています。 

・子どもがケガをした際には、保護者へ即時報告しています。事故・ケガ

が発生した場合は状況・様子・手当ての方法を説明しています。必要に

応じて看護師による手当てや通院を行っています。事故・ケガについて

は、ヒヤリハット記録や事故報告書に記載し、ミーティングや職員会議

で情報共有し、再発防止について話し合いを行っています。 

・園の出入り口は常に施錠し、玄関はオートロックにし、インターホンを

使用して管理しています。職員室と保育室には警備会社につながる警報

機が設置され、職員に周知しています。 

・不審者対応訓練は３か月に一度侵入経路を変えて行っています。市や区、

運営法人からはメールや電話で情報が入る体制をとり、地域でも自治会

や近隣住民から情報や協力をしてもらえるような関係作りに努めていま

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。 

・人権についてのマニュアルがあり、子どもへの言葉がけについては運営

法人研修・園ミーティングで学び実践に努めています。子どもへ語りか

けるときには子どもの目線に合わせ、その子どもだけに聞こえるような

声で語るようにし、他の子どもと比べるような発言はしないように努め

ています。注意の必要がある場合も大人の押し付けにならないよう、子

どもに分りやすい言葉がけをしています。様子を見て職員が交代して対

応するなどの配慮もしています。 

・各保育室は仕切りを使用して、子どもが一人になりたいときやじっくり

遊びたいときの環境に配慮しています。棚の後ろ側や狭い空間は、子ど

もが他の子どもや大人の視線を感じないでほっとできる場所になってい

ます。個人的に子どもと話をするときや、友達の前ではあまり話すこと

が得意ではない子どもには、穏やかに話ができるように、小さなスペー

スや会議室を利用して子どもが無理なく気持ちを表すことができるよう

に配慮しています。 

・守秘義務に関してのマニュアルがあり、職員は入社時に研修を受け、機

密保持誓約書にサインをしています。個人情報などが掲載された書類は

園外に持ち出さないことなどを周知し、厳守しています。保護者からは

画像承諾書で、日常の保育の写真を掲示・園だより・ブログなどに使用

する許可を得ており、写真販売についても保護者の同意を得てから行っ

ています。行事に参加した保護者には、ＳＮＳへの投稿を控えてもらう

よう、その都度周知文書を配布しています。 
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・個人情報は職員室で施錠できるロッカーで管理し、書類は必ずシュレッ

