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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 にじいろ保育園みなとみらい 

事業所への報告書提出日 2016年 1月 14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 全職員が個々に自己評価票を記入した。運営に関する項目の部分に

ついては、グループごとに話し合って記入した。 

② 各個人が記入したものをもとに全体で勉強会を行い、５チームに分

かれて、グループごとに話し合って記入し全体で確認した。 

③ 全体で学んだ内容を園長が 1項目ずつ確認し、まとめた。 

実施期間 

～2015 年 10 月 15 日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（53 世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配布した。 

② 各保護者より、返信用封筒で、評価機関にあてて無記名で返送して

もらった。 

実施期間 

2015 年 9月 14 日～9 月 30 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・運営法人スーパーバイザーにヒアリング。 

実施日 第 1 日：2015 年 11 月 16 日 

    第 2 日：2015 年 11 月 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、主任の順にヒアリング。 

その後、園長・運営法人スーパーバイザーにヒアリング。 

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。給食も子どもたちと一緒にした。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1 日：2015 年 11 月 16 日 

    第 2 日：2015 年 11 月 17 日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

にじいろ保育園みなとみらいは、みなとみらい線「みなとみらい」駅に近い 31階建ての高層マンション

の 3階にあります。ビルの 1階にはコーヒー店やビデオショップ、2階には医療施設、同じ 3階には子育

て関連施設が複数入っています。園の周囲は、オフィスやマンション等の高層ビルが立ち並んでいますが、

帆船日本丸や、広い芝生のある公園なども近くにあり、子どもたちの散歩コースとなっています。 

にじいろ保育園みなとみらいは平成 20 年（平成 2008 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等を首都圏を中心に幅広く展開しています。 

保育室内は明るく日当たりが良く、壁や床には木材が用いられ温かい雰囲気となっています。園庭はあり

ませんが、広々としたホールと室内プールがあります。 

定員は 90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】子どもたちは、自分らしさを素直に出し、園生活を楽しんでいます。 

 保育士は、優しく子どもを受け止め、一人一人の子どもの話に耳を傾け、子どもと共感しています。この

ような保育士の働きかけもあり、子どもたちは自分の思いを素直に表していて、乳児でもたくさんおしゃべ

りをすることができています。 

 自由遊びの時間には、一人で落ち着いて絵本を読んだり、友達とままごとをしたり、数人で話し合って廃

材で作品を作ったりして、思い思いに遊びを広げ過ごしています。友達や異年齢児とのかかわりもあり、本

を見ながら相談して紙で複雑な作品を作ったり、クイズを出し合ったり、年下の子どもが年上の子どもの真

似をしたりしています。観察日にも、自由遊びの時間に 5 歳児が２つのクループに分かれてブロックを積

み上げ、合体して一つの大きな作品を作り、年下の子どもたちを誘い、一緒にドミノ倒しを楽しむ姿があり

ました。 

 公園での子どもたちはさらに元気で、生き生きとしています。マラソンやかけっこ、鬼ごっこ、ボール遊

び、縄跳びなどで、身体をたくさん動かしています。保育士は子どもの遊びに入り、自らが一緒に走ったり

飛んだりしてお手本を示し、子どもが遊びの中で運動能力を身につけられるようにしています。また、一人

が歌い出すと、他の子どもたちも身体中を揺すりながら歌い出すなどの場面も見られます。 

 このように元気な子どもたちですが、保育士の話を聞くときや、給食の準備を待つときには、静かに落ち

着いていることができ、動と静のメリハリができています。 

 子どもたちは遊びの中で、自分らしさを素直に出し、保育士に思いをくみ取ってもらい、園生活を思いっ

きり楽しんでいます。  

 

【2】保育士は、目指す保育の実現に向け自己研さんに励んでいます 

 近年、保育士の入れ替わりがあり、比較的経験年数の短い保育士が多くなっています。このような中、保

育士は、職員会議やクラス会議で園が目指す方向性について話し合い共有しています。また、毎日、自分た

ちの保育について振り返りを行うとともに、「チャレンジ共有シート」を用い、自分自身の目標と達成状況
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について年 2 回自己評価をしています。園長・主任は、保育の様子や方法について必要に応じてアドバイ

スをしています。 

 運営法人主催の研修が毎月のように実施され、職員は積極的に参加するとともに、園内での研修も行われ

ています。また、「西区子育て関連施設連絡会」いう地域の子育て関連施設のネットワーク主催の研修など、

外部研修にも参加しています。園内研修では、グループで研修のテーマを決めて自主研修を行い、結果を発

表し合うなどの取り組みを行っています。また、外部講師によるリズム遊びや体育の指導、ボランティアに

よる読み聞かせ、ネットワーク内の他の保育園や幼稚園の公開保育などでさまざまな保育の技術を学び、日

常の保育に取り入れています。 

 このように、保育士は自己研さんに励み、目指す保育の実現に向けて連携して取り組んでいます。 

 

●独自に取り組んでいる点 

地域とのネットワークを通して、子どもたちの活動の幅を広げています 

 園の周りはオフィスやマンションなどの高層ビルが立ち並び、地域住民との交流は住宅街の中にある保

育園とは異なる状況にあります。このような地域性の中で、園は、行政や近隣の商店会が主催するさまざま

なイベントに子どもと一緒に参加し、地域との良好な関係を築くように努めています。５歳児が地域の公園

愛護会主催の地域清掃に参加したり、桜木町駅前での打ち水大作戦で水をまいたり、パレードに参加したり

し、子どもたちは地域の一員としてさまざまな社会経験を積んでいます。 

 また、地域のネットワーク「西区子育て関連施設連絡会」による地域子育て支援拠点での育児講座に園長

や主任、保育士が参加・協力するだけでなく、公園で一緒に遊ぶ、プールで交流するなど、ネットワークに

参加している他の保育園や幼稚園と子どもたちが交流し、同年齢の子どもたちと遊んでいます。 

 このように地域のさまざまなネットワークを通し、地域に向けて開かれていて、子どもたちの活動の幅が

広がっています。  

 

 

●改善や工夫が望まれる点 

【１】保護者への情報提供の工夫 

 保育士は、朝夕の送迎時に保護者とコミュニケーションに努めています。また、園だよりやクラスだよ

り、玄関の「今日のできごと」などで園の取り組みについて情報提供しています。 

しかし、子どもの成長を保護者が確認できるような日々の活動や様子についての情報が少ないので、今後

は、予定や伝達事項などだけでなく、日々の子どもの様子やエピソード、クラスの取り組みの写真や活動の

成果物など、子どもの日常の姿を伝える情報提供の工夫が期待されます。 

 

