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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 夢工房 日吉西夢保育園 

事業所への報告書提出日 2013年 3月 6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 評価機関より職員向けに説明会を行った。 

② さらに、項目別に４回研修会を開き、質疑応答の時間をとった。 

③ 新人・二年目以上・非常勤に分かれ、カテゴリーごとに記入した。

④ 記入後、経験年数別に分かれて意見交換をし、確認事項をメモして

個々が理解できるようにした。 

⑤ 最後に園長・主任で協議しながらまとめた。 

実施期間 

2012年 8月 29日～12月２1日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（122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 1１月30日～12月１７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：201３年 1月 1７日 

    第 2日：201３年 1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、保健師1名、栄養士1名、     

非常勤職員1名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：201３年 1月 1７日 

    第 2日：201３年 1月２3日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

「日吉西夢保育園」は、横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅より徒歩10分、高台の静かな住

宅地の一角にあり、すぐ近くに日吉台西中学校、高田東小学校があります。また道路を挟んで第四公園、少

し歩くと鯛ヶ崎公園、森戸原第一公園などがあり、自然にも恵まれた地域です。 

2007 年に公立保育園から移管された園で、園舎は築 35 年以上になります。平屋建てでホールもあり

ます。園庭は広く、園舎面積の3倍ほどあり、乳児園庭と幼児園庭をそれぞれ確保しています。定員は120

名で、開設時間は平日7時より20時、土曜日は7時より19時（長時間・延長保育時間を含む）です。 

運営は社会福祉法人「夢工房」で、戦後まもない昭和２０年に初代理事長が戦災孤児に自分の工場を開放

したことを原点とします。現在はほかに保育園を関西に10園以上、関東に４園、札幌に１園、また、特別

養護老人ホームとケアハウスを各一ヶ所ずつ運営しています。駅型保育モデル事業、公立幼稚園との保育連

携事業、小学校と保育園との異年齢児交流事業を始めるなど、保育サービスの最先端を担っていくことを法

人の使命としています。 

保育理念は「子どもの最善の利益を考慮し、利用者主体を根幹に、行政、地域、保育園の緊密な連携を強

化し、地域の子育て支援事業の核となる」を掲げています。保育目標として、「他人の気持ちが分かる子ど

も」「自分らしく生きる子ども」「感性豊かな子ども」の３点を挙げ、園目標は「もっともっと遊んで、もっ

ともっと考えて、大きく大きく夢をふくらませよう」としています。 

なお、第三者評価は2008年度に続いて2回目の受審です。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは存分に遊びを楽しんでいます 

晴れた日も雨の日も、子どもたちはまず自分の保育室でコーナー遊びに集中します。早朝に登園した子ど

もたちも 8 時になると自分の保育室へ行きます。保育室ではいつもの楽しいコーナーが子どもたちを待っ

ていて、絵本が並べてあったり、おもちゃがちょっと変わっていたりします。子どもたちは思い思いに好き

なコーナーで9時半すぎまでたっぷりと遊びに集中します。プラレール、さまざまなブロック、ままごと、

細かいビーズはめ、お絵かきなどです。年齢が高くなるにつれて、カルタやトランプも人気で、おもちゃも

複雑になります。折り紙や非常に精密なブロックについては説明書を参考にする子どもたちもいます。お絵

かきは、好きな友だちに送るお手紙に発展します。おやつの後も、コーナーで遊びます。子どもたちは飽き

ることを知りません。好きなコーナーの中で友達関係もできています。おしゃべりしながら熱心にブロック

の共同製作をする子どもたちもいます。乳児は時々柔らかいじゅうたんで寝転がって遊んだりもしています。 

園庭では異年齢の子どもたちが一緒に遊んでいる姿も多く見られます。走り疲れて玄関近くに作られてい

る「いこいの場」で靴を脱いでくつろぎ、お茶を飲む子どもたちもいます。元気よく、そしてのびのびと、

子どもたちは存分に遊びを楽しんでいます。 

 

 【２】子どもたちが自分で選び、理解して行動することを大切にしています 

保育士たちは、子どもたちが自分から好きな遊びを選んで十分に遊べるように、各クラスでコーナー遊び

の充実を図っています。生活習慣や片付けなども、乳児のときから子どもたちのやる気を大事にします。栄
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養士と調理担当職員は、子どもたちの食への意識を育てるために毎月「食育活動日」を設け、保育士と共に