ダーにかけて処分しています。 

・男女共同参画について明文化されており、職員は周知しています。性別

に関係なく子どもの意思を尊重し、保育士は見守っています。職員は新

任研修や会議で、子どもの前で性について無意識に固定観念を持った話

をしていないかの確認や振り返りを行い、言動に気を付ける仕組みを作

っています。 

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。 

・入園説明会や懇談会では、園長が保護者に理念と保育方針についての説

明をしています。園だより・クラスだよりで、保育方針に沿った保育を

していることを伝えています。 

・子どもの様子は保護者へ口頭で伝えるとともに、2 歳児以下は毎日幼児

クラスからは必要に応じて、連絡帳に記入しています。送迎時にクラス

担任がいない場合にも必要なことが伝えられるように、職員全員が情報

を把握し、保護者との連絡を徹底しています。 

・個人面談は年２回実施し、必要に応じて園長・主任・看護師・栄養士が

同席しています。保護者からの要望に応じても適時面談を行い、臨床心

理士との面談も設定しています。 

・保護者懇談会は年３回実施し、連絡帳などでは伝えきれないクラスの様

子や子どもの成長を伝えています。できるだけ多くの保護者が参加でき

るように土曜日に開催するよう配慮しています。保護者の要望で活動を

始めた「にじいろ会」は、園が企画し保護者と職員が子どもについての

話し合いや意見交換のできる場となっています。 

・保護者からの相談には、早急に時間を設け、他人に聞かれないよう職員

室や会議室で応じています。特別な事案については園長・主任が運営法

人に相談・助言を受けられる体制があります。内容によっては他の職員

にも迅速に周知し、全職員が対応できるようにしています。相談内容は

守秘義務を厳守し、育児相談ファイルに記載し、継続的にフォローでき

るようにしています。 

・園だよりなどで、子どもの様子を伝えています。毎日「今日の活動」を

掲示し、各クラスとも写真を撮るようにしてコメントを付け、保護者に

子どもたちの様子を伝えています。園のブログも園の日常を伝える手段

として、各クラスの様子や保育の様子を掲載しています。 

・年間の行事予定は、入園説明会の時点で新入園児の保護者だけでなく、

在園児の保護者へも配布し、行事に参加しやすいように配慮しています。

保育参加は懇談会の日や保護者が参加しやすい日程で行い、それ以外に

随時受け入れ体制のあることも園だよりなどで伝えています。懇談会に

出席できなかった保護者には、各クラスに報告書を置き内容が伝わるよ

うに配慮しています。 

・保護者の要望で卒園のお別れ会の会場として保育室を貸し出し、職員も



14 
 

参加しています。物作りが得意な保護者が主体となりハロウィン講座を

開催し、職員も教わりながら作品を作りました。「にじいろ祭り」では保

護者からの申し出があり、模擬店はクラスごとに保護者が子どもと一緒

に活動しています。現在は単発的な活動ですが、今後も保護者が活動し

やすいようにコミュニケーションをとり援助していくことで、継続的な

活動となっていくことが期待されます。 

 

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。 

・地域の自治会とは行事などで交流を図り、自治会の担当者が定期的に地

域の情報を届けに来た際には、保育園の運営情報を伝え、要望なども把

握できるような関係作りに努めています。年に一度は近隣にあいさつに

行き、園への要望や意見を聞き取り、運営法人とも連携して対応してい

ます。磯子区の幼保小の研修会や磯子区園長会に参加し、地域の子ども

たちについての情報交換をしています。また、磯子区地域子育て支援拠

点「いそピヨ」を訪問し、子育てニーズの実態情報を得ています。 

・保育士は子育て支援の研修会に参加し、報告会を兼ねて職員会議で子育

て支援のニーズについての話し合いをしています。「にじいろ祭り」など

の行事では、地域の親子が参加できるプログラムを取り入れています。

地域の親子を対象に親同士の交流の場として「親子ひろば」を実施し、

ベビーマッサージ、ふれあい遊び、絵本の読み聞かせ、手作り遊具の紹

介などを通して、子どもの発達や保育の中で何を大切にしているのかを

伝え、育児支援の一環となるようにしています。 

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。 

・園の外掲示板や「いそご子育て応援ガイドブック」に情報を提供し、育

児相談をしています。育児相談は随時相談を受け入れるほか、月に一回

の臨床心理士による巡回相談も実施しています。育児相談の案内などは

近隣施設にも掲示を依頼しています。磯子区役所の保育園パネル展・運

営法人のホームページや園のブログでも育児相談を行っていることを掲

載した園情報を提供しています。 

・関係機関のリストがあり、職員が閲覧できるようにしています。必要に

応じて園長が担当として、南部児童相談所・区のこども家庭支援課・南

部地域療育センターなどの関係機関と連携を図っています。 
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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。 

 

 