【２】運営法人を含めて組織全体で保育士を支える仕組みの工夫 

  園長・主任は個人面談などで、保育士の満足度を把握し、必要な相談にのっています。また、運営法人の

スーパーバイザーや臨床心理士による巡回も設けています。 

ただし、保育士の日々の悩みやストレスを早い段階で受け止め、組織として解決するための対応は、必ず

しも十分と言えない状況があります。園だけでは解決が難しい課題に対しては、園長・主任だけでなく運営

法人が積極的にサポートするなど、組織全体で保育士を支える仕組み、課題に向けて連携して取り組む工夫

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。 

・保育理念は『のびやかに育て だいちの芽』としており、保育方針は「み

とめ愛（信頼） みつめ愛（安定） ひびき愛（共感）」としています。

保育目標は「自然を愛し、心身共に健やかな子ども」「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」となっており、これらは利用者本人を尊重した

ものとなっています。 

・保育課程は保育目標、保育理念に沿って子どもの最善の利益を第一義に

して作成されています。しかしながら、地域の実態や周囲の環境などへ

の考慮が見られませんので、地域の特性を考慮して保育課程を改訂して

いくことが期待されます。 

・日常的に子どもの表情、態度から子どもの意向や意思を読み取っていま

す。幼児のように言葉で表現できる子どもについては、自由に意見を言

えるような状況を作り出しています。こうした子どもの意思や意向を指

導計画の作成に生かしています。 

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、事前に家庭での様子、生育などについて調査票の記入

を依頼しており、その上で保護者に面接しています。子どもについては

保育をしながら観察を行っています。こうした面接や観察を通じて、子

どもの発達状況や課題を把握しています。 

・新入園児については基本的に主担当の保育士が決まっています。また、

子どもが心理的な拠り所となるものを持ち込むことを認めています。 

・各年齢別に月間指導計画と週案が作成され、子どもの発達状況に応じて

各期の終わりの振り返りで、計画の評価・見直しを行っています。 

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

・園は高層マンションの中にあり、空調が完備しています。全室とも窓が

大きく、陽光は十分に取り入れられています。空気清浄機が備えられて
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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。 

いるのと、一部、窓が開閉できるため、異臭への対応もできています。 

・乳児室には沐浴施設があり、温水シャワー設備は乳児室、幼児室ともに

設けられています。 

・0 歳児は独立した保育室があり、落ち着いた環境が整っています。1 歳

児以上は年齢ごとそれぞれの保育もできますが、部屋を合体して合同保

育もできるように設計されています。園内のホールは異年齢児が交流で

きる空間となっています。 

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 歳については個別指導計画を作成しています。幼児については、

気になる子どもや、特に配慮を要する子どもの場合、個別指導計画を作

成しています。 

・入園時に子どもと家庭の個別の状況、要望などを調査し、児童票に記録

しています。入園後の子どもの成長発達状況は、毎月担任が児童票に記

録し、卒園まで保管しています。 

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。 

・特別な課題がある子どもについては、カリキュラム会議やケース会議で

話され、職員間で情報を共有しています。 

・園内は段差がないフラットな構造となっています。障がい児保育につい

て、個別指導計画を基に、職員会議などで情報を共有し、全職員で学習

したり、話し合うなどして、一貫した対応が取れるようにしています。 

・日常の保育の中で、職員は着替えのときに視診を心がけ、何か疑わしい

場合は園長や主任に報告し、児童相談所などに連絡する体制が作られて

います。 

・アレルギー疾患のある子どもについては、かかりつけ医の主治医意見書

を基に、園長・クラス担任・栄養士・看護師で対応を相談し、保護者と

も連携して「除去食対応シート」を作成しています。 

・外国籍の子どもについては、その文化や宗教の違いを尊重し柔軟な対応

をしています。言葉の面で意思疎通が困難な場合は、英語の話せる職員

がいます。英語で対応できない場合は、横浜市の通訳ボランティアに支

援を依頼することにしています。 

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。 

・要望や苦情への対応の仕組みや、苦情対応の第三者委員の名前と電話番

号は入園のしおりに記載されて保護者に知らされています。日常的な保

護者とのコミュニケーションの中で、要望や意見は取り入れるようにし

ています。また運動会などのイベントのときにも保護者に対するアンケ

ートを実施し、意見や要望を出しやすいようにしています。 

・ただし、今回のアンケート調査ではより一層のコミュニケーションを取

ることが要望されており、日常的な登降園の際などに、より丁寧に意見
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や要望を把握する努力が求められます。 

・要望や苦情が出された場合は、職員会議で報告され、周知するとともに、

その背景・原因などについても議論をしています。これまで出された苦

情・要望・トラブルは、対応方法・経過なども含めて記録し、解決に生

かされています。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 
 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

(5) 遊びを通して子ども同士の関係

や保育士との関係が育つよう配

慮しているか。 

(6) 積極的な健康増進の工夫が遊び

の中でなされているか。 

・おもちゃが、子どもの目の高さに種類別に箱やかごに入れて並べられて

いて、子どもが自分で選んで取り出せるようになっています。幼児には、

カードやかるた、パズル、トランプ、手先を使うおもちゃ、乳児には音

の出るおもちゃや布でできたおもちゃなど、年齢や発達に合わせたおも

ちゃが用意されています。木製のおもちゃや保育士手作りのおもちゃな

どが多数用意されています。 

・子どもが好きな絵本から劇遊びに発展し、それを生活発表会での劇につ

なげる、子ども同士で話し合ってルールを作り集団遊びを行うなど、子

どもの興味や発想を、製作や遊びに取り入れています。 

・一人でゆっくりと絵本を読む子ども、３～４人で本を見ながら廃材を用

いた製作をする子ども、数人でテーブルを囲みままごとをする子ども、

グループで協力してブロックで大きな作品を作る子どもと、それぞれが

好きなことをして遊び込んでいます。 

・保育士は、子どもたち自身で考えて公園で遊ぶルールを決めるなど、集

団で楽しく遊ぶ上でルールを守ることがいかに大切であるかを理解でき

るように働きかけています。また、一斉遊びにルール性のある遊びを多

く取り入れています。子どもがルールを理解できるよう、保育士が遊び

の中に入り、自ら見本を見せることで、集団遊びが苦手な子どもも参加

できるようにしています。 

・トマトや枝豆などの栽培をしています。ビルの中の保育室のため成功例

は少ないですが、チャレンジして失敗した経験をみんなで共有していま

す。飼育としては、メダカを飼育しています。 

・乳児は、わらべ歌や手遊びを多く取り入れていて、子どもたちは身体全

体で自分の気持ちを表現しています。幼児は、歌遊びやリズム遊び、楽

器を用いての合奏などを取り入れています。散歩や自由遊びのときに一

人が歌い出すと、それに合わせて歌ったり、身体を揺すったりしていま

す。 

・保育の場面で、子どもたちはたくさんおしゃべりをし、言葉で自分の気

持ちや思いを表現することができています。幼児だけでなく、乳児もお
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しゃべりが上手です。 