子どもたちがクッキングを経験したり、「五味」を味わったり、旬の食材を話し合って試食したり、という

取り組みをしています。また、毎年一週間の「食フェア」を開催します。今年度は「いただきます・ごちそ

うさま」を大テーマとして、食べ物の大切さや感謝の気持ちが育つように企画しました。これらは給食だよ

りで紹介し、クッキングは家庭でも親子で作れるようにと、保育士がレシピをクラスに掲示します。保健師

は、子どもが自ら健康を作り出すことを目的とした年間保健計画を作成します。特に手洗いと歯磨きについ

ては子どもが理解して自分から行うことを大切にして、「手洗いチェッカー」を使用して清潔への意識を喚

起し、歯磨きは模型や絵本で歯を大切にしようという気持ちを育て、4、5歳児クラスにはグループごとに

丁寧に正しい歯磨きを指導します。保育士は子どもたちの理解したことが日常生活の中で定着するように、

日々、子どもたちの手洗いや歯磨きを見守ります。 

そのように各職種が協力し合い、子どもたちの主体性が育つように取り組んでいます。 

 

【3】人事考課や研修などに力を入れ、職員の育成に努めています 

役割や経験に応じた細かい人事考課表があり、職員は毎年 2 回の人事考課表の記入と園長面接により、

技術、能力、態度の到達段階を振り返って、今後の方向性を確認しています。これをもとに保育士、栄養士、

保健師は行政や専門学校の講座などの外部研修に積極的に参加しています。 

園内研修としては、園内での行事や異年齢保育等の活動の際に、ねらいや流れを「目標設定申告書」に記

入し、参考になる事例を報告会で発表して事例検討をしています。また、職員会議で外部研修の報告を行う

ほか、救命救急法や感染症対策等の研修を行っています。 

法人本部では新人研修を行い、また新人職員にマニュアルについての意見を求める会を設け、これにより

内容の理解や点検、技術の定着を図っています。さらに主任・副主任試験を実施して必要な人材を登用し、

主任会議、副主任会議で系列園と人材育成の方法について検討するなど、中堅職員の育成に努めています。 

園や法人としては、各職員が研修や会議に参加して技術の向上に努めつつ、意欲的に保育を行いまた振り

返りを行うことによって、さらに成長していけるように図っています。 

 

【４】地域への子育て支援サービスに力を入れています 

前回、2008年度の第三者評価受審では、地域の子育て支援については、「今後、より積極的に進めてい

く」ことを課題としていました。現在、園では地域支援担当職員をおき、以前には行っていなかった一時保

育も受け入れています。一時保育に関して年に 2 回説明会と登録会を開催し、今年度は 40 人ほどの登録

があります。また、園庭開放は親子が自由に遊ぶだけでなく、地域支援担当職員が中心となって親子手遊び

や親子体操なども交え、紙芝居や「親子で遊び方を学ぶ」ためのプログラムも作成し、充実を図っています。

これは職員のスキルアップにもつながっています。育児講座は以前は年に 2 回でしたが、現在は「食育講

座」「手作りおもちゃを作ろう」「ベビーマッサージ」「歯磨き指導」「ファミリーコンサート・親子体操」を

テーマとして年５回開催しています。 

さらに今後の企画として、マタニティ・ママを対象にしたものや、地域のつどい的なものを考え、アイデ

ィアを出し合って話し合いを進めています。園の基本理念の一つである「地域の子育ての支援事業の核とな

る」を目指してさらなる発展が期待されます。 
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●独自に取り組んでいる点 