・誕生会、七夕まつり、にじいろ祭り、運動会などの園行事に地域住民を

積極的に招待しています。 

・公園の管理事務所から依頼され、毎年公園に飾るこいのぼりを子どもた

ちが作っています。駅の近辺の商業施設からの依頼で、施設内掲示する

サンタあての手紙も書いています。 

・地域のサークルのＯＧ会・育児サークルや個人の親子に、施設開放や遊

具の貸し出しをしています。磯子区が主催の防犯訓練では、園を会場と

して提供しています。近隣住民から、七夕飾りに使用する笹の提供を受

け、園活動に使用する段ボールの収集は地域住民の協力を得て行ってい

ます。年に一度は近隣住民に行事の招待状を届けに行ったり、津波避難

訓練時に通り道としての許可を得ている隣接の会社にあいさつに行くな

ど、良好な関係作りに努めています。 

・水族館や博物館などは、体験や見学の行事に合わせて活用しています。

子どもたちが育てる野菜の苗や花の種や園行事の際にも必要な物を近く

の商店で購入することは、地域住民との交流の機会になっています。 

・杉田地区の５つの保育園とは定期的に交流を企画し、園の行事や環境教

室にも他園を招待しています。 

・地域行事やイベントなどのポスターを掲示板に掲示し、園の保護者や子

どもたちが参加交流できるように情報を伝えています。 

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。 

・園の情報はパンフレット・運営法人のホームページ・園のブログなどで

提供しています。 

・全職員が基本方針・利用条件・サービス内容を把握しており、園のしお

りに沿って問い合わせや見学希望者に対応できる体制になっています。 

・見学者には園長か主任が園内を案内しながら、保育の基本方針や利用条

件・サービス内容について説明しています。 

・電話等での利用希望者からの問い合わせには見学ができることを伝え、

一度見学した人でも希望に応じて、再度見学や予約なしでの見学にも対

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

・ボランティアの受け入れはマニュアルがあり、受け入れにあたり職員に

は園の方針や基本事項を再確認しています。保護者へは園だよりで理解

されるような説明をしています。保育ボランティアの受け入れは主任が
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いるか。 担当し、受け入れ時の記録はファイリングしています。近隣の中学生・

社会人の保育ボランティアや、磯子区中高生サマーボランティアの受け

入れをしています。保育ボランティア終了後には振り返りの会を行い、

感想文には全職員が目を通し、保育や職員の行動に反映させています。

保育以外でも、ブラスバンド・装飾の製作・安全指導の絵本の読み聞か

せにボランティアが参加しています。 

・実習生の受け入れマニュアルがあり、職員には周知し事前にも確認して

います。保護者には実習生の受け入れを園だよりで知らせて保育士育成

に理解を求め、事前に子どもたちにも知らせています。実習生の受け入

れは主任が行い、担当者と実習生が話し合い、実習の目的に応じて園で

のプログラムを立てています。実習最終日には感想文の提出と反省会を

行い、職員と共に振り返りや意見交換をし、園では保育や職員の行動に

反映させています。受け入れ時の記録はファイリングしています。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 
 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・保育所の理念・方針を踏まえた保育を実践するよう、個々の職員の役割

や習熟度、経験年数に応じた個人別の「職員育成年間研修計画」を作成

しています。 

・自己評価表「チャレンジ共有シート」を用い、職員それぞれの目標設定

と達成度の評価が行われています。年度はじめの園長面接で目標を設定

し、中間面接で目標の達成度を振り返り、年度末面接で 1 年間の総括と

翌年の目標を設定しています。 

・研修担当は園長で、職員の役割や習熟度、経験年数に応じた研修計画を

作成しています。園内研修は、職員が話し合って年度の研修テーマを決

めています。研修テーマは、昨年度は「発達に合った子どもの遊びの研

究」今年度は「リズム遊びの実践」で、保護者にも園だよりで知らせて

います。「リズム遊びの実践」はリズムが得意な非常勤職員を講師に 2

グループに分かれて指導を受け、保育に取り入れています。また、職員

は、横浜市や磯子区、南部地域療育センターなどの外部研修や経験や習

熟度に応じた運営法人研修に積極的に参加しています。非常勤職員も園

内研修や運営法人研修に参加しています。研修に参加した職員は研修報

告書を記載するとともに、職員会議で報告しています。 

・常勤職員の経験や非常勤職員の特質を考慮して、毎日主任が勤務表を作

成し、園長が確認しています。保育内容により非常勤職員を多く配置す

るなどの配慮もしています。非常勤職員の指導担当は主任で、コミュニ

ケーションを図っています。主任は月 1 回のパート会議を主宰し、会議
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報告などで情報共有を図るとともに、意見や提案を聞いています。誕生

会の進行、カードのデザインなどの非常勤職員からの提案を、保育に取

り入れてます。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 
 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

