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【評価実施概要】

事業所名 社会福祉法人 白百合会 白百合乳児保育園

事業所への報告書提出日 2013 年 1 月 30 日   （評価に要した期間）6 ヶ月

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 職員会議において、全職員が評価機関より趣旨説明を受ける。

② 常勤・非常勤すべての職員各個人が職務に応じた項目について、ま

た三役・キャップはすべての項目に記入した。

③ 各個人の自己評価を園長が集計して、グループ討議用の資料とした。

④ 資料と自分の自己評価をもとに、2 グループに分かれて、次いで 3

グループに分かれて項目を分担して討議した。

⑤ グループ討議をもとに、個人の自己評価を見直し、再記入して園長

に提出した。

⑥ 園長・主任をはじめとして、三役・キャップで再集計し、最終的に

とりまとめた。

実施期間

2012 年 8 月 1 日～11 月 15 日

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（84 世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配付した。

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

2012 年 10 月 22 日～11 月 5 日

3、訪問実地調査 [第 1 日]

午前：保育観察

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察

午後：書類調査。園長にヒアリング。

実施日 第 1 日：2012 年 12 月 10 日

    第 2 日：2012 年 12 月 13 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、主任に個別にヒアリング。

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：2012 年 12 月 10 日

    第 2 日：2012 年 12 月 13 日
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

白百合乳児保育園は、京浜急行線「神奈川新町」駅西口から徒歩 4 分ほどのところにあります。園の周

囲は住宅地ですが、近くに広い公園が複数あります。園舎は鉄筋コンクリート 3 階建てで、園庭は広くあ

りませんが、2階の乳児室の中央部には21畳のほふく室、３階には広い遊戯室があり、トイレや遊具を設

置した屋上遊戯場もあります。 

定員は、90 名（０～5 歳児各 15 名）で、開園時間は、平日は 7 時 15 分～19 時 15 分（0 歳児は

18時 30分まで）、土曜日は7時15分～15時 30分です。 

運営法人は、「社会福祉法人白百合会」で、同法人は 1971 年（昭和 46 年）に設立され、翌 1972 年

（昭和47年）横浜市初の産休明けから入れる認可乳児保育園（0～2歳児）として、当園を開設しました。

その後、1986年（昭和61年）に幼児保育（3～５歳児）も開始しましたが、横浜市の乳児保育園の草分

けとして、40年の歴史を持っています。現在では、ほかに上末吉白百合保育園、横浜市から民間移管した

丸山台保育園、白百合乳児保育園の分園から独立した第二白百合乳児保育園を運営し、2013年（平成25

年）4月には横浜市から西川島保育園の運営を継承することになっています。 

当園の保育理念は「子どもの最善の利益を求める『子どもの権利条約』を遵守し、児童憲章、児童福祉法

を守り発展させていきます」など 4 項目を掲げ、保育方針として「子どもたちが、心身ともに健やかに成

長・発達できる保育内容・良好な環境を保障します」など 3 項目を定め、理念・方針の下に保育目標とし

て、｢元気に遊べる子ども｣「自分を表現し、工夫し、考える子ども」「仲間と共感しあう、心豊かな子ども」

の3つを掲げています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは元気よく工夫して遊ぶ中で、やさしい子どもに育っています 

子どもたちは、遊ぶ時間が十分にあります。朝の会が終わると、天気のよい日は、保育室が空っぽになっ

てしまうくらい、散歩や公園遊びによく出かけます。すぐ近所の 3 つの公園で鬼ごっこをしたり、遊具で

遊んだり自分のやりたいことをしています。幼児は少し離れた「白幡の森」まで出かけ、自然の中で草はら

をかけ回り斜面を登り、落ち葉や枯れ枝などで工夫して遊ぶこともあります。ときには異年齢児のクラスで

公園に行くこともあり、そんなときは、年上の子どもが年下の子どもと手をつなぎ、手をつなぐ子どもがい

なくて残念がる子どもがいると、友達が「3人でつなげばいいよ」と教えることもあります。保育士は、危

険なことがない限り、子どもたちが考えて遊べるように、指示を少なくして見守っています。観察した日に

は、幼児が公園で 0 歳児と一緒になったら、0 歳児が帰るまでブランコや大型滑り台を使わない約束を、

当然のように受け入れていました。5歳児が大縄跳びをしたり、ブランコでダイナミックな漕ぎ方をしたり

しているのを見ると、身体能力の高さがうかがえましたし、友達や年下の子どもに遊びのやり方を教える子

どももいました。 

園内でも21畳のほふく室で、1歳児が部屋いっぱいに新聞紙を細くちぎって遊び、ひとしきり遊んだ後

は、片付けを兼ねて 1 人ずつビニール袋に丸めて入れてそれをボールにしていましたし、さらにその後の

時間は、それにひもをつけて犬に見立てて「ポチの散歩」という遊びを作り出していました。乳児では保育

士が一連の動きをリードしていますが、子どもたちに「何をしたいか」相談しています。 

このように子どもたちがのびのびと遊ぶのを、保育士は温かく見守り、子どもがどうしたらよいか考える

ことを大切にしています。その中で、年下の子どもは年上の子どもに憧れを持ち、年上の子どもは年下の子

どもにやさしく接し、保育目標が具現化されています。 
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【2】食べることを大切にした保育をしています 

 園の献立は運営法人の 4 園の栄養士が会合を持ち、相談して作成しています。食材は地元の商店から旬

のものを吟味して購入しています。給食とおやつはすべて手作りで、子どもたちがおいしく食べやすいよう

に工夫して調理をしています。子どもたちは給食が大好きで、乳児もおかわりをしています。また、幼児は

白米の主食を持参している子どもが多いですが、午後の手作りのおやつに、栗ごはん、すいとん、ちらしな

どが提供されることもあります。今回の保護者アンケートでも「給食」は100％の満足度です。 

 給食のりんごなどは、保育士が子どもたちの前でむいています。切り口を見せたりうさぎの形にしたりし

て、子どもたちも楽しんでいます。子どもたちが園庭で育てた野菜もそのクラスの給食に出され、量が多け

れば園のみんなで味わいます。また、幼児を中心に自分で料理を作る「クッキング」を子どもたちはとても

楽しみにしています。 

「クッキング」では、季節感のある調理をしたり、調理器具の扱い方を覚えたりしますが、子どもたちが

作りたいものを作ることも職員は応援しています。例えば、リンゴ狩りに行った子どもの話から、「アップ

ルパイを作りたい」との声に応えて、アップルパイ作りを取り入れたり、クッキーを焼いて、「お菓子の家」

を作ったりしています。栄養士や保育士が食育として取り組む調理のほかに、長い時間をかけて干し柿作り

や味噌作りなど伝統的な食べ物を自分たちで作ることもしています。 

 園は「食べることは生きること」として食事を大切にしていて、それを楽しく実践しています。 

 