園内の環境づくりに力を入れています 

法人として各園の環境づくりには力を入れていて、関東の系列園である４園を対象として環境設定に関す

る研修会を開催しています。それを受けて、園としてある程度の統一した環境づくりの申し合わせと、クラ

ス独自の取り組みとを調和させています。 

統一した環境づくりとして、家庭的な雰囲気と美的意識を大事にします。例えば、壁には最小限の掲示だ

けにする、保育士は通常保育時にはエプロンを着用しない、色を意識する、おもちゃはブロックなども大き

な箱やかごなどに入れるのではなく、子どもが自分で選べるように小分けにして手に取りやすくする、など

を申し合わせています。 

その上で、各クラスの独自性や保育士の個性を尊重し、クラスの環境づくりを任せます。各クラスでは子

どもの発達過程を考慮し、おもちゃや敷物、小物などを保育士が選び、子どもが手を出したくなるような楽

しいコーナー、遊びたくなるコーナーを、それぞれ創意工夫して作っています。 

公立保育園からの移管以来、園の改修や備品の入れ替えも少しずつ行ってきました。厨房と廊下の堺の壁

はガラス戸になって明るい色のひさしとカウンターがつき、子どもたちと給食室との楽しい交流ができるよ

うになりました。乳児保育室も１、２歳児保育室と廊下の間の壁が取り除かれ、広々とした開放的な雰囲気

になりました。玄関の外には子どもたちの「いこいの場」を職員が手作りしました。玄関には花や小物など

がさりげなく飾られ、保育室内は床、机、棚等が木製の落ち着いた色調で統一され、小さな観葉植物を飾っ

て暖かな雰囲気を作っています。 

子どもたちが落ち着いてじっくり遊べるように、楽しく園生活を過ごせるように、というこれらの取り組

みは子どもたちにも保護者にも受け止められ、子どもたちは遊びに集中し、アンケートでは保護者からの評

価も得ています。「もっともっと遊んで もっともっと考えて 大きく大きく夢をふくらまそう」という園

および法人の保育のねらいを実現していく取り組みの一つといえます。 

 

 

●引き続き取り組みが望まれる点 

保護者に対し、継続して、夢工房の目指す園づくりへの理解を求める努力が望まれます 

今回の保護者アンケートの結果では、保育内容の「遊びについて」は特に満足度が高く、また、園が「子

どもが落ち着いてすごせる雰囲気になっている」、子どもが「大切にされている」「園生活を楽しんでいる」

についても、高い満足度を得ています。 

それに比べて、「年間の保育や行事に保護者の要望が活かされているか」ほか、園と保護者との連携･交流

に関する満足度は低くなっています。 

園は公立保育園からの移管以来、地域の特徴や保護者の意向を配慮し、常に保護者との話し合いを大切に

し、特に園長の交代や園の改装工事の際には保護者一人ひとりと話し合うこともあり、慎重に取り組んでき

ました。現在、移管後６年目を迎え、運営法人「夢工房」の目指す園作りを徐々に進めているところです。

法人の新しい取り組みなどについて、さまざまな意見も寄せられています。一つひとつの意見を尊重し、引

き続き園からの丁寧な説明と、まだ納得できないでいる保護者との連携・交流への努力が望まれます。 
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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。 

・保育理念は「子どもの最善の利益を考慮し、利用者主体を根幹に、行政、

地域、保育園の緊密な連携を強化し、地域の子育て支援事業の核となる」

として、利用者を尊重し地域にも目を向けたものとなっています。さら

に保育目標として、「他人の気持ちが分かる子ども」「自分らしく生きる

子ども」「感性豊かな子ども」の３点を挙げ、園目標は「もっともっと遊

んで、もっともっと考えて、大きく大きく夢をふくらませよう」として、

どれも利用者を主体としたものとなっています。職員は園の理念や基本

方針を踏まえて保育にあたるようにしています。 

・保育課程は法人が保育理念にもとづいて基本的な内容を作成し、園で地

域の実情等を踏まえて見直しています。保育課程は健康、人間関係、環

境、言葉、表現について子どもの成長に合わせて記載され、内容は子ど

もの最善の利益を第一義にしたものとなっています。 

・保育士は子どもの態度や表情から子どもの気持ちをくみ取り、また言葉

で表現できる子どもには自分で話すよう促して、意見や気持ち、要望を

聞いています。 

・指導計画は柔軟性を持たせて、子どもの発想を取り入れて保育の内容を

変更することがあります。子どもたちの自主性や主体性を育てるという

視点で保育を行っています。 

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。 

・入園説明会の際に親子面接を行い、子どもの様子を把握しています。ま

た、成育歴、既往症や心配な健康状態、生活の様子などについて保護者

に児童票への記載をお願いしています。このような入園前に把握した内

容は、担任に伝えて日々の保育に生かし、また既往症やアレルギーなど

重要な事項は職員全員に周知しています。 

・短縮保育については園のしおりや説明会で詳しく説明し、標準的な期間

で行うことを勧めていますが、保護者の状況により期間を変更できるこ

とも伝えています。入園当初の 1、2 か月は在園児と新入園児を分け、
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それぞれに配慮した保育を行っています。0、1、2歳児は子どもが安心