でいるか。 

(2) 保育士等が保育や業務の計画及

び記録を通してみずからの実践

を振り返り、改善に努める仕組み

があるか。 

(3) 保育士等の自己評価を踏まえ、保

育所としての自己評価を行って

いるか。 

・職員は、自己評価表「チャレンジ共有シート」「成長共有シート」を用い

て、目標設定や振り返りをしています。年 3 回の園長面接で、目標設定、

達成度確認、振り返りをしています。また、毎月園独自の自己評価シー

トを用い、自己の保育を振り返っています。園の自己評価は自己評価表

「にじいろの保育」を用い、年 2 回振り返りをしています。 

・南部地域療育センターなどから指導やアドバイスを受ける仕組みがあり

ます。また、運営法人が委託している臨床心理士の巡回指導が定期的に

あり、職員の相談に対応しています。 

・指導計画、日誌にはねらい・計画・記録・自己評価が定型的に書式化さ

れています。自己評価は計画で意図したねらいと関連付けて行われてい

ます。また、クラス会議や職員会議でも、活動が計画で意図したねらい

に沿っているかを確認しています。自己評価は、子どもの姿を観察し、

子どもの育ちや意欲、活動に取り組む過程を重視しています。保育士の

自己評価の結果はその後の計画作成に反映しています。 

・クラス会議で個々の保育士の振り返りをし、職員会議で報告し話し合っ

ています。園の自己評価、保育士の自己評価、保護者アンケートの結果

を基に職員会議で話し合い、保育所としての課題を明らかにし、改善に

取り組んでいます。保護者意見の反映としては、延長保育の用紙を玄関

に置く、体操教室や造形教室を取り入れるなどの事例があります。また、

保育課程・年間指導計画は、期ごとに振り返りを行い見直し、結果を次

年度につなげています。園の自己評価は、玄関のファイルにとじ込み、

保護者が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。 

・「サクセス保育者ナビ」に園長・主任・保育士・看護師・栄養士・調理員

それぞれに求められる業務内容が明記されています。また、「職員育成年

間研修計画」に職員一人一人が身につけたいスキルが明記されています。 

・リーダーや行事担当のほかに、園内研修、第三者評価、絵本、教材、写

真、ブログの係を決め、できる限り現場の職員に権限委譲しています。 

・年 1 回の意向調査の際に職員アンケートを実施し、要望や意見を聞いて

います。園長は、日常的に保育室を回り職員とコミュニケーションをと

り、業務改善の提案・意見・相談など個々の職員の要望等を把握してい

ます。また、年 3 回の園長面談で職員の満足度や要望などを把握してい

ます。 

・園長・主任は保育日誌を通して保育内容や職員の気持ちを把握し、コメ

ントを記入しています。日常の保育の中の良い点を丁寧に褒め、職員の
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モチベーションが上がるようにしています。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 
 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境に

配慮しているか。 

・全職員に配布されている業務マニュアル「サクセス保育者ナビ」に守る

べき法・規範・倫理等が明文化されています。また、服務心得にも明記

されています。運営法人の新入社員研修、職員会議でも周知しています。 

・玄関のファイルに事業計画、事業報告をとじ込み、保護者が閲覧できる

ようにしています。財務状況については、保護者から要求があれば開示

する用意があります。また運営委員会で、園の運営状況を報告していま

す。 

・ゴミの分別を行っています。廃材製作を積極的に保育に取り入れていて、

保育室にはたくさんの廃材が素材として準備されています。観察時にも

段ボールで家を作ったり、廃材を使ってごっこ遊びをしたり、トイレッ

トペーパーの芯で「みの虫」の製作をしていました。また、牛乳パック

を用いてパーテーションや足置き台などを作っています。冷暖房温度の

設定、節電、蛇口の水圧調節などに取り組んでいます。夏場にはプール

の水を用い子どもたちが植物の水やりをしています。また、磯子区地域

振興課資源化推進担当職員による環境教室を開催し、ゴミのリサイクル

について子どもたちが学ぶ機会を設けています。 

・事業計画に「環境への取り組み」として園の環境への考え方や取り組み

を明文化しています。 

・保護者からの声を受けて保育料請求書の封筒を回収しリサイクルする、

製作の素材としてのうちわや廃材の回収協力を依頼するなどの取り組み

を通し、保護者の環境への意識が高まっています。 

 

 