【3】近隣や保護者会との関係が良好です 

 園は、古くからの住宅地に近接していますが、散歩に行く子どもたちは、近所の犬の名前を知っていて

呼びかけたり、路地にしゃがんでお年寄りと話をしたりしています。園も、芋ほり遠足をして、掘ったお芋

を近所に配ったり、給食試食会を夕方に開き、近所の人も園内に入って給食を試食できるようにしたりして

います。近所の人も園に飾るように鉢植えの菊を届けてくれたりします。 

 公園遊びで近隣の子が来ると、子どもたちは自然に一緒に遊んでいます。その子どもの付き添いの祖母か

らは、「園開放に行くこともあるが、よくお世話をしてくれる」と聞きました。 

 父母の会（保護者会）では、園内に「父母の会掲示板」があり、発行した「父母の会だより」や連絡事項

を掲示しています。父母の会の活動は活発で、バザーを開催したり、園へのアンケートを取り、対話集会を

行ったりしています。園側もアンケートの質問には、丁寧に答えています。 

さらに父母の会は、夏祭りに店を出したり、園の大掃除やペンキ塗りなど園の美化に協力したり、交流会

を職員と共催するなど、園と保護者とのよい関係がつくられています。 

 

 

●改善や工夫が望まれる点 

マニュアルや記録方法の見直しとその実践 

 職員は子どもを大切にする姿勢を持ち日々の保育に努めていますが、その指針を定めた各種マニュアル

については、法人のもの、最近決められたもの、長年累積されたものなど分散化しています。これらを簡潔

に必要なことをまとめた業務マニュアルとして整備し、職員が日々活用することで、保育の基本をさらに徹

底することが望まれます。 

 安全点検等の記録はありますが、その結果、不備のところをどのようにするかの対策は十分ではありませ

ん。また清掃もそれぞれ担当の保育士がしていますが、どの場所も漏れがないようにするために、チェック

表などを用意することが望まれます。 

 園長・主任は、日頃から気さくに保護者の相談を受けていますが、その記録や、職員の目標設定シートな

どもさらに書式を整え、継続的に記録してい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計画等の作成 

(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、保護者の実状などを考慮し

て作成されているか。 

(3) 日常の保育を通して子どもの意

見や意思を汲み取る努力をし、指

導計画に反映させているか。 

・保育の理念は「子どもの最善の利益を求める『子どもの権利条約』を遵

守し、児童憲章、児童福祉法を守り発展させていきます」など4項目を

掲げ、保育方針として「子どもたちが、心身ともに健やかに成長・発達

できる保育内容・良好な環境を保障します」など3項目を定め、理念・

方針の下に保育目標として、 

「元気に遊べる子ども｣ 

「自分を表現し、工夫し、考える子ども」 

「仲間と共感しあう、心豊かな子ども」 

の 3つを掲げていて、利用者本人を尊重したものになっています。 

・保育理念・保育目標は、玄関正面に見る人の目線の位置に額に入れ掲示

されています。全職員に配付されている「園のしおり」にも理念・方針・

目標が提示されていて、浸透を図っています。また、職員新任研修で説

明し、半年後に理解しているか書き込みによる振り返りもしています。

・保育課程は、日ごろから家庭の状況をくみ取り、保育時間を考慮してい

ます。また、地域の自然環境や近隣との関係を大切にして作成していま

す。 

・保育課程に基づき、クラス担任が中心になり年齢ごとの指導計画を作成

しています。日常、「子どもがどうしたいか」を第一に考え、指導計画に

反映させています。子どもたちは、年齢に応じてよく考え意見を表明で

きるように育っています。行事で「夏祭りにどんなおみこしを作りたい

か」「お泊まり保育のクッキングで何をしたいか」などの意見を聞いたり、

日常の遊びにも子どもたちの好きなことややりたいことを取り入れたり

して、指導計画には柔軟に対応しています。 

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

・入園前には必ず園長や担当者が面接して、保護者の不安を解消するよう

に和やかに話を聞いています。面接は複数の職員で対応して、子どもの

様子をそばで観察して記録し、後の保育に活かしています。 
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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。 

・保護者にあらかじめ成育歴や家庭の状況を記入した児童票を提出しても

らい、成長の様子を把握しています。 

・短縮保育（ならし保育）は約1週間をかけて、初めは親子一緒の場を設

定して、家庭での授乳・食事・だっこの仕方などを引き継ぐようにして

います。保育時間も徐々に長くしていますが、子どもや保護者に無理を

させないように話し合って進めています。 

・0、1 歳児の新入園児に対して個別に主担当者を決めています。また、

乳児は、クラスを月齢によって2つに分け、子どもを見守るようにして

います。 

・子どもが心理的拠り所とする物の持ち込みができ、初めはタオルなどを

持参している子もいますが、慣れるにつれて持って来なくなり、調査時

には誰も持参しなくても済むようになっていました。 

・年間指導計画・月間指導計画を作成しています。毎月カリキュラム会議

を開き、各クラスの保育士が各年齢の保育の様子を伝え合い、指導計画

の内容のつながりや見通しを話し合い、作成・見直しをしていて、園長・

主任も助言しています。週案・日案も作成していますが、子どもの状況

によって随時見直し、次の計画作成に反映させています。 

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。 

・園舎内に保育室のほか遊戯室・ほふく室・屋上遊技場、日当たりのよい

広いベランダなどがあり、明るい環境です。 

・通風・換気などは早番の保育士をはじめとして、職員が臨機応変に対応

しています。 

・音楽や保育者の声が心地よく響き、騒音にならないように配慮していま

す。実際に保育者は、子どもたちに静かに言葉を選んで話すようにして

います。 

・沐浴設備やシャワー室があり、必要なとき使用でき、使用前後は丁寧に

消毒や清掃をしていてきれいです。ほかに玄関入口の水道も温水が出て、

外遊びから戻ったとき、温水で手足を洗うこともできます。 

・保育室では、棚、ロッカー、手づくりの箱などをパーテーションとして

利用し、コーナーを作って遊べるようにしています。戸をはずした押し

入れの下段を空けてあり、そこで遊ぶ子どもたちもいます。乳児は、食

事と午睡の場は別室にしています。幼児は、できるだけ部屋の中を区切

って、ゆっくり食事ができるように配慮しています。 

・遊戯室やほふく室で異年齢同士が遊んだり、幼児が乳児をお店屋さんご

っこに招待したり、5歳児が1歳児の着替えを手伝う当番を楽しみにし

たり、日常的に異年齢児間の交流が行われる場があります。 

 

【さらに望まれる点】 

・各保育室、玄関、廊下に温度計・湿度計があり、保育士や園長・主任も

室温や湿度に気を付けていますが、一部適切でないところも見受けられ
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ました。 