して過ごせるように担当制にしています。また、0、1 歳児は連絡帳が

あり、家庭と園で細かく連絡を取り合っています。2 歳児以降はクラス

の1日の様子を紹介する写真や文章を保育室に貼って知らせています。

・3、4、5歳児のクラスは複数担任制にしており、クラス内で子どもたち

の状況を検討して保育の計画や実施内容の評価・見直し、次の月の指導

計画の作成をしています。毎月の乳児会議、幼児会議で調整を図り、さ

らにカリキュラム会議で園全体での見直しや検討を行っています。 

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

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。 

・保育園の屋内、屋外とも清掃が行われ、清掃・点検チェック表で確認し

ていて、清潔に保たれています。室内は床、机、棚等が木製の落ち着い

た色調で統一され、小さな観葉植物を飾って暖かな雰囲気を作っていま

す。各保育室に空気清浄機や温湿度計を設置し、時々窓を開けて換気を

しています。各保育室には南側に大きな窓があって明るく、廊下には天

窓があって柔らかな光が差し込んでいます。室内・廊下は整理整頓され

てすっきりと片付き、また各保育室では自由遊びや午睡の時間に、優し

いオルゴールの音色の音楽を流しています。 

・0 歳児保育室に面して沐浴施設が、またほかにも温水シャワーの設備が

あり、汗をかいたときや排便時など必要に応じて使用しています。沐浴

室やトイレの清掃は職員が当番制で行い、トイレ清掃点検表で確認して

清潔に保っています。 

・低年齢児の保育室は、床をマットで区切ったり畳の部分を作り、低い机

や棚で仕切ることで、小人数で落ち着いて遊べる構成にしています。0

歳児は子どもが眠くなったときには畳に布団を敷いていつでも寝られる

ようにしています。1、2 歳児の部屋は、ソファのある絵本コーナーや

ままごとコーナー、床に線路を広げて遊べる場所等があり、子どもたち

は好きな場所で遊んでいます。 

・異年齢児交流の場としてはランチルームがあり、3、4、5歳児が食事を

するほか、毎月開かれるお誕生会には0歳から5歳児までが参加してい

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過程

に応じた対応をし、その記録があ

るか。 

・0、1、2歳児は月間指導計画に個人名を書き入れ、生活に関する計画や

個別配慮について記載しています。幼児についても、特別な課題がある

場合は個別の週案にねらいを書き入れて経過を記録しています。個別の

計画について、0、1 歳児は保護者と連絡帳で連絡を取り、送迎の際に

話をしたり、必要な場合は面談を行って、オムツはずしや離乳食の進め

方などについては保護者に説明した上で行っています。また幼児も特別

な課題のある子については、保護者と連絡帳を使用して情報共有をして

います。計画の見直しはカリキュラム会議で検討し、保護者に伝えてい
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ます。 

・保育所児童保育要録を小学校に送付しています。子どもの個別な状況や

要望は、入園の際に保護者から「児童票」や病気等に関する「園児登録」

に記載してもらい、変更があった際は連絡してもらっています。入園後

の子どもの成長発達記録は、個別の経過記録と健康手帳に記録して、必

要な際は見ることができるよう事務室の鍵のかかる棚に保管していま

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。 

・配慮を要する子どもを受け入れ、横浜市総合リハビリテーションセンタ

ー（療育センター）の研修や療育センターの巡回相談を受けています。

その子どもに合った支援法についてケース会議を行い検討しています。

個別対応ファイルに巡回相談の面接記録や療育センターでの研修報告を

とじ、日常の様子は個人経過記録に記載して、必要なときに確認できる

ように事務室内に置いています。 

・障がい児を受け入れ、障がいの特性を考慮した環境や対応法を検討して

個別指導計画を作成しています。個人日誌に計画のねらいや活動内容、

園児の様子、保護者や関係機関との連携、反省等を書き入れて、次の計

画の作成をしています。園内はバリアフリーになってはいませんが、必

要な場合は介助を行う予定です。子どもたちにはそれぞれが違っていて

良いことを伝え、障がいもそうした違いの一つとして扱っています。障

がいのある子どももない子どもも気にせず一緒に遊んでいます。 

・虐待のマニュアルがあり、研修や職員会議により定義や早期発見のポイ

ントなどが周知されています。虐待が明白になった場合には港北区福祉

保健センターに通告・相談していて、虐待が疑われる場合や休みがちな

場合は見守りながら記録を残し、必要な場合に関係機関に連絡していま

す。 

・アレルギーのある子どもには、主治医の指示書の提出をお願いして除去

食を提供しています。職員は研修や職員会議でアレルギーについて学び、

注意すべき点や必要な情報などを得ています。毎月、献立と含まれる食

材の一覧表を保護者に渡し、除去する食材をチェックしてもらった上で

保健師と栄養士が確認を行って給食を準備しています。アレルギーの子

どものみ、名前付きのトレイを使用し、名前、除去内容を書いた札に職

員がサインを書き入れてチェックをし、出しています。 

・文化の異なる子どもに対して、要望があれば生活習慣や食事等に配慮す

る予定で、絵本や紙芝居で世界にはいろいろな国があることを伝えてい

ます。子どもたちには一人ひとりが違っていて良いことを話しています。

保護者へは必要な場合は配布物にルビを振って読みやすくしています。
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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であり、苦情解決責任者は園長と法人の統括園長