・子ども同士などのけんか等については、乳児は、保育士が間に入ってお

互いの気持ちを代弁し、仲立ちしています。幼児は、けがのないように

配慮しながら、自分たちで解決できるよう見守っています。どうしても

解決できないときや手が出そうになったときには、保育士が間に入って

言葉がけし、解決するための手助けをしています。 

・3・4・5 歳児は朝の会や帰りの会を合同で行ったり、一緒に散歩に出か

けたりし日常的に交流しています。月 2回のリズム遊びは、2・3 歳児、

3・4 歳児が合同で行っています。5 歳児が乳児のお手伝いに行き、一

緒に遊んだりしています。また、行事等のときには、縦割りのグループ

で活動することもあります。 

・天気が良い日には毎日、散歩など屋外に出かける時間を作っています。

散歩マップを作成し、子どもの成長に合わせ距離が伸ばせるよう、コー

スを工夫しています。散歩先での子どもたちはとても元気で、かけっこ

やマラソン、鬼ごっこ、縄跳び、ボール遊びなど身体を動かす遊びをた

くさんしています。保育士は子どもたちと一緒に遊ぶ中で、走り方や跳

び方の手本を見せたり、集団で楽しく遊ぶ方法を教えたりし、遊びを通

して運動能力を高め、社会性が養えるよう支援しています。また、屋外

に出られない日には、ホールでマットや跳び箱、ボール遊びなどを取り

入れています。外部講師による、月 2回の体操教室とリズム遊びを行っ

ています。夏場には室内プールでプール遊びをしています。 

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。 

・離乳食は、子どもの喫食状況について保護者と情報交換し、家庭で食材

や大きさを試してもらってから、段階を進めています。子どもたちは手

づかみやスプーン、フォークなど発達段階に合わせて、自分で食べてい

ます。保育士は、自分で食べようとする気持ちを大切に、「おいしいね」

「小さくしようね」「あーん」「すごい」などの声かけをし、小さく刻ん

だり、寄せたり、食べさせたりと必要な手助けをしています。 

・年齢に合わせ、三食栄養素や食事のマナー、季節野菜の展示、とうもろ

こしの皮むきやグリーンピースのさやむき、お芋クッキングやうどん作

りなどの食育活動を行っています。また、みそ作りや魚の解体ショーな

ども実施しています。4・5 歳児は当番の子どもたちが主菜と副菜を配

膳し、ご飯と汁物は保育士が配膳しています。 

・季節感のある食材を多く取り入れ、主食、主菜、副菜、汁物の組み合わ

せを主とした献立となっています。子どもがいろいろな味を経験できる

よう、いろいろな食材を取り入れるようにしています。七夕のそうめん、

節分の恵方巻、ひな祭りのちらし寿司など伝統的な食文化を大切にして

います。また、クリスマスやお別れ会にはバイキング方式での会食会、

夏祭りには焼きそばや唐揚げなどで屋台の雰囲気を楽しむなど、子ども

が食を楽しめる工夫をしています。 
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・食材は国産を原則に、放射能の検査を受けた物を用いています。加工食

品、添加物、冷凍食品は極力使用しないようにしています。 

・毎月、園長・主任・栄養士・保育士が参加し給食会議を開き、子どもの

喫食状況について話し合い、次回の献立に生かしています。子どもの好

みを反映し、魚や和風の味付けをメニューに取り入れています。給食会

議では、食育や行事食についても話し合っています。栄養士や調理担当

者は保育室を回り、子どもたちの食べる様子を見て、直接子どもから感

想を聞いています。 

・献立表を作成し、前月の終わりに保護者に配布しています。毎月の給食

だよりには、旬の食材や献立作成のポイント、食育の様子などを記載し、

保護者に情報提供しています。また、給食だよりに子どもに人気のメニ

ューのレシピを載せるとともに、玄関にレシピを置き、自由に持ち帰れ

るようにしています。保護者懇談会や保育参加の際に希望する保護者は

試食をすることができます。試食会の後には、アンケートで保護者の感

想を聞いています。 

・眠れない子ども、眠くない子どもには午睡を強要していませんが、静か

に横になって 30 分は休息することとしています。ホールや保育室のカ

ーテンを引き、静かで落ち着いた雰囲気を作り出しています。保育士は

傍に寄り添い、優しくトントンしたりしています。5 歳児は 11 月ごろ

から午睡を一斉活動とせず少しずつ時間を減らしていき、1 月からは午

睡をせず就学準備のための活動の時間としています。 

・乳幼児突然死症候群（SIDS）対策として、0 歳児は 5 分おき、1・2 歳

児は 10分おきに呼吸チェックをし、「睡眠チェック表」に記録していま

す。新任職員研修で乳幼児突然死症候群についての研修を行っています。 

・排泄の間隔があいた段階で保護者と相談し、トイレットトレーニングを

始めています。一人一人のペースを大切に、焦らずに進めるようにして

います。保育所での排泄状況は連絡帳に記載し、保護者と連携していま

す。 

・おむつ交換は一対一でゆったりと行い、スキンシップをとっています。 

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。 

・「保健衛生マニュアル」があり、それに基づき健康状態を把握しています。

看護師は朝、昼に各保育室を巡回し、子どもの健康状態を把握し、必要

なアドバイスをしています。 

・入園時に保護者に「児童健康調査票」に記載してもらい、既往症などに

ついて把握しています。アレルギーや熱性けいれんの既往がある子ども

の情報、けいれんが起こったときの対応法などを事務室や保育室に掲示

し、全職員で共有しています。 

・看護師による子どもへの手洗い指導、食中毒の話、目の愛護デー、歯磨

き指導などの保健指導を実施しています。歯科医と歯科衛生士による歯

磨き指導もしています。歯磨きは 1歳児から始めています。1 歳児は保
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育士が磨き、2 歳児は子どもが磨いて保育士が仕上げ磨き、3 歳児以上