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。 

・理念・基本方針は、「サクセス保育者ナビ」に掲載し全職員に配布すると

ともに、玄関、職員室、保育室、トイレに掲示しています。職員会議や

朝のミーティングで保育の内容が理念や基本方針に沿っているかを確認

しています。非常勤職員に対しては、パート会議にて年に一度説明して

います。年 3 回の園長面談で保育士が理念・基本方針を理解しているか

確認するとともに、園長・主任は、指導計画や日誌に目を通し、保育の

内容が理念・基本方針に沿っているかを確認し、必要に応じて指導して

います。 
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・重要な意思決定にあたり、園長は懇談会、運営委員会、「にじいろ会」で

保護者に説明し、意見交換しています。また、保護者アンケートを用い

て、保護者の声を聞いています。子ども・子育て支援新制度の導入の際

には、手紙や掲示で保護者に周知するとともに、全員に説明できるよう

平日の夜と土曜日に説明会を開催しました。 

・主任はフリーの立場で保育に入り個々の職員の業務状況を確認し、助言

や指導をしています。また、クラス会議、乳児会議、幼児会議、リーダ

ー会議、給食会議、行事の打ち合わせなどに参加し、保育内容を把握し

ています。主任は、実際に保育をする姿を見せることで、保育の技術や

楽しさを職員に伝えるとともに、保育日誌、月案、週案、児童表、発達

経過記録等に目を通し、指導や助言をしています。記録やおたよりの書

き方の指導も行っています。 

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、横浜市私立保育園園長会、磯子区園長会、運営法人園長会など

各種会議や研修に参加し、必要な情報を収集しています。また、南部地

域療育センター、南部児童相談所、磯子区役所などと連携し、情報収集

しています。運営面での重要な改善課題は職員会議で職員に周知し、改

善について話し合っています。 

・中長期計画を作成しています。運営法人でリーダー・主任研修を実施し、

次代の幹部職員を計画的に育成しています。 

・税理士や弁護士、外部のコンサルティング会社等から運営に関する意見

や助言を受けています。 
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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 8月 24日～9月 7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    

92.5% （67枚配付、62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】 

・アンケートの回収率が 92.5％と高く、園の保育に対する保護者の関心度の高さが読み取れます。 

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

て 79％です。その中でその保育目標や保育方針に「賛同できる」（71.4％）、「まあ賛同できる」（26.5％）

と答えた保護者は合わせて 97.9％です。 

・問 2から問 7までの全 37項目中、33項目が 80％以上の満足度となっています。 

・満足度が比較的高い項目は「クラスの活動や遊び」の 98.4％、「戸外遊びを十分にしている」「園のおもち

ゃや教材」「基本的生活習慣の自立に向けた取り組み」の 96.8％、「園の目標や方針についての説明」「園

外活動」「友だちや保育者との関わり」「遊びを通じた健康づくりの取り組み」「給食の献立」「お子さんが保

育園生活を楽しんでいるか」の95.2％で、保護者が子どもの様子を見て満足していることがうかがえます。

中でも「遊び」については全項目が 95％以上の高い満足度となっています。 

・一方、満足度が比較的低い項目は「見学の受け入れ」の 70.9％、「「おむつはずし」の 72.6％、「送り迎え

の際の情報交換」「アレルギーや障害のあるお子さんへの配慮」の 79％です。 

・ただし、「見学の受け入れ」は「その他」が 27.4％で自由回答にも「新設園のため見学していない」とい

う記述が複数あります。また、「アレルギーや障害のあるお子さんへの配慮」も「その他」「無回答」が合わ

せて 17.7％となっています。 

・総合的な満足度では、「満足」が 59.7％、「どちらかといえば満足」が 33.9％、合わせて 93.6％の満足度

となっています。 

・自由記述欄には、「子どもが楽しく通っているので満足しています」など感謝の声が複数あります。一方、

「先生によって差があります」「帰るときに一日の様子をもっと詳しく教えてほしいです」「園の生活の様子

をもっと知りたいです」などさまざまな意見が寄せられています。 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度は、「遊びについて」の 96.3％、「職員の対応について」の 94.3％をはじめとして、

全ての項目が 88％以上と高くなっています。 



■ 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

11.3%

まあ知っている

67.7%

どちらとも

⾔えない

16.1%

あまり

知らない

4.8%

賛同できる

71.4%

まあ賛同できる

26.5%

どちらとも

⾔えない

2.0%
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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 43.5 27.4 0.0 1.6 27.4 0.0
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