・クラスの保育士や非常勤の保育士が清掃を受け持っていて、現在、保育

室等はきれいに掃除していますが、どの場所も落ちがないように、チェ

ック表をつけることが望まれます。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人ひとりの状況に応じ

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) 子ども一人ひとりの発達の段階

に応じた対応をし、その記録があ

るか。 

・0、1 歳児については、その子どもに合った生活リズムを把握して、家

庭と連絡を取り合い、個別指導計画を作成しています。幼児についても、

配慮を要する子どもは、個別指導計画を作成しています。 

・個別指導計画は月別に作成し見直しをしており、子どもの発達に沿うよ

うに柔軟に対応し変更しています。作成や見直しについては保護者と面

談したり、降園のとき話したりしています。特に、乳児の成長によるグ

ループ替えや保育室の変更などについては、保護者に知らせ了解を得て

います。 

・子どもや家庭の個別の状況・要望は書式を定めた児童票に記入され、変

更があったときに更新されています。入園後の子どもの成長発達記録と

して、個別の経過記録があり、乳児は毎月、幼児は学期ごとに、食事・

睡眠・排泄・遊び・情緒・認識など、課題とその振り返りを記録してい

ます。 

・子どもについての記録はファイリングされ、事務所に保管し個人情報に

配慮しつつ、全職員が共有しています。 

・年度が変わるときなどには、経過記録をもとに職員間で話し合いの場を

設け、面談で引き継ぎをしています。 

・保育所児童保育要録は5歳児担任が記入し、園長・主任も確認して、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) 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。 

(4) 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。 

・保育理念にも「すべての子どもの発達を保障していきます」と掲げ、特

に配慮を要する子どもを積極的に受け入れています。子どもたちは誰と

でも自然に接しています。 

・個別のケースについてクラス会議、ケース会議等で話し合い、記録して

いて、職員は共有しています。東部地域療育センターから年2回の巡回

訪問を受け、配慮を要する子どもの保育の様子を見てもらい、取り組み

へのアドバイスを受け、職員で共有するほか、研修に参加した職員など

からの新しい情報を共有し、保育に活かしています。 

・園舎は、エレベーターの設置はなく、現在は車いすなどには対応してい

ませんが、障がいのある子どもを拒まず、その子に合わせて支援をする

姿勢を持っています。 

・障がいのある子どもや配慮を要する子どもには、個々の特性を考慮した

個別指導計画を作成し、計画は見直しもしています。 

・虐待の定義については、横浜市の情報で学習したり、研修の参加者から
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の情報を全職員で共有したりして周知しています。虐待が明白になった

場合は、まず、神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課に相談・通

告する体制ができています。 

・虐待に至らないように、家庭支援の必要な保護者を援助し、園長が中心

になり関係機関と連携しています。結果は園長・主任・事務長・クラス

代表が参加するキャップ会で共有し、職員に周知して声かけなどに配慮

し、保護者に寄り添うようにしています。 

・アレルギー疾患のある子どもについては、入園時や年度初めなど必要な

とき、医師の診断書や指示書を出してもらい、指示に従い適切に対応し

ています。 

・食物アレルギーについては、医師の指示書のとおりに代替食や除去食を

用意しています。食事ノートを保護者にもつけてもらい、毎日、家庭と

連絡を取っていて、代替食・除去食の提供に際しては、保育士が献立表

の代替えとなる食材にマーカーでしるしを付け、毎朝、栄養士と確認し

合っています。代替食・除去食の食器には、名前を付けて誤飲・誤食の

防止に努めています。 

・文化や生活習慣、考え方の違いを認め、むしろそれを保育に活かすよう

にしています。5 歳児保育室には保護者からの情報で、7 ヶ国語の「こ

んにちは」に当たるあいさつと国旗を書いたポスターが掲示され、子ど

もたちも関心を持っています。 

・文化や生活習慣の違いを、ほかの子どもたちが理解できるように話して

います。食事も工夫して代替食を作ったりしますが、ほかの子どもたち

もそれを受け入れています。意思疎通が困難な場合は、連絡帳やおたよ

りはひらがなやカタカナ、ローマ字を使ったりしています。それ以上困

難なケースはまだありませんが、区に相談して通訳を派遣してもらう体

制ができています。 

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。 

・第三者委員に直接苦情を申し立てることができ、「園のしおり」の中に第

三者委員の氏名、職業、連絡先を明記し、玄関にも掲示しています。他

機関の苦情解決窓口として、かながわ福祉サービス運営適正化委員会や

横浜市福祉調整委員会があることを知らせ、玄関に掲示しています。 

・日ごろから保護者に対して「何でも話せる関係」となることを心がけて

いますが、さらに意見箱の設置、懇談会、連絡帳、アンケートなどで、

要望や苦情を聞いています。父母の会（保護者会）も独自にアンケート

で園への要望などを取っていますが、それに丁寧に答えています。 

・自分で意見を表明することが困難な園児や保護者には、表情や様子で察

して、園長などがそれとなく声かけをしていて、必要に応じて相談室な

どに誘いゆっくり話を聞いています。 

・要望や苦情、質問は状況を確認し園長が回答しています。苦情について

は、職員会議で検討し改善につなげています。園で解決が困難な場合は、
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神奈川区福祉保健センターこども家庭支援課などに相談して、連携して

解決を図る体制が作られています。 

 

【課題・望まれる点】 

・苦情、トラブル、要望の記録については、書式を定め経過や解決の道筋

を記入し、ファイリングしてその後のケースに活かすことが望まれます。

 

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。 

・各保育室ともおもちゃや絵本は、子どもたちが自由に取り出して遊び片

付けもしやすいように棚に整理しておさめられています。 

・子どもの成長に合わせて、各クラスの保育士がこまめにおもちゃなどの

入れ替えを行っています。場合によっては園長・主任もアドバイスをし、

子どもの遊びが充実するように配慮をしています。 

・園で特別注文した、軽い移動式の畳を活用して園内の各所に子どもが落

ち着いて遊ぶ場所を作っています。 

・乳児クラスの中心には、畳 21 畳のほふく室があり、安全にのびのびと

乳児が遊べる環境を作っています。 

・子どもたちは朝の自由時間には、友だちと紙飛行機を作って飛ばしたり、

ままごとをしたり、一人で絵本を読んだり、それぞれの遊びを楽しんで

過ごしています。 

・夏から飼っているカブトムシが産卵し、子どもたちは大切に見守ってい

ます。成長の記録やそれを見守る子どもたちの姿は、クラスだよりで保

護者にも伝えられています。 

・保育士は、子どもの年齢や発達に合った配慮で、子どもたちが自分のし

たい遊びをし、自分の気持ちを表現できるように寄り添い見守っていま

す。 

・子どもたちの異年齢間のかかわりは日常的にあります。異年齢で一緒に

散歩に行ったり、5歳児が年下の子どもの着替えを手伝ったりするほか、

誕生会や行事のときにも一緒に食事をしています。 

・近隣には散歩に適した公園や森が多数あり、天気の良い日は積極的に屋

外活動を行っています。また、園内には園庭のほかにベランダや屋上も

あり、子どもたちの遊び場所として活用しています。 
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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。 