は自分で磨く、と子どもの発達に合わせ段階的に進めています。 

・健康診断の結果は「健康の記録」と「児童健康調査票」に、歯科健診の

結果は「個人の記録」と「児童健康調査票」に記載されています。「健康

の記録」には、身体計測の結果や予防接種の状況なども記録されていま

す。健康診断の結果は「健康の記録」で保護者に伝えています。歯科健

診の結果は「歯科健診別紙」で知らせています。 

・「入園のしおり」に登園停止基準や保育中に感染症の疑いが生じた場合の

対応を明記し、これに基づき入園説明会で保護者に説明しています。保

育中に発症した場合には、保護者へ速やかに連絡し、対応について話し

合っています。体調が悪い子どもは事務室で休ませるなどし、感染症の

蔓延を防いでいます。 

・感染症が発症した場合には、速やかに園内に掲示しています。玄関の「お

知らせコーナー」に感染症に関する最新情報を掲示するとともに、行政

等から得た感染症に関する情報のファイルを置き、保護者に情報提供し

ています。また、毎月の保健だよりに、前月の感染症発症情報や感染症

に関する最新情報を掲載しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 
 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生管理に関するマニュアルがあり、入職時に衛生管理についての研修

を行うとともに、看護師が嘔吐処理などについての研修を年 1 回以上実

施しています。マニュアルの内容については、年度はじめに職員会議で

読み合わせをし、運営法人の看護師会等で見直しをしています。 

・「清掃の手順」「トイレ清掃チェックシート」「当番表」に基づき清掃が行

われていて、園内は清潔に保たれています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 
 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(6) 事故や怪我の発生時および事後

の対応体制が確立しているか。 

(7) 外部からの侵入に対する対応策

が整備されているか。 

・安全管理マニュアル、事故対応マニュアルは事故や災害に対応した内容

となっていて、職員に周知しています。また、園独自の防災マニュアル

「緊急マニュアル」を保護者やマンションの管理事務所、管理組合など

の協力・アドバイスを得て作成し、職員や保護者に周知しています。 

・消防署や入居しているマンションの管理事務所などとの緊急連絡体制が

できています。保護者に対しては、災害用伝言ダイヤルや安心伝言板を

活用する体制を整え、通報訓練も実施しています。毎月、火災や地震、

大津波などを想定した避難訓練を実施しています。消防署立ち会いの消

防訓練も実施しています。また、避難訓練を見たマンションの管理会社

や管理組合からアドバイスを受けるなどの協力を得ています。 

・全職員が運営法人や消防署の救命救急の講習を受講しています。 

・子どものけがについては、軽傷であっても保護者に口頭で説明していま

す。翌朝にも必ず前日の様子を確認するようにしています。職員は、引

き継ぎノートだけでなく、メモや携帯メールを用いて必ず伝わるように
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工夫しています。子どもの事故やけがは「事故報告書」や「アクシデン

トレポート」に記載するとともに、ケース会議や職員会議で分析し再発

防止に向けて検討しています。「事故報告書」「アクシデントレポート」

は事務室に掲示し、職員間で共有しています。アクシデント事例の検討

の結果として、散歩のコースごとに危険個所を検証し配慮事項を詳細に

記載した散歩マップを作成したなどの事例があります。事故にまで至ら

ないヒヤリハット事例は、「ひやりはっと」に記載し検討しています。 

・玄関は施錠し、顔と名前を確認して開錠しています。民間の警備会社と

契約しています。散歩時には、警備会社につながる携帯用の発信機を持

参しています。また、不審者対応訓練を子どもと一緒に実施しています。

不審者に関する情報は、市や区、マンションの管理事務所から入ること

になっています。戸部警察署のスクールサポーターの定期的な巡回があ

り、アドバイスや地域の不審者に関する情報を得ています。 

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。 

・全職員に配布される「サクセス保育者ナビ」に保育士としての基本姿勢

が明記されていて、職員会議で子どもへの接し方や言葉遣いなどについ

て話し合っています。職員は、子どもの目線に合わせて、穏やかに分か

りやすい言葉で話しかけています。また、子ども一人一人の話に耳を傾

け共感し、子どもの気持ちを受け止めるように努めています。保育士は

日々の振り返りの中で、子どもに対する対応について話し合い、自己評

価をしています。園長・主任は保育の中で気になる事例があったときに

は、その都度面談を行い指導しています。 

・廊下や保育室の棚の陰、ホールや 1 歳児の食事スペース、事務室など、

子どもが保育士や友達の視線を気にせず、プライバシーを守ることがで

きるスペースがあります。2 歳児保育室やホールは廊下から良く見える

構造になっていますが、プライバシーに配慮し、着替えやおむつ替えな

どの場合には衝立を用い、廊下から見えないようにしています。 

・守秘義務や個人情報の取り扱いについて全職員に配布する「サクセス保

育者ナビ」に明記するとともに、職員会議、パート会議などで職員に周

知しています。ボランティアや実習生に対しては「活動における守秘義

務に関する誓約書」を取っています。保護者に対しては、入園前説明会

で個人情報の取り扱いについて説明し、写真の使用については「個人情

報承諾書」で同意を取っています。ホームページで写真を使用する場合

などは、承諾書に基づいた取り扱いをしています。個人情報に関する記

録は、事務室の施錠できる書庫に保管し、園外への持ち出しは禁止して

います。 

・「保育ガイド」に男女共同参画社会とそのために配慮すべきことについて

の記載があり、運営法人の入社時研修で周知しています。職員会議でも

性差による固定観念で保育をしていないかを取り上げています。遊びや

行事の役割、持ち物、順番、グループ分けなどを性別にしていません。 
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Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 
 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行って

いるか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

・基本理念、保育方針、保育目標を玄関や保育室に掲示するとともに、パ

ンフレットやホームページ、入園のしおり、重要事項説明書に明記し、

入園説明会や保護者懇談会で保育方針や園の大切にしていることを保護

者に具体的に説明しています。行事後などには保護者アンケートを行い、

保護者が園の方針を理解しているかを確認しています。 

・送迎時には、保育士は保護者と会話し、その日の子どもの様子について

情報交換をするように努めています。乳児は毎日、幼児は必要に応じて、

連絡帳を用いて保護者と情報交換しています。年 1 回個別面談、年 2回

保護者懇談会を実施しています。懇談会を土曜日に開催するなどの工夫

をし、保護者が参加しやすいよう配慮しています。 

・保護者からの相談には、事務室やホール、4 歳児保育室を用い、相談内

容を他人に聞かれないように配慮しています。また、廊下から見えない

よう衝立を用いるなどの配慮をしています。保護者から相談を受けた保

育士は必ず園長・主任に報告し、助言を受けています。相談内容によっ

ては、園長、主任、看護師、栄養士が応じています。また、月 1 回、臨

床心理士による相談も実施しています。 

・園だより、保健だより、給食だよりを毎月発行しています。クラスだよ

りは年 4 回発行しています。また、玄関に「今日のできごと」としてそ

の日のクラスの様子を掲示しています。行事や日常の様子を写真に撮り、

いつでも見られるようにしています。また、運営法人の「にじいろブロ

グ」にも載せています。クラスで掲示することもあります。 

・年間行事予定を毎年度 3 月の終わりに保護者に配布しています。変更が

あれば、速やかに伝えています。保育参加を年 1回実施しています。ま

た、保護者からの要望があれば、随時保育参加を受け付けています。保

育参加、懇談会に出席できなかった保護者へは、その日の資料を渡し、

個別に説明しています。 

・保護者会など保護者の自主的な組織はありませんが、保護者から要望が

あれば、いつでも場所を提供する用意はあります。 

 