51.6 35.5 4.8 1.6 6.5 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 48.4 46.8 4.8 0.0 0.0 0.0
⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様⼦
や⽣育歴などを聞く対応には

51.6 32.3 9.7 3.2 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

50.0 33.9 14.5 1.6 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）

62.9 25.8 6.5 1.6 3.2 0.0

（%）

問３ 年間の計画について 満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明には 50.0 40.3 6.5 3.2 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

32.3 50.0 6.5 4.8 4.8 1.6

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）

61.3 37.1 1.6 0.0 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

62.9 33.9 3.2 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）

71.0 25.8 3.2 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

59.7 35.5 3.2 1.6 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

53.2 41.9 3.2 1.6 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

48.4 46.8 4.8 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 75.8 19.4 3.2 1.6 0.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

62.9 33.9 3.2 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

54.8 33.9 6.5 1.6 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

50.0 37.1 1.6 8.1 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

45.2 27.4 11.3 3.2 9.7 3.2

お⼦さんの体調への気配りについては 59.7 30.6 8.1 0.0 1.6 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 32.3 12.9 3.2 3.2 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 62.9 24.2 9.7 1.6 1.6 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

54.8 38.7 4.8 0.0 1.6 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

58.1 27.4 11.3 3.2 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

50.0 38.7 8.1 3.2 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

25



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

51.6 41.9 4.8 0.0 1.6 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

62.9 25.8 8.1 1.6 1.6 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

43.5 40.3 8.1 4.8 3.2 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

37.1 41.9 9.7 9.7 1.6 0.0

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

40.3 43.5 8.1 4.8 1.6 1.6

保護者からの相談事への対応には 38.7 45.2 8.1 4.8 1.6 1.6
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

51.6 37.1 4.8 1.6 3.2 1.6

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

61.3 30.6 4.8 3.2 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

74.2 21.0 3.2 1.6 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

41.9 37.1 1.6 1.6 12.9 4.8

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

56.5 35.5 3.2 1.6 3.2 0.0

意⾒や要望への対応については 51.6 38.7 4.8 1.6 0.0 3.2

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 59.7%

どちらかと

いえば満⾜

33.9%

どちらかと

いえば不満

3.2%

不満

1.6%

無回答 1.6%
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【参考資料１︓中項⽬別平均満⾜度割合】
（%）

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
問２ ⼊園時の状況について 55.3 91.4
問３ 年間の計画について 42.3 89.1
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 59.4 96.3
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 58.5 90.3
問５ 快適さや安全対策などについて 56.9 89.5
問６ 園と保護者との連携・交流について 47.9 88.4
問７ 職員の対応について 59.6 94.3

※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
.637
.634
.632
.610
.608

※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6︓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
問7︓意⾒や要望への対応については
問4︓お⼦さんの体調への気配りについては

 中項⽬

設問項⽬
問2︓保育園での１⽇の過ごし⽅についての説明には
問7︓あなたのお⼦さんが⼤切にされているかについては

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：10月 22日（木）、10月 23日（金） 

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 

 自由遊びでの子どもたちは、保育士のそばでマラカスなどの保育士手作りのおもちゃで遊んでいます。園

庭遊びでは、大きなボールを抱えたり、転がしたりしています。砂場での２歳児の遊びに興味を持ち、０歳

児がのぞき込む姿も見られます。園庭に行きたくない子どもや月齢の低い子どもは、ウッドデッキで陽差し

を感じながらおままごとの道具で遊んでいます。 

子どもたちは一日の生活の流れの中で、泣いたり声を出すことで保育士に自分の気持ちを伝えようとして

います。子ども同士のおもちゃの取り合いの場面もありましたが、保育士が両方の気持ちをくみ取る言葉が

けや、他の遊びへと誘導することにより気持ちの切り替えができているようです。 

 