・乳児の授乳は、家庭での様子をふまえ子どもが欲しがるときに抱っこを

してゆっくり向き合い行っています。 

・食育の一環として、調理室の前に給食の食材を出して子どもたちに見せ

たり、年齢に合った調理の手伝い（豆のさやをむく・こんにゃくをちぎ

る・きのこをさくなど）をして、食事の興味へとつなげる数々の工夫を

しています。本物を味わうための削り節体験や、苦手な野菜を楽しく食

べられるように、ゆでたニンジンを卓上ホットプレートでグラッセして

食べたりするなどの体験を通して、好き嫌いのない食事を楽しむ子ども

に成長しています。 

・クッキングでは、梅ジュースや、味噌作り、干し柿作りなどの日本の伝

統食にも取り組んでいます。 

・給食の食材は、低農薬米・野菜、自然食品などにこだわった仕入れに留

意し、安全でおいしい給食の提供をしています。 

・食器は陶器を使用しています。おかずの皿は仕切りのあるワンプレート

を使用していますが、おかずの味が混ざらないように仕切りの高さを考

慮した器を使っています。 

・毎月、園長・主任・栄養士・各クラス担任による給食会議を開き、子ど

もの食事の様子・味付け・分量・素材の硬さ・見た目などから、よりよ

い給食提供に向けた討議をしています。 

・乳児食、幼児食の給食試食会を年に1回、催しています。保護者の迎え

時間に合わせて夕方に開催し、保護者が参加しやすいように配慮してい

ます。 

・午睡時は保育室のカーテンを引き、部屋を暗くして眠りに入りやすい環

境を作っています。乳児には添い寝をしたり、抱いたりして子どもが安

心して眠りにつけるようにしています。 

・トイレットトレーニングについては、1 歳児のクラス懇談会資料にトイ

レットトレーニングの進め方を記載し、保護者に十分説明した上で個人

面談も数回行い、家庭と連携して行っています。トレーニングはあせら

ずに、それぞれの子どもの発達に応じて進めています。 

・園でのおむつは、布おむつを使用しています。布おむつの良さは、紙お

むつよりも頻繁におむつ替えをする必要があり、子どもと触れ合う時間

が多くとれることをあげています。 

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。 

・運営法人で作成した保育実施要項「しらゆりの保育」に子どもの健康管

理に関する記載があり、このマニュアルに沿って子どもの健康状態の把

握をしています。 

・健診の結果は健康ノートに記入して保護者に渡し、押印して返却しても

らう仕組みがあります。さらに健康診断と歯科健診の前に、保護者に質
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(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。 

問表を配布して記入してもらい、健診後に医師からの回答を伝えていま

す。 

・入園時に保護者全員に配布する「園のしおり」に、登園停止基準を含め

た感染症に関する対応マニュアルを載せています。 

・感染症に関する最新情報は、神奈川区役所・嘱託医・運営法人内園長会

などから得られ、この情報は全職員が共有・周知しています。 

・玄関口に温水の出る手洗い所を設け、園舎に入る前に全員が必ず手洗い

をする習慣をつけ、感染症対策をしています。 

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。 

・園内の清掃は各クラスの保育士が担当して、清潔な状態が保たれていま

す。 

・保健衛生管理に関する研修に看護師と主任が参加し、終了後の報告レポ

ートをその都度職員に回覧しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・マニュアルの内容を全職員で共有するための研修も、定期的に行うこと

が望まれます。 

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。 

・災害に備え、発電機と防災用倉庫を設置し、倉庫には3日分の食糧備蓄

をしています。 

・災害時の保護者への連絡は一斉メール配信の体制を作っています。 

・消防・警察・医療・地域などに分類した緊急連絡先一覧表があり、事務

室内のわかりやすい場所に常備しています。 

・月 1回、火事や地震・津波などを想定した避難訓練を実施しています。

災害に応じた地域の避難場所である神奈川小学校・浦島小学校への誘導

訓練も行っています。 

・年 1回、浦島消防出張所から消防士を招き、全職員が参加して心肺蘇生

法の講習を受けています。 

・子どものケガについては速やかに保護者に連絡をし、状況と経過の報告

をしています。発生状況・処置・対応・改善策を「アクシデントレポー

ト」に記録し、再発防止に努めています。 

・年 1回、神奈川県くらし安全交通課の指導員を招き、不審者対応の防犯

訓練を実施しています。 

・不審者に関する情報は、地元警察からの FAX や、同法人運営の他園か

ら得ることができます。 
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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) 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。 

(5) 性差への先入観による役割分業

意識を植え付けないよう配慮し

ているか。 

・保育士は子どもの思いや、子どもの自主的な行動を受け入れる姿勢を持

ち、常に子どもが主体となれるように配慮しています。 

・児童憲章や園の理念は、職員が日々見られる玄関ホールに掲げられ、職

員は一人ひとりの子どもの人格を尊重する保育を意識しています。 

・各保育室にはおもちゃ棚や可動式のロッカー、可動式畳などで居場所作

りが容易にできる環境があります。また、保育室内の押し入れ下段の遊

び場もコーナーとして機能しています。 

・運営法人で定めた保育実施要項「しらゆりの保育」に、個人情報保護方

針を載せています。この「しらゆりの保育」は職員必携であり、各職員

は個人情報の取り扱いを周知しています。非常勤職員・ボランティア・

実習生には、これに基づき、園長が都度説明をしています。 

・子どもや保護者に対して、父親・母親の役割分担を固定的に話すことは

していません。 

 

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。 

・玄関ホールに園の保育方針と理念を掲示し、日々保護者の目に留まるよ

うにしています。また年度初めの保護者懇談会では、園長が保育方針を

直接説明し、保護者の理解度を把握しています。 

・年 4回、各クラス懇談会を実施しています。懇談会前に、クラスごとの

最近の子どもの様子・今後の目標などを具体的に記した懇談会資料を保

護者に配布し、クラスの様子を知らせています。 

・園には相談室があり、保護者は内容を他人に聞かれずに安心して相談す

ることができます。 

・クラス担当保育士が保護者から直接相談を受けたときには、園長または

主任に報告をし、内容に応じて園長や主任が面談に参加しています。 

・毎月配布の「えんだより」をはじめとして、食事に関する「おいしい♪

わ♪」、健康に関する「保健だより」、さらに「幼児部だより」「クラスだ

より」と、さまざまな園からの発信を行っています。 

・園には「子どもを中心にして親と園で子どもを育てる」という思いがあ

り、保育参加には積極的に取り組んでいます。事前に保育参加のしおり

を渡して気をつけて欲しいことを知らせ、参加後にはアンケートなどで

感想を聞いています。保育参加では園児と同じ給食を食べ、お父さん先

生・お母さん先生としてクラスの全園児に関わる体験をしてもらってい

ます。保育参加はいつでも受け付けていますが、子どもの誕生月に優先

的に受け入れることになっています。 

・保護者組織の「父母の会」があります。「父母の会」と園との共催で学習

会・交流会・保育に関する署名活動などをしています。また毎年の「し
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らゆり夏祭り」とバザーも共催で行うなど、活発な交流をしています。