【改善・工夫が望まれる点】 

・保護者と子どもの成長を共有し連携していくためにも、日々の活動での

子どもの様子やエピソードなど、保護者に子どもの日々の姿を伝え、子

どもの成長を確認できるような情報提供のさらなる工夫が期待されま

す。 

 

 

 



12 

 

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。 

・園が入居するマンションの管理事務所や管理組合、地域の公園愛護会な

どから施設に対する要望を聞いています。また、園の「保育交流」や育

児相談、見学に訪れた保護者から地域の子育てニーズを把握しています。

園長は区の園長会、幼保小連携事業の研修、地域の子育て関連施設のネ

ットワーク「西区子育て関連施設連絡会」などに参加し、地域の子ども

に関する情報を得ています。また、地域子育て支援拠点「スマイルポー

ト」からも日常的に情報を得ています。 

・地域の子育て支援として、交流保育、ランチ交流、絵本の貸し出しなど

を実施しています。地域の子育て家庭に向けて、「スキンシップの大切

さ」、「絵本の読み聞かせの効果と選び方のコツ」などの育児講座を開催

しています。また、園長・主任・保育士は地域子育て支援拠点で出前講

座を行っています。 

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。 

・園長・主任による育児相談、栄養士による栄養相談、看護師による発達

相談をいつでも受け付けていて、園の掲示板で周知しています。また、

月 1 回、臨床心理士によるカウンセリングも行っていて、巡回相談の日

程を掲示しています。離乳食の進め方、適切なおもちゃ、おむつ外しな

どについて、園の見学者からの育児相談があり、記録もあります。 

・区役所、中部地域療育センター、中央児童相談所など必要な関係機関の

リストがあり、事務室に掲示し、職員間で共有しています。関係機関と

の連携の担当は園長で、ケースごとに、必要な関係機関と連携する関係

ができています。 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 
 

(1) 保育園に対する理解促進のため

の取り組みを行っているか。 

(2) 子どもと地域との交流により、子

どもの生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

・絵本ライブなどの園の行事に地域住民を招待しています。5 歳児が月 1

回、地域の公園愛護会主催の公園清掃に参加し、交流しています。 

・横浜みなとみらいホールによるアウトリーチ事業に参加し、プロの若手

の音楽家が演奏をする機会を設定し、子どもたちと楽しみました。園の

夏祭りには、子どもたちが手作りのみこしを担いで地域を回っています。 
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・みなとみらいホール、野毛山動物園、金沢動物園、ぷかり桟橋、帆船日

本丸などの地域の文化・レクリエーション施設を積極的に利用していま

す。 

・散歩先では、保育士と子どもたちは地域住民や近隣の保育園児にあいさ

つしています。 

・幼保小連携事業の取り組みとして、近隣の小学校に見学に行き交流して

います。公開保育で、近隣の保育園、幼稚園が見学に来て、保育士や子

どもたちが交流しています。また、公立保育園のプールでプール交流を

しています。 

・地区の行事「さくらフェスタ」のパレードに参加したり、中区・西区の

打ち水大作戦に参加し桜木町駅で水をまくなど、子どもたちが地域の行

事に参加しています。また、みなとみらいホールでの音楽会、帆船日本

丸誕生会など地域のイベントや招待行事に参加しています。 

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。 

・ホームページに園の情報を掲載しています。また、パンフレットやポス

ターを用い、区役所や地域子育て支援拠点「スマイルポート」に園の情

報を提供しています。横浜市のホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」

や西区の広報誌に、サービス内容の詳細、料金、職員体制など必要な情

報を掲載しています。 

・保育所の基本方針、利用条件、サービス内容などの問い合わせには、園

長・主任が常時対応し、見学ができることを案内しています。見学者に

対しては、園長・主任が、パンフレットを用い丁寧に説明し、質問に答

え、育児の悩みなどの相談にのっています。見学の曜日や時間は、見学

者の希望を聞き、調整しています。 

Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 
 

(1) ボランティアの受け入れや育成

を積極的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・ボランティアや実習生の受け入れ時のマニュアルがあり、それに基づき

保育所の方針や利用者への配慮などを説明しています。守秘義務につい

てはオリエンテーション時に説明し、誓約書を取っています。受け入れ

時には、職員に説明するほか、保護者には玄関に掲示して知らせていま

す。 

・月 1 回のお話しボランティア、中学生の体験学習などのボランティアを

受け入れています。受け入れ担当は園長・主任で、終了時には、ボラン

ティアから感想を聞いています。お話しボランティアのわらべ歌や手袋

人形、ペープサートを見た保育士が保育に取り入れ、実践しています。 

・保育専門学校や看護専門学校の実習生を受け入れていて、受け入れの担

当は、園長・主任・看護師です。実習前に実習生とよく話し合い、実習

の目的や要望に沿った実習が行われるよう、プログラムを作成していま

す。実習日誌上で意見交換するとともに、実習の終了時には意見交換の

時間を設け、保育園に対する感想や意見を聞いています。 
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評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 
 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・運営法人は、職員が保育理念や目標をよりよく理解し、実践できるよう

に新人教育をはじめ、毎年の研修計画を策定しています。 

・運営法人主催の内部研修は毎月のように実施されています。これとは別

に園内での研修も行われています。これらの内部研修だけでなく、職員

は外部研修にも積極的に参加しており、研修終了後は研修報告書を提出

し、職員会議などで報告して、情報の共有に努めています。 

・非常勤職員の指導担当は主任となっており、職員間のコミュニケーショ

ンが図られています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 
 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