●1歳児クラス 

 登園後の子どもたちは、保育士の周りに集まり絵本を読んでもらったり、窓際でおもちゃで遊んでいます。

朝礼が終わると２台のカートに乗り散歩に出発します。公園の入り口は並木になっていて、落ち葉がたくさ

んあります。子どもたちはカートに乗ったままで、保育士が落ち葉の上を歩く「カサカサ」という音を聞い

ています。花壇の前では保育士から季節の花の説明を聞き、カートから降りて花の観察や花の香りを味わう

時間を持っています。子どもたちは保育士との落ち葉観察や、木の周りを歩いたり自由に落ち葉の中で動き

回っています。芝生の広場で遊び始めても、一人で遠くに行ってしまう子どもの姿はありません。天気が良

かったこともあり、子どもたちは走ることや体を動かすことを楽しみ、走り疲れると広い芝生に寝そべって

います。 

 

●2歳児クラス 

 子どもたちは朝からそれぞれ好きなことをして遊んでいますが、絵本も人気があります。見た絵本から線

路をつないだり、自動車遊びを始めたりと遊びにつなげていく様子が見られます。保育士は近くで見守り、

遊びを広げられるように声をかけ、ヒントを出すこともあります。おしゃべりが上手になってきた子どもた

ちは、表現がストレートなためにけんかになることもありますが、保育士にお互いの気持ちを受け止めても

らい、すぐに仲直りすることができています。保育士が子どもたちに大人気のお化けの絵本を読み始めると、

子どもたちは保育室のロッカーに隠して仕掛けてあるお化けを出してもらい、声をあげて盛り上がります。 

公園への散歩では、子どもたちは目に入るもの全てに興味を示し、みんなに伝えたくて話し続けます。公

園では広い芝生で走り回り、好きなことを見つけて遊んでいます。運動会ごっこをしようとの声で、運動会

で５歳児が行った組み体操の真似をするグループもいます。 

 

●3歳児クラス 

 自由遊びでは子どもたちが厚紙でできた注文票をもって「何にしますか？」とオーダーをとり、「キッチ

ン」で作り、「はい、どうぞ」とお店屋さんごっこが流行っています。ひもを麺に見立てフライパンを振る

様子はプロのようです。公園への散歩では、保育士と一緒にあいさつをし、剪定をしている人に「何してい
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るんですか」とたずねたりしています。自然に恵まれた公園では、季節ごとに変わって行く木の葉や花を、

目で見て触って楽しみながら色や名前を覚えていきます。赤い木の実を見て、「苺のにおいがする」と言う

子どももいます。子どもたちには、遊具も必要がないようで偶然引かれていた白線の上を全力で走ったり、

小高い土手に探検に行っています。 

 

●4歳児クラス 

 自由な時間はブロックやお店屋さんごっこなど、グループで遊ぶ姿が多く見られます。子どもたちが集合

して朝のあいさつが終わると、４歳児は色彩画の絵具を使った今日の活動を始めます。保育士が落ち葉を貼

りつけて作った人形を使いながら、落ち葉人形が保育士に話しかけ、その話を保育士が子どもたちに伝え、

子どもたちからの質問には保育士が落ち葉人形に聞いてから答えるという演出に、子どもたちは集中し、喜

んでたくさんの質問をしています。数枚の落ち葉をのりで貼りつけるグループと絵具で紙を塗りつぶすグル

ープに分かれます。グループ分けには保育士が子どもたちに挙手を求めています。一人の子どもが真っ先に

手を挙げると、保育士が子どもが自ら進み出るのを待つ中、順番に手が挙がりだします。のりで貼り付けて

行く作業と、大胆に大きな紙に絵具を塗る作業を、それぞれ近くで感じながら夢中になっています。別の日

に作品を作るための下地となる活動ですが、赤と黄色が混ざるとオレンジ色になることを知り、落ち葉・絵

具・筆の感触や表現することを楽しんでいます。 

 