・毎年、保育園・保育士・保護者による三者懇談対話集会を開催し、保護

者からは具体的な園への要望・意見・質問などが多数出されています。

これに対する園や保育士からの回答は、後日「父母の会」が父母の会だ

よりに詳しく掲載し保護者に知らせています。 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 

(1) 地域の子育て支援ニーズを把握

するための取り組みを行ってい

るか。 

(2) 地域の子育て支援ニーズに応じ

て施設の専門性を活かしたサー

ビスを提供しているか。 

・園舎開放や、バザー・夏祭り・伝承遊びなどで地域住民との交流をし、

その折に、要望や感想を聞いたり用紙に書いてもらったりするなどの取

り組みをしています。 

・神奈川区保育園子育て支援連絡会に参加し、神奈川区こども家庭支援課

との共催で年3回、子育て支援のイベントを催しています。 

・地域への子育て支援として育児講座・伝承遊び・遊ぼう会・給食試食会

などを実施しています。地域に向けて、子育て支援に関する年間予定チ

ラシを作成し掲示するなど、力を入れて取り組んでいます。 

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。 

・地域の0･1･2 歳児の親子を対象に年間12回の頻度で、園庭・遊戯室・

屋上などを開放しています。この園舎開放日や行事の折には子育て相談

に応じています。 

・地域住民からの相談内容に応じて必要な関係機関は、種別ごとに一覧表

にしたものがあり、関係する職員で共有ができています。また、横浜市

東部地域療育センター・神奈川区福祉保健センター・神奈川診療所など

と日常的な連携をもっています。 

 

【課題・望まれる点】 

・子育て相談は随時可能ですが、いつでも受け付けていることを地域に周

知することが望まれます。 
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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。 

・バザー開催時に、おにぎりチケットを配布して地域の人を招待したり、

運動会で地域の人が参加できるプログラムを用意したりして地域の人々

と友好的な関係を築いています。 

・散歩は、公園や森に出かけるだけでなく町内一周のコースもあり、地域

の人々とより密接に交流を図っています。お泊まり保育の夕食の買い物

には、地域の商店街を利用しています。 

・近隣の菊作りの上手な人が、花の咲く季節になると菊の鉢を届けてくれ

保育園の玄関に飾らせてもらったり、七夕の時期には笹をいただくお宅

があったりと、地域に根付いた交流をしています。芋掘り遠足で収穫し

た芋を近所のお宅に配るなどの交流もしています。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園のパンフレットやホームページなどにより、将来の利用者に向けた情

報の提供をしています。 

・利用希望者からの問い合わせには常時、園長・主任・事務職員のいずれ

かが対応し、園のパンフレットに基づいて説明をしています。 

・利用希望者には、いつでも見学ができることを案内し、見学を希望する

人の希望の日時に沿うようにするとともに、できるだけ子どもの様子を

ゆっくり見てもらえる日時をすすめています。 

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。 

・神奈川中学校からの職業体験や、卒園生の高校生がボランティアとして

活動しています。活動終了後の感想を新聞としてまとめたものが中学生

から届き、職員は中学生の新鮮な目線を受け入れています。 

・実習生受け入れ時には、事前に実習生の担任教師に来てもらい、実習の

ねらいや学校教育の中での位置づけ、保育園からの要望などの確認を行

った上で実習を始めています。実習生本人にも事前のオリエンテーショ

ンを行い、効果的な実習となるような配慮をしています。 
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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。 

・年度当初の職員の採用は法人として行っていますが、年度途中で欠員が

出たようなときは、保育に欠けることがないように、速やかに園で補充

するようにしています。園の理念・方針を理解して、誠実に保育に取り

組める人を採用するようにしていますが、法人の人材育成計画に基づき、

新人研修やリーダー研修などに参加して、さらに資質を高めるようにし

ています。 

・職員の研修ニーズにも配慮して、偏らないように研修計画を作成してい

ます。担当者は主任で、研修参加のための勤務体制の調整もしています。

法人の研修会や行政主催の研修会、保育団体の全国大会など積極的に参

加していて、職員会議のときなどに全職員で共有をしています。さらに、

心肺蘇生法の訓練などは消防士を招いて行い、非常勤職員も参加してい

ます。 

・非常勤職員の仕事内容や分担は年度初めに明確にしていて、互いに補完

できるように配慮しています。非常勤職員にも研修への参加を促したり、

目標設定シートに記入し、園長面談で要望を聞いたりして、資質向上に

取り組めるようにしています。 

 

【さらに望まれる点】 

・職員は個別に目標設定シートに年度の目標や振り返りを記入し、園長面

談を行って、達成度の評価をしています。最近書式が変わったこともあ

り、記入の期日がはっきりしていない面などもあるので、さらに統一の

書式を整え、継続性のある評価にすることが望まれます。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 
 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

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。 

・法人研修として年 3回、大学教授等の外部講師を招き保育の場面記録を

もとに学び合う保育講座や、危機管理研修、主任・リーダー研修などを

開催し、技術の向上に取り組んでいます。 

・保育士は書式を定めた保育日誌や職員会議に提出する資料の中で、日々

の実践の振り返りを文章化して記載しています。個別の目標については

目標設定シートで振り返りをしていて、保育日誌は主任が、目標設定シ

ートは園長がコメントを書いています。振り返りを通して、達成点や改

善点をその後の計画に反映させています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園として事業報告書に年度に取り組んだ課題と達成状況を記載していま
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すが、さらに園としてのしっかりした自己評価をまとめ、園内掲示や園

だよりやホームページなどで広く公表することが望まれます。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 
 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

・法人の人材育成計画には、経験年数別の役割が期待水準として明文化さ

れ、それに沿った研修も行われています。 

・クラス運営などは、子どもたちの状況に応じて判断できるように、でき

るだけ担当者に任せています。行事なども係を作り、計画段階から任せ

ていて、報告を受け話し合いはしますが、係が責任を持って行っていま

す。 

・園長面談を実施し、職員の満足度や要望を把握しています。また、経験

に応じた能力を発揮するように促したり、履歴書に書かれた特技や趣味

を活かしたりして、楽しく意欲的に保育に取り組めるように働きかけて

います。 

 

【課題・望まれる点】 

・日ごろから職員の意見は尊重していて、業務改善が話題になることもあ

りますが、業務改善に特定して提案を募ったり、意見を聴取するための

アンケートなどを実施したりするまでには至っていません。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 
 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境に