でいるか。 

(2) 保育士等が保育や業務の計画及

び記録を通してみずからの実践

を振り返り、改善に努める仕組み

があるか。 

(3) 保育士等の自己評価を踏まえ、保

育所としての自己評価を行って

いるか。 

・運営法人は職階別の育成計画と研修計画を作成しており、園としてはこ

れを参考にしつつ、個々の職員の能力・技術に応じて能力開発に取り組

んでいます。 

・職員は月間指導計画や週案を立てるときにその期のねらいを設定し、終

了時には意図したねらいとの関連で、実際の保育活動の振り返りを行い、

保育サービスの改善に努めています。 

・運営法人は、各保育園の自己評価のためのチェックシートを作成してお

り、これに沿って園としての自己評価を毎年行っています。園の自己評

価結果は園の入り口に掲示し、職員や保護者はいつでも見ることができ

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。 

・職員に配布されている「サクセス保育者ナビ」に職員の段階別の業務内

容や、期待する能力・役割が記載されています。職員は「チャレンジ共

有シート」を用いてその年の目標を立て、期末にその振り返りを行って

います。園長は職員に対して個別の面談をし、職員の満足度や要望を聞

いています。 

・保育の中で問題に直面したときに、保育士の精神的な悩みやストレスを

受け止められるような仕組みが求められます。 
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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。 

・業務マニュアル「保育ガイド」の中に「保育士の責務と倫理」という項

目があり、職員に対して、職員が守るべき法・規範・倫理等の研修を行

っています。 

・不要となったコピー用紙の裏側を使ったり、厨房で出た食材の容器やプ

ラスチック類、ラップの芯などで教材として使用できるものは再利用し

て、ゴミの減量化やリサイクルのための取り組みを行っています。環境

への取り組みは、事業計画にも取り組みが記載されています。さらに玄

関ホールには「環境問題への取り組み」を掲示しており、環境問題への

意識を喚起しています。 

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。 

・玄関ホールや各保育室には保育理念・保育方針が掲示されています。職

員には理念・基本方針が書かれている「サクセス保育者ナビ」が配られ

ています。また年度のはじめにあらためて確認をしています。 

・重要な意思決定がなされた場合、保護者代表が参加している運営委員会

で説明し、意見を求めています。 

・主任や園長は日常的に職員と良好なコミュニケーションを取ることを心

がけていますが、職員配置を工夫し、職員の精神的な状況を把握し、フ

ォローできる体制を強化していくことが期待されます。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 
 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 保育園運営に関して、中長期的な

計画や目標を策定しているか。 

・事業運営に影響のある情報は、新聞などのマスメディアの情報だけでな

く、横浜市私立保育園園長会、運営法人などからも情報を入手していま

す。重要な情報は職員会議でも議論をして対応策を検討するようにして

います。 

・運営法人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。また運営法人は人材育成システムをはじめとして、今後の保育園

の運営のあり方を検討しています。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2015年 9月 14日～9月 30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    

96.2% （53枚配付、51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】 

・「保育園の保育目標や保育方針を知っているか」についての質問では「よく知っている」「まあ知っている」

を合わせると 84％で、知っていると回答した人の中では「賛同できる」「まあ賛同できる」を合わせると

98％と極めて高くなっています。 

・年間の計画についての質問では、「年間の保育や⾏事についての説明」は 80％の満足度ですが、「年間の保

育や⾏事に、保護者の要望が活かされているか」では 68％でした。 

・日常の保育内容で「遊び」についての質問では、「クラスの活動や遊び」「園のおもちゃや教材」については

90％の満足度ですが、これに対して「子どもが戸外遊びを十分しているか」は 63％、「自然に触れたり地

域に関わるなどの園外活動」は 69％と７割を切っています。 

・「生活」についての質問では、「基本的⽣活習慣の⾃⽴に向けての取り組み」では満足度が 98％、「お⼦さん

の体調への気配りについて」では 96％と高い満足度でした。 

・園と保護者の連携・交流についての質問では、「残業などで迎えが遅くなる場合の対応」では 96％と高い満

足度ですが、「送り迎えの際のお⼦さんの様⼦の情報交換」では 63％と満足度は低くなっています。 

・職員の対応では、「あなたのお⼦さんが保育園⽣活を楽しんでいるか」では 94％、「あなたのお⼦さんが⼤

切にされているか」では 90％と９割以上の満足度でした。これに対して「意⾒や要望への対応」では 71％

と相対的に低い満足度でした。 

・園に対する総合的な満足度では「満足」が 45.1％、「どちらかというと満足」が 39.2％と合わせて 84.3％

の満足度でした。 

・今回のアンケートの回収率は 96.2％と高く、関心の高さが見られました。自由回答では「外遊びが少ない

のではないか」「職員の入れ替わりが多すぎるのではないか」などという意見が多く見られました。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・問２～問７までの項目ごとの平均満足度をみると、満足度（「満足」+「どちらかというと満足」）では、問

４の「日常の保育内容 『生活』」が最も高く 95％でした。次いで問２の「入園時の状況」の 92％でした。

なお、「満足」の割合だけを取り出すと問３の「年間の計画」については 24％と低い数値となっています。 

 



■ 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

19.6%

まあ

知っている

64.7%

どちらとも

⾔えない

13.7%

あまり

知らない

2.0%

賛同できる

72.7%

まあ

賛同できる 25.0%

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 47.1 21.6 2.0 2.0 27.5 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

39.2 37.3 5.9 2.0 13.7 2.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 35.3 49.0 2.0 5.9 7.8 0.0
⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様⼦
や⽣育歴などを聞く対応には

52.9 29.4 7.8 2.0 7.8 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

43.1 49.0 3.9 2.0 2.0 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）

45.1 45.1 5.9 2.0 2.0 0.0

（%）

問３ 年間の計画について 満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明には 27.5 52.9 13.7 5.9 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

17.6 45.1 13.7 7.8 15.7 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

⾒学の受け⼊れについて

⼊園前の⾒学や説明など、園からの

情報提供については

園の⽬標や⽅針についての説明には

⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様

⼦や⽣育歴などを聞く対応には

保育園での１⽇の過ごし⽅について

の説明には
費⽤やきまりに関する説明について

は（⼊園後に⾷い違いがなかったか

なども含めて）

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明に

は

年間の保育や⾏事に、保護者の要望

が活かされているかについては
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問４ ⽇常の保育内容について

●「遊び」について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては
（お⼦さんが満⾜しているかなど）

33.3 56.9 3.9 2.0 2.0 2.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

29.4 33.3 21.6 11.8 3.9 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）

43.1 47.1 2.0 2.0 5.9 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

29.4 39.2 21.6 2.0 7.8 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

43.1 43.1 7.8 3.9 2.0 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

33.3 43.1 11.8 3.9 5.9 2.0

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 54.9 39.2 0.0 0.0 3.9 2.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