●5歳児クラス 

登園してきた子どもたちは、段ボールで作った家やままごとなどで自由に遊んでいます。遊んでいる中で

自分の部屋がお化け屋敷に、次には忍者屋敷へとどんどん変わり、ビニールで作った衣装を身に付けポーズ

もきめて忍者になりきる子どももいます。朝の会の後は室内遊びで、段ボールの家作りの続きが始まりまし

た。廃材や道具が豊富に用意され、子どもたちは一斉に作品作りに取り組みます。グループで話しながら進

めたり、一人で黙々とイメージした部屋作りに取り組む子どもとさまざまです。上手に作れない子どもには、

保育士が子どもがどのようなイメージを持っているのかを丁寧に聞き、新しい素材を見せたりとヒントを出

したりしながら難しい個所の手伝いもしています。子どもたちの家が立派になってくると、保育室内では狭

くなり、保育士が廊下に机を出し「ベランダにしよう」と遊びの場を広げます。子どもたちは新しい場所も

使いながら、ピクニックやバーベキューと話し合いながら発想を広げ、廃材などから必要なものをどんどん

作りだします。保育士が遊びの中でも子どもの必要に応じて数の数え方や、ひらがなを書くことを取り入れ

ています。保育士は人との距離を取りにくい子どもには、距離を調整したり早めに言葉をかけたり、言葉を

足しながらけんかが大きくならないように、基本は子ども同士で話し合いができるように促しています。 

 

●まとめ 

保育室には廃材などが豊富に用意してあり、子どもたちが自由な発想で遊ぶことができています。保育士

も子どものイメージする物を聞き取りながら、遊びを広げられるように努めています。公園でも遊具を使わ

ず自然を感じ、その場で考えながらいろいろな形で遊びを見つけて行く姿が見られます。戸外遊びの場では

異年齢児と一緒になることで、子どもたちはルールを知ったり新しい遊びを覚えたりしています。保育室で

も、５歳児の作品を３歳児や４歳児が見せてもらいうれしそうにしている姿があり、２歳児が見にきたとき

には５歳児がお兄さんやお姉さんになりきっている様子から、異年齢児交流が上手にできていることがうか

がえます。保育士が子どもの自由な発想を活動へとつなぐことで、子どもたちは楽しみがいくつにも増えて

いきます。それぞれの活動にはねらいがあり、担任以外の保育士も把握し共有していることから、活動がス

ムーズに行われています。保育士と子どもとの間には信頼関係が感じられ、子どもたちは１日を楽しく過ご

しています。 
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事業者コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三年前の春に保護者の方が安心してお子様を預けられる『陽だまりのように温かい保育

園』づくりを目指して開園して以来、『より良い保育』の提供を課題に全職員で一丸となって

取り組んで参りました。最も子どもたちの大切な人的環境である職員は、質の向上を目標に

外部研修・園内研修にと力を注ぎ、子どもたちに寄り添う保育を第一に日々の保育の振り返

りを行いながら、向上心を大切に良い環境となれるよう努力して参りました。 

 

今回、第三者評価受審にあたり、全職員で自己評価に取り組み、会議を重ねる中で丁寧に

保育を振り返ることにより自分自身を見直し、園全体を見直すことが出来ました。その過程

においてにじいろ保育園新杉田の現状が明らかになり、課題や改善点を全職員で確認するこ

とで今後の進むべき方向性も見え、第三者評価受審の意義を痛感いたしました。 

 

保護者の方々には、日頃から温かいまなざしで子どもたちの成長を見守っていただき、保

育運営に対するご理解・ご協力に感謝の気持ちでいっぱいです。また、お忙しい中、アンケ

ートにご協力いただきまして誠にありがとうございました。評価結果は、私どもの今後の保

育の励みとなりました。この結果に甘んじることなく、より良い保育園づくりに役立ててい

きたいと思います。 

 

最後になりましたが、評価機関である「評価市民・ネクスト」の調査員の皆様には、きめ

細やかに深く保育を見て評価していただきましたことに心より感謝申し上げます。ありがと

うございました。子どもが主役の保育が展開されており、職員が自信を持って楽しく保育し

ている。その自信は、職員同士のコミュニケーションが取れており、チームワーク良く保育

出来る環境から生まれているという言葉に、にじいろ保育園の理念が職員に浸透し、根づい

ていっていることを実感し嬉しく思いました。 

 

今後もにじいろ保育園の子ども・保護者・職員の一人ひとりが生き生きと輝いていける保

育園であり、そして、子どもたちに『生きる力』の土台を育くむ保育をして参ります。 

 

にじいろ保育園 新杉田 

園長  中嶋 久子 
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