配慮しているか。 

・法人の保育実施要項「しらゆりの保育」に職員が守るべき法・規範・倫

理などが明文化され、入職時に説明しています。 

・事業報告書・決算報告書などの運営状況に関する資料は、ファイリング

して事務所に保管され、職員も保護者もいつでも見ることができるよう

になっています。 

・ゴミ減量化については、分別し、園でも裏紙を利用したり、ペットボト

ルや牛乳パックやダンボールを用いておもちゃや保育用品を手づくりし

たりするなど、リサイクルに努めています。夏祭りやバザーでも父母の

会（保護者会）と協力して、マイ箸、マイ皿、ゴミの持ち帰りに取り組

み、ペットボトルのキャップを集めるエコキャップ運動にも3年前から

参加しています。 

・省エネルギーの促進については、無駄な電気器具は意識して消すように

啓発し、節電に努めています。神奈川区の「緑のカーテン」の緑化の取

り組みに毎年参加し、アサガオとゴーヤを育てています。 
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【課題・望まれる点】 

・環境に配慮した実践をしていますが、その考え方や取り組みを明文化す

ることが望まれます。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 
 

(1) 保育園の理念や基本方針等につ

いて職員に周知されているか。 

(2) 重要な意思決定にあたり、関係職

員・保護者等から情報・意見を集

めたり説明しているか。 

(3) 主任クラスの職員がスーパーバ

イザーとしての役割を果たして

いるか。 

・園の理念・基本方針・保育目標は明文化され「園のしおり」などに記載

し、職員に配付されています。玄関前の視線の届きやすい位置に額に入

れて掲示していて、浸透を図っています。年度初めに園長が職員に周知

し、その後職員も懇談会などで保護者に説明することによっても、自ら

の理解を深めています。 

・行事の変更などの意思決定をするときは、保護者へ懇談会で説明し意見

を聞いたり、父母の会（保護者会）に出向いて意見交換をしたりしてい

ます。また、重要な意思決定をした事項について、職員には職員会議、

保護者には懇談会などで、理解されるように丁寧に説明していて、不参

加者にも、後日説明しています。 

・法人として主任・リーダー研修の企画があり、法人の他園と共同で実施

しています。 

・主任はクラスで決めたシフト案を基に、業務状況を把握し、フリー保育

士の入り方を決めていて、主任自身も各クラスに保育に欠ける状況があ

るようなときは進んで保育に入り、保育がスムースにできるように支援

しています。また、保育日誌に赤ペンで助言や励ましの言葉を入れたり、

職員の経験や能力に合わせて口頭で助言や指導を行ったりしています。

さらに主任は日ごろから職員に声かけをしたり、相談しやすい雰囲気を

作ったりするように努力しています。 

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。 

・法人でも園でも事業運営に影響がある政策や課題についての情報を広く

集め、分析しています。重要な情報は三役（園長・主任・事務長）とク

ラスリーダーによる隔週のキャップ会で議論し、改善課題をまとめたり

しています。課題や園で起きていることについての対策は、職員に周知

し、全体で取り組んでいます。 

・中長期的な事業の計画は法人で検討され、園舎整備計画などが文書化さ

れています。次代の組織運営に備え、広く社会の動きや政策にも目を向

け、保育理念を守りながら効率的な運営ができる仕組みを検討していま

す。 

・法人の園長会などで後継者を育てることを話し合っています。園内でも

キャップ会で、クラスリーダーから主任、主任から園長候補になること

を見据えて、後継者を育成しようとしています。 

・法人は運営に際しては、法律家、学者、税理士など課題に合わせて専門

家の助言を受け、改善の努力をしています。 
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利用者（園児）家族アンケートの概要

●実施期間  

2012 年 10 月 22 日～11 月 5 日

●実施方法  

① 保育園から全園児の保護者に直接配付（手渡し）し、回答を依頼。

② 各保護者より、同封の返送用封筒で、評価機関あてに無記名で返送。

●回収率   

59.5% （84 枚配付、50 枚回収）

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

「不満」は、「不満」・「どちらかといえば不満」の回答を合計した数値です。

_________________________________________________________________________________________________________________

【結果の特徴】

・保育目標・保育方針については 78%が「よく知っている」「まあ知っている」と答えており、うち 95%が

「賛同できる」「まあ賛同できる」と答えています。

・入園時の状況・年間の計画・保育内容・保護者との連携・職員の対応、これらの項目のほとんどの質問で、

85%を超える満足度です。

・「給食の献立内容」と「給食を楽しんでいるか」の質問については、100%の満足度です。

それ以外に 96%以上の高い満足度がでた質問項目は「年間の保育や行事についての説明」「クラスの活動

や遊びに子どもが満足しているか」「基本的生活習慣の自立に向けた取り組み」「保護者との話し合いの機会」

「園からの情報提供」「子どもに関する情報の連絡体制」「子どもが保育園を楽しんでいるか」「職員の話し

やすい雰囲気」です。

・「快適さや安全対策」の項目で、「施設設備について」の質問に 20%の不満があります。自由意見に“園庭

が狭い”や“狭い保育室がある”といった意見があります。

・「おむつはずし」と「アレルギーや障害への配慮」に対して、「その他」の回答がやや高めの数字ですが、こ

れは回答者の子どもが該当しないことによると思われます。

・職員の対応や園舎の設備についての不満も若干ありますが、反対に「一生懸命な先生方に感謝」「子どもを

安心して預けられる」「園や職員に感謝している」といったコメントが多数あります。

・「保育園の総合的評価」は、98%の高い満足度です。

_________________________________________________________________________________________________________________

【参考】

・大問ごとの平均満足度は、問 5「快適さや安全対策」を除くと 90%以上に達しています。

・データ分析（相関分析）からは、「年間の保育や行事についての説明」「保育目標・保育方針は賛同できるか」

「職員の話しやすい雰囲気」などの設問の結果が、保育園の総合的評価に大きく影響を及ぼしていることが

読み取れます。



■ 保育園の基本理念や基本方針について

問１ 保育園の保育目標や保育方針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた方への付問

付問1 その保育目標や保育方針は賛同できるものだと思いますか

利用者（園児）家族アンケート　集計結果・分析

よく

知っている

10.0%

まあ知っている

68.0%

どちらとも

言えない

8.0%

あまり

知らない

8.0%

まったく

知らない

4.0%

無回答

2.0%

賛同できる

59.0%

まあ

賛同できる

35.9%

どちらとも

言えない

2.9%
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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 64.0 22.0 6.0 0.0 8.0 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

56.0 34.0 8.0 0.0 2.0 0.0

園の目標や方針についての説明には 40.0 50.0 6.0 0.0 4.0 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