51.0 41.2 2.0 0.0 5.9 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

56.9 41.2 2.0 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

49.0 35.3 3.9 5.9 5.9 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

45.1 25.5 5.9 5.9 15.7 2.0

お⼦さんの体調への気配りについては 58.8 37.3 0.0 3.9 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

56.9 37.3 2.0 2.0 2.0 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

給⾷の献⽴内容については

お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかに

ついては

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗

いなど）の⾃⽴に向けての取り組み

については

昼寝や休憩がお⼦さんの状況に応じ

て対応されているかなどについては

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お

⼦さんの成⻑に合わせて柔軟に進め

ているかについては

お⼦さんの体調への気配りについて

は

保育中にあったケガに関する保護者

への説明やその後の対応には
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問５ 快適さや安全対策などについて
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

施設設備については 37.3 56.9 3.9 2.0 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

49.0 45.1 3.9 0.0 0.0 2.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

37.3 43.1 13.7 3.9 2.0 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

43.1 47.1 9.8 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

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

33.3 43.1 11.8 9.8 2.0 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

45.1 37.3 11.8 2.0 3.9 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

51.0 43.1 2.0 0.0 3.9 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

33.3 29.4 23.5 11.8 2.0 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

37.3 51.0 9.8 2.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 35.3 45.1 5.9 9.8 3.9 0.0
開所時間内であれば柔軟に対応してく
れるなど、残業などで迎えが遅くなる
場合の対応には

51.0 45.1 2.0 0.0 2.0 0.0

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

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによ

る話し合いの機会については

園だよりや掲⽰による、園の様⼦

や⾏事に関する情報提供について

は
園の⾏事の開催⽇や時間帯への配

慮については

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に

関する情報交換については

お⼦さんに関する重要な情報の連

絡体制については

保護者からの相談事への対応には

開所時間内であれば柔軟に対応し

てくれるなど、残業などで迎えが

遅くなる場合の対応には
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問７ 職員の対応について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

あなたのお⼦さんが⼤切にされている
かについては

51.0 39.2 7.8 0.0 2.0 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

54.9 39.2 5.9 0.0 0.0 0.0

アレルギーのあるお⼦さんや障害のあ
るお⼦さんへの配慮については

29.4 31.4 0.0 0.0 33.3 5.9

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

47.1 31.4 9.8 3.9 7.8 0.0

意⾒や要望への対応については 33.3 37.3 17.6 3.9 5.9 2.0

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 45.1%

どちらかと

いえば満⾜

39.2%

どちらかと

いえば不満

7.8%

不満

5.9%

無回答

2.0%
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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 49.5 92.0
問３ 年間の計画について 24.2 77.4
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 37.2 83.4
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 56.2 94.8
問５ 快適さや安全対策などについて 42.1 90.6
問６ 園と保護者との連携・交流について 42.0 85.1
問７ 職員の対応について 48.5 89.6

※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
.792
.769
.728
.725
.723

※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2︓保育園での１⽇の過ごし⽅についての説明には
問4︓クラスの活動や遊びについては
問7︓あなたのお⼦さんが保育園⽣活を楽しんでいるかについては

 中項⽬

設問項⽬
問7︓意⾒や要望への対応については
問7︓話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：11月 16日（月）、11月 17日（火） 

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 

 ０歳児クラスは、歩き始めたばかりで、歩けることがうれしい子どもがたくさんいます。散歩に行くとき

は、散歩車やバギーを使いますが、安全な歩道を歩くときには、一人ずつおろしてもらい保育士と交代に手

をつないで歩きます。子どもは歩くことが楽しく、色づいてきた葉っぱを眺めて指さしたり、吹いてくる風

に目を細めたりしています。公園に着くと、まずはお目当ての鳩をみんなで見ます。子どもたちは、「ポッ

ポ」と言ってよちよちと追いかけます。しばらく鳩を見てから、それぞれが好きなことをして遊び始めます。

自由に歩けるようになった子どもたちは、うれしそうに歩きまわり、少しずつ遊びの範囲を広げていきます。

車止めを太鼓に見立てて一人の子どもが叩くと、保育士が歌を歌ってくれます。それを見た子どもたちは我

先にと真似をし、みんなで保育士の歌に合わせて身体を揺すりながら車止めをたたきます。 

 給食はみんなでテーブルを囲みます。子ども 3、４人ごとに保育士が入ります。月齢が同じ子どもでも、

一人でしっかりスプーンを持って食べる子ども、スプーンや手づかみで食べる子ども、小さく刻んで保育士

にスプーンに乗せてもらい食べる子ども、保育士に食べさせてもらう子どもなどそれぞれです。自分で食べ

ると、「すごいね」「えらいね」「上手だね」などと保育士が声をかけます。保育士に励まされ、子どもたち

は少しずつ自分で食べたいという気持ちになり、最後はほとんどの子どもが自分で食べています。 

 

●1歳児クラス 

朝登園した子どもたちは、一人で絵本を読んだり、２、３人で手作りの電車で遊んだりしています。洗濯

バサミを丸く輪につなげたり棒状に長くつなげたりして遊んでいるグループもします。保育士はそばにい

て、声をかけたり、つなぎ方のヒントを出したりしています。子ども同士で言葉が上手く伝わらずいさかい

になると、保育士が間に入り、それぞれの言い分を聞いています。 

 おやつは隣の食事スペースで取ります。手を洗った子どもから移動し、保育士と手遊びをしながらみんな

が集まるのを待ちます。子どもたちは、看護師に手本を見せてもらい、石鹸をつけて真剣に洗っています。

配られた子どもから順番におやつを食べます。 

 おやつの後は、近くの広場で遊びます。子どもたちは走ることが大好きで、何もなくても生き生きと走り

回ります。保育士からの約束をよく理解していて、遠くまで行ってしまう子どもはほとんどいません。側溝

の上で 1人の子どもがハイハイを始めると、4～5人の子どもが真似をしてついていったり、石のモニュメ

ントの上でお店屋さんごっこを始める子どもがいると、全員が集まってきたりと、それぞれが好きなことを

しながらも、友達とかかわることができています。 

     

●2歳児クラス 

リトミックの後は、新聞紙を使った遊びです。一人が一枚ずつ新聞紙を渡され、それを切っての遊びです。

細かくちぎってパッと空間に飛ばす子ども、新聞紙に何本かの筋をつけてのれんのようにかざして喜ぶ子ど

も、細く切ってヘアバンドやブレスレット、さらに細くして指輪などの装飾品を作って身につける子ども、

とそれぞれがイメージするものもさまざまです。保育士が少し見本を見せると、すぐに自分の遊びに取り入
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れる子どももいます。子どもたちはニコニコと楽しそうです。保育士が「さあ、お片づけだよ」「お片づけ

競争だ」と声をかけると、床いっぱいに散らかった新聞紙を集め、大きなビニール袋に入れる作業も遊びに

変わります。 

トイレに順番に行くのを待つ間、畳のスペースに子どもたちが集まり、保育士が手遊びを始めます。絵本

の読み聞かせでは、子どもたちは静かに集中して聞いています。 

遊びの場面での子どもたちはとても元気でおしゃべりも盛んですが、絵本読みや給食を待つときなどは、

落ち着いて静かに座っていることができ、メリハリがついています。 

 

●3歳児クラス 

 観察日 1日目は外部講師によるリトミックの日です。2歳児と一緒に、ピアノに合わせ、走る、バック、

寝転ぶ、転がるなどを、「キャー」と歓声を上げながら、うれしそうに取り組んでいます。みんな口を開き、

満面の笑みを浮かべ、全身で心から楽しんでいることが伝わります。2 歳児とはごく自然に混じっていま

す。2人組でリズムに合わせて手を合わせるときには、それぞれの子どもに組みたい相手がいるようで 2人

組を作るのが難しいときもありますが、保育士が仲立ちし何とか 2 人組を作ります。四角いカードをハン

ドルに見立てたバスでは、カーブで身体を曲げ、でこぼこ道で身体を上下に揺すり、細い道で身体を縮ませ

るという具合に、音楽に合わせて動きを変えます。時々脱線してしまったり、勢い余って暴走してしまうバ

スもありましたが、みな無事最後までバスを楽しく走らせることができています。 

 リトミックの後も元気な子どもたちは、近くの高島第一公園に散歩に出かけます。公園では「おおかみさ

んとこひつじ」という名前の鬼ごっこ遊びをしました。鬼役であるオオカミから最後まで逃げ切った子ども

が３人いて、みんなで、「すごい」「速い」「さすが」などと褒めます。1等賞が大好きな子どもたちですが、

友達のがんばりを認め、素直に褒めることができます。 

  

●4歳児クラス 

 朝の会の前に、3・4・5 歳児合同で歌を歌います。子どもたちは起立し、姿勢よく大きな口をあけて、

しっかりと歌っています。歌うときの表情は生き生きとしています。朝のあいさつの後、クラスに分かれて

の朝の会をします。当番は、保育士がくじを引いて決めます。当番は前に出て「よろしくお願いします」と

あいさつした後、おもちゃのマイクを使って自己紹介します。 

リズム遊びまでの時間、近くの広場で遊びます。「あひるさんゲーム」というハンカチ落としの変形のよ

うな遊びをします。遊び方が良く分かる子どもが最初のアヒル役になり、見本を示します。アヒルになりた

い子ども、なりたくない子どもとさまざまですが、回を重ねるごとにルールが分かってきて、動くスピード

も上がります。 

 給食では、当番が主菜と副菜をよそいます。準備ができるまでの間、他の子どもたちは静かに机で待ちま

す。いつもはおしゃべりな子どもたちですが、待つときにおしゃべりをする子どもはいません。3・4・5歳

児クラスみんなの準備ができると、一緒に歌を歌います。食事は、みんなでたくさんおしゃべりしながら、

楽しく食べます。おしゃべりは盛んですが、食欲も旺盛でお代わりする子どもも多いです。 

 

●5歳児クラス 

朝の自由時間では、子どもたちは３つのグループに分かれて遊んでいます。小さな台の上に、傾斜をつけ

ながら積み木を積み上げているグループがいて、少し離れたところでは別のグループがブロックをドミノ

のように長く並べドミノ崩しの準備をしています。台の上の積み木はだんだん下に並んでいき床の上に届

くと同時に、ドミノのグループのブロックも伸びてきてつながります。あらかじめ、大きな仕掛けを作る計

画をしていたようで、出来上がると隣の３歳児たちに「出来たよ。みんな来てください」と呼びかけます。
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３歳児が見学に来て、ドミノ崩しが始まります。残念ながらドミノ崩しは途中で止まってしまい成功しませ

んでしたが、みんなで崩して盛り上がりました。３番目のグループは本を見ながら、紙で小さな箱を相談し

ながら作っています。指示どおりに作ることができ、解説通りの小箱が出来上がります。 

観察日は地域の公園愛護会の地域清掃の日で、5歳児が参加します。ボランティアからゴミ袋とトングを

受け取って、2つのグループに分かれてゴミ拾いが始まります。一人がトングでゴミを拾うと、もう一人が

ビニール袋を差し出して集めていきます。保育士にゴミの種類によって、80点、50点、30点と採点して

もらい、子どもたちは次々と、「これは何点？」と喜んで拾っていきます。地域清掃の後は、臨港パークに

行き、思いっきり走り回って遊びました。 

 

 

●まとめ 

 子どもたちはたくさん話し、思いっきり身体を動かし、思いのままに遊びを広げていて、自分を素直に表

現しています。遊びの場面ではとても元気な子どもたちですが、保育士の話を集中して聞いたり、食事の準

備を静かに聞いたりすることもでき、メリハリのある生活を楽しんでいます。 
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事業者コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開園 8 年目の平成 27 年度、当園にとっては 2 度目の第三者評価を受審いたしまし

た。保護者の皆様にはお忙しい中、アンケートへのご協力、また実地訪問調査へのご理

解を頂きまして、大変感謝しております。アンケートの結果は、全職員が今後のよりよ

い保育を目指していく上での大きな励みとなりました。ありがとうございました。 

 

 第三者評価を受審するにあたり、全職員で一つひとつの項目を丁寧に確認していきま

した。その中で、より工夫していく点、積極的に取り組むべき点、継続していきたい点

等々、様々なことが見えてきました。 

 

今回の評価結果を受けて、第三者から見た保育者の姿を客観的に知る事ができまし

た。また、数々のご指摘及びご指導をいただき、保育園の持つ社会的責任を更に認識し、

保育者自身の成長こそが「最大の保育環境である」ことに気付けた事が何よりの成果だ

ったと思います。今後も保護者様の立場に立って、是正すべき点は見直し、子どもの育

ちを共有していく努力をしていきたいと思います。 

 

保育の道にゴールはありません。常に学び続ける姿勢こそが、子どもたちの最善の利

益を保証し、保護者様や地域社会の皆様から安心で必要とされる「存在」になれること

を心に刻み、歩み続けていきたいと思っております。 

 

最後になりましたが、合同会社評価市民・ネクストの皆様には、細やかなアドバイス

を頂き、今後の保育園の進む方向を示唆して頂けたことに心より感謝申し上げます。 

 

                      にじいろ保育園みなとみらい 

                              佐藤ひろみ 
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