66.0 28.0 2.0 2.0 2.0 0.0

保育園での１日の過ごし方についての
説明には

54.0 40.0 2.0 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）

56.0 32.0 4.0 4.0 4.0 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 54.0 42.0 4.0 0.0 0.0 0.0
年間の保育や行事に、保護者の要望が
活かされているかについては

22.0 66.0 6.0 2.0 4.0 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

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）

64.0 32.0 2.0 0.0 2.0 0.0

子どもが戸外遊びを十分しているかに
ついては

58.0 28.0 12.0 0.0 2.0 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）

46.0 48.0 4.0 0.0 2.0 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

54.0 40.0 6.0 0.0 0.0 0.0

遊びを通じて友だちや保育者との関わ
りが十分もてているかについては

62.0 32.0 6.0 0.0 0.0 0.0

遊びを通じたお子さんの健康づくりへ
の取り組みについては

58.0 36.0 4.0 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

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）

子どもが戸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 92.0 8.0 0.0 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

94.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

74.0 22.0 2.0 0.0 2.0 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

60.0 30.0 8.0 0.0 2.0 0.0

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

60.0 22.0 6.0 2.0 10.0 0.0

お子さんの体調への気配りについては 52.0 38.0 8.0 2.0 0.0 0.0
保育中にあったケガに関する保護者へ
の説明やその後の対応には

36.0 44.0 18.0 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

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

子さんの成長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

21



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 20.0 54.0 20.0 0.0 2.0 4.0
お子さんが落ち着いて過ごせる雰囲気
になっているかについては

44.0 38.0 16.0 2.0 0.0 0.0

外部からの不審者侵入を防ぐ対策につ
いては

42.0 40.0 12.0 0.0 6.0 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

36.0 50.0 10.0 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

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

44.0 52.0 4.0 0.0 0.0 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

60.0 38.0 2.0 0.0 0.0 0.0

園の行事の開催日や時間帯への配慮に
ついては

42.0 46.0 8.0 0.0 4.0 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

36.0 52.0 10.0 0.0 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

38.0 58.0 4.0 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 40.0 54.0 4.0 0.0 0.0 2.0
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

48.0 40.0 6.0 2.0 4.0 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

66.0 28.0 4.0 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

72.0 26.0 0.0 0.0 2.0 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

34.0 40.0 2.0 2.0 22.0 0.0

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

70.0 26.0 2.0 0.0 2.0 0.0

意見や要望への対応については 36.0 56.0 2.0 2.0 2.0 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 60.0%

どちらかと

いえば満足

38.0%

どちらかと

いえば不満

2.0%
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【参考資料：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
58.2 93.8
38.5 93.9
57.8 94.3
68.3 93.2
36.7 83.9
44.8 94.2
58.7 96.9

※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。

問７　職員の対応について
問６　園と保護者との連携・交流について
問５　快適さや安全対策などについて
問４　日常の保育内容　　「生活」について
問４　日常の保育内容　「遊び]について
問３　年間の計画について
問２　入園時の状況について
　中項目

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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参考資料：利用者家族アンケート集計結果分析 
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【総合的な評価と相関が深い項目（相関分析）】 

 

中項目 小項目 相関係数

問 3 年間の保育や行事のについての説明には .662 

問 1 あなたは、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 .639 

問 7 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては .619 

問 2 保育園での１日の過ごし方についての説明には .598 

問 2 費用やきまりに関する説明について .570 

 

※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。 
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 利用者（園児）本人調査の概要  

 

実 施 日：12月 10日（月）、12月 13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 

  朝、登園すると保護者は、保育室入り口の視診室で子どものおむつを布おむつに換えてから保育士に預け

ます。預けられて泣いてしまう子どももいますが、泣きやむまで保育士に優しく抱かれています。 

0歳・1歳・2歳の乳児のクラスは独立した保育室ですが、これらの保育室の中心に畳21畳の広いほふ

く室があります。這い這いや、よちよち歩きのできる子どもには、このほふく室は良い遊び場です。ひもの

ついたおもちゃを引いて歩いたり、板とマットで作ったなだらかなすべり台で遊んだりしています。 

乳児クラスは月齢によって各クラスの中で 2 グループに分けています。散歩に出なかったグループは保

育室から続く広いベランダに出て遊びました。保育士が、シャボン玉を見せています。子どもは青い空に飛

ぶシャボン玉を小さな手で追いかけていました。 

  給食は、離乳食と幼児食の子どもがいます。食事の段階ごとに分かれて、保育士に食べさせてもらったり

自分で手づかみで食べたりしています。食べると「えらいね」「すてき」とほめてもらったり、スープでは

「ごっくんして」などと声をかけてもらいながら旺盛な食欲でたくさん食べています。 

 

●1歳児クラス 

  今朝のおやつはリンゴです。丸ごとのリンゴを保育士が皮をむいて見せてくれます。半分に切った中身、

四つ切にした中身を見せてもらいながら、皮をむいて食べられるようになるまで、みんなで待っています。 

  1 歳児のもう 1 つのグループは、リンゴが届くのを待ちながら、歌を歌っています。保育士が「サンタ

クロースの歌」「きらきら星」「きつねさん」など、次々に歌います。まだ一緒に歌えない子どもも、手をた

たいて嬉しそうです。 

  トイレットトレーニングを始めている子どももいて、トイレで便器に座ってみることから始まります。明

るいトイレにかわいい便器が並んでいます。トイレでおしっこができた子どもがいると、保育士に「出たね

ぇー」と言って喜んでもらいました。 

  ほふく室では、新聞紙をたくさん破く遊びをしています。片付けは小さなビニール袋に新聞紙を入れまし

た。いっぱい入った袋の口を結ぶと新聞紙がボールになり、次の遊びが始まります。午後にはこのボールに

ひもをつけ、「ポチのお散歩」と言って、袋に入った新聞紙の玉を引いて歩く遊びになっていきました。 

 

●2歳児クラス 

  散歩に出かける支度をして玄関に降りてきます。自分で靴を履くことも練習です。とても時間がかかりま

すが、保育士はなるべく手助けせずに横につき、声かけで応援をして見守ります。できたときは、「よくで

きたね」とほめてもらい、子どもたちは満足気です。 

  散歩は短い道のりですが、いつもいる犬がいないことや、カラスの大群が飛んでいることなどの発見があ

り、保育士や友達とおしゃべりをしながら歩きます。途中で一人、つまずいて転んでしまいました。すぐに

そばにいる友達が「だいじょうぶ？」と、声をかけています。泣かずに歩きはじめました。 

  公園では、保育士とかくれんぼやかけっこをしたり、地面に小さな枝や石で絵を描いたりして遊びます。

公園には他の保育園の子どもたちや一般の親子連れ、孫とお散歩中の高齢者、ゲートボールをするグループ

など、いろいろな人がたくさんいます。あちこちで、あたたかい声や笑顔をもらっています。 
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  帰り道は車の通る道との十字路が数ヶ所あります。十字路を渡るときは「右、車ないですか？ 左、車な

いですか？」と、確認して渡る約束ですが、はしゃいでしまって守れない子どももいます。保育士は全員を

集めて、根気よく時間をかけて危険なことを伝えています。 

 

●3歳児クラス 

  朝の時間子どもたちは、床暖房の暖かなフロアーに座って、保育士に絵本を読んでもらっています。「ぶ

たたぬききつねねこ」、しりとりでお話が進む楽しい絵本に、子どもたちはみんな夢中です。 

  今日は、これから５歳児クラスと一緒に散歩に行きます。行き先は、保育園からすぐ近くの公園です。公

園に着くと、うさぎ組（0歳児クラスの月齢の高いグループ）の子どもたちも、ベビーバギーや、よちよち

歩きで遊びに来ていました。うさぎ組の子どもを見つけて、かけ寄って行く子どももいます。 

地域の祖母に連れられて遊びに来た少し年下の子どもが、みんなが遊んでいる砂場に来ようとしています。

その子どもを見つけると園児が迎えに行き、砂場で一緒に遊んであげています。いつものことらしく、地域

の小さな友だちも安心して遊んでいます。まだ年上の子どもたちに助けてもらうこともありますが、自分た

ちで年下の子どもの世話もしたいと思っている３歳児クラスの子どもたちです。 

  外遊びを思いきり楽しんで、午後は早めの午睡になりました。 

 

●4歳児クラス 

  給食の時間、当番の子どもたちが割烹着に着替えて保育士と一緒に配膳の手伝いをします。テーブルに食

事がそろうと保育士が給食メニューの説明をします。「おろし煮」や「衣かつぎ」などの和食の料理名を説

明したり、材料の説明をしたりしますが、子どもたちは熱心に聞いています。 

  「ご一緒にいただきます」のあいさつをして食事が始まりました。テーブルごとにおしゃべりをしながら

の楽しい昼食です。おかわりをしたい子どもは食べたい量を考えて自分で盛りつけています。きれいに食べ

終わった子どもが、「ぴかぴか」のお皿をほめてもらっています。 

  食事後は自分で歯磨きをした子どもから順に、保育士に仕上げ磨きをしてもらっています。歯磨きが済む

とパジャマに着替えて午睡の準備です。脱いだ服もきちんとたたんでしまっています。支度の済んだ子ども

は絵本を選んで読み始めました。次に着替えた子どもが同じように並んで本を広げています。こうした生活

の流れを自分で進めていける子どもたちです。 

 

●5歳児クラスと4・5歳児合同の散歩 

  朝の自由時間、子どもたちはそれぞれにくつろいで遊んでいます。暖かな床に腹ばいになって４人で１冊

の絵本を仲良く読んでいます。保育士と一緒にままごとをする子どもたちもいます。木製の食器や布製の手

作りのドーナッツ・ケーキ・ソフトクリームなどのお菓子のおもちゃがテーブルいっぱいに並んでいます。

牛乳パックで作った三角のシートを高く積み上げている子どももいます。保育士のひざに抱かれて髪の毛を

結んでもらう子ども・保育士と絵を描く子ども・一人であやとりをする子ども、大勢の子どもたちですが、

騒々しくはなく、和やかな家庭のだんらんのような印象があります。 

  4 歳児クラスと一緒に「朝の会」が始まりました。今日の 4･5 歳児合同の少し距離のある散歩について

保育士が丁寧に話します。約束や注意を、子どもたちは全員、熱心に聞いています。 

  森に着くと子どもたちは、小さな枯れ枝を数本束ねて抱えたり、背丈を越すような大きな枯れ枝を担いだ

り、枯れ葉をたくさん集めて「葉っぱのクッション」と言ったり、みんなが上手に遊びを見つけています。

滑りやすい斜面を一生懸命挑戦して登り、上から滑り降りる遊びをするグループや、木登りをするグループ

もいます。登ることができても木から下りることができなくなった子どもが保育士を呼んで手伝ってもらっ

ています。地面に着くと、またすぐ登っていきます。 

  散歩の途中で行きかう人や現地で一緒になった人たちに、子どもたちは大きな声でとてもきちんとしたあ

いさつができます。遊び・体力・社会性など、年長児クラスの成長の証しが随所に見られる時間でした。 
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【第三者評価受審を終えて】 

 

白百合乳児保育園は今年度創立42年目に入りました。 

 

平成 13 年度、平成 16 年度、平成 19 年度と保育園が 4 園に拡がり、職員の異動や新任職員も多くなっ

てきていました。保育指針も改定され、今の社会状況での保育園や保育士の役割、保育内容の向上を考えて行

くことなど、新しい職員が多くなっているからこそ、ありのままを観ていただき現状からの結果を真摯に受け

止め、改善点や見直し点、また良い点はさらによくしていくことを大切にしていきたいと思い受審を決めまし

た。今より子どもたちが安全で安心して通える楽しい保育園、「保育園大好き」「先生大好き」「友達大好き」

「また明日遊ぼうね」と毎日、喜んで通って来てくれる保育園を創って行けるようにしていくこと、現場で働

く職員が長く働き続けられるやりがいのある楽しい職場（保育園）にしていこうと思います。夏の保育、２期

のまとめ、運動会の取り組み・まとめと忙しく時間を取るのに大変な時期でしたが、職員一人ひとりが丁寧に

自己評価に取り組み、個々の自己評価を基に３グループに分かれて項目ごとに伝えあい話し合えたことで、文

章の理解・受け止め方や認識度、周知仕切れていなかった点などが見えてきました。 

 

自己評価項目の判断基準となる設問文章の受け止め方に違いがあったり、A～Cの評価基準判断も難しさが

ありました。調査員の方の書類やマニュアルの点検だけではなく訪問実地調査の中でも具体的な改善方法のア

ドバイスもいただき、とても参考になりました。できることは評価結果を待たずに確認表やチェックリストの

導入を始めました。総合評価の特長-優れている点の「１」に子どもたちの遊びと育ちを挙げていただいたこ

とは保育目標を実現していくための実践評価につながりとてもうれしく思いました。又、課題として感じてい

ても後回しにして来ていた事柄が評価結果として挙げられましたので、速やかに改善に取り組んで行きたいと

思います。 

 

今回「第三者評価受審」を受けて園や保育のこと等、自分で振り返り、考えたり話し合うことで意識が深ま

り、お互いの理解になって本当に良かったと思えました。利用者アンケートの総合評価は満足度98パーセン

トの総合評価をいただきとてもうれしく思います。 

 

協力してくださった保護者の方々、調査の方々に感謝申し上げます。今後は報告書の中の課題・望まれる点

の実施に努力をしていきたいと思います。 

 

 

白百合乳児保育園 

園長 伊藤 弘子 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-評価で次のステージへ- 

since 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

合同会社 評価市民・ネクスト 

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

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

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