です。苦情の受付担当者、解決責任者、苦情解決の方法、第三者委員の

名前と連絡先、第三者委員に苦情申し立てができること等を園のしおり

に記載しています。またほかの苦情相談窓口として、港北区福祉保健セ

ンター、横浜市福祉調整委員会、かながわ福祉サービス運営適正委員会

を園のしおりに載せています。 

・行事後のアンケート・個人面談・懇談会の際に保護者からの意見や要望

を聞き、廊下には意見箱を設置しています。保育士は意見や要望につい

て、まだ話のできない子どもからは態度や表情から読み取り、あまり意

見を表明しない保護者には送迎の際に希望などを聞くようにしていま

す。 

・苦情は苦情解決規定に沿って解決を図っています。第三者委員は行事に

招待し、日常的にかかわりを持って苦情に迅速に対応できるようにし、

また法人へ苦情・要望が来た場合には、法人本部と連携して解決を図る

こともあります。要望や苦情の内容や対応策は職員会議で話し合い、内

容と解決策を記録しファイルに入れて園内に保存しています。またこの

記録は法人へも伝わるシステムとなっていて、法人でも苦情についての

分析・検討をしています。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

・各保育室は、子どもたちが自分の好きな遊びを選んで十分に楽しめるよ

うに、さまざまなコーナーを作っています。車を走らせたりするコーナ

ーは広い床をとり、ままごとコーナーには敷物を敷き、静かな遊びは机

や椅子を置いたコーナーなどでできるようにしています。それぞれのコ

ーナーを独立した構成にし、ひとつのコーナーで遊んでいると、ほかの

コーナーを意識せずに落ち着いて遊べように工夫しています。 

・子どもの発達過程に合わせて、手先を使うことに興味を持つようになる

と細かいビーズ遊びを取り入れたり、仮名に興味を持つようになるとカ

ルタを取り入れたりしています。また、年齢が上がるにつれ、ブロック

の種類を多くして、精密な製作もできるように配慮しています。おもち

ゃや教材は自由に取り出せ、子どもたちは好きなものを持ってきて主体

的に遊んでいます。 

・一斉活動も発達過程に従って楽しんでいます。例えば、鬼ごっこは追い

かけっこから始まり、しっぽ取りになり、しっぽを取られまいと逃げる
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(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。 

楽しさ、そして、取られてもまた付けてもらう遊びだったのが、次には

しっぽを取られると鬼になる、というように、だんだんとルールが発展

していきます。しかし一方で、一斉活動に偏らないように、自由に遊ぶ

時間も十分に確保しています。 

・子どもたちは、夏には、かたつむり、カブトムシ、ザリガニなどを飼育

して、観察しました。また、プランターで夏野菜を育て、収穫したトマ

トをクッキングのピザに使ったり、ナスを給食室で調理してもらったり

しました。朝顔、ひまわり、パンジーなどを育てて記録を取ったり、種

を取ったりもしました。５歳児クラスでは、散歩に行くときには各自散

歩図鑑を持って行って、見つけた花や虫を調べたりしています。 

・各クラスで子どもたちが発達状況に合わせて自由に気持ちを表現できる

ように、年齢に応じてハサミや色鉛筆、クレパス、のり、粘土など、さ

まざまな素材を用意して自由に使えるようにしています。また、リズム

遊びなどを取り入れ、音楽に合わせて体を動かすなど、気持ちを表現で

きるようにしています。 

・異年齢の子どもたちが一緒に遊ぶ日を毎月設定して、「ちょこっと会」と

名づけています。「ちょこっと会」では幼児が縦割りグループで活動し、

大きい子どもが小さい子どもに気づかう姿も見られます。また、園庭で

自由に遊ぶ時間には、どの保育士も全体の子どもたちを見守りながら一

緒に遊んだり、異年齢の子どもたちが一緒に遊べるように配慮していま

す。園庭の玄関側には「いこいの場」というスペースを職員が手作りし、

4～5 人が靴を脱いでくつろげるスペースとなっています。園庭で遊ん

でいる子どもたちは遊び疲れると「いこいの場」に来て、おしゃべりを

したりお茶を飲んだりしています。 

・天気の良い日には、必ず園庭に出て遊んでいます。また、各クラスとも

月に 2～3 回は園外活動の日を計画しています。そのほか、法人から資

格を持った体育指導員が派遣され、幼児クラスは月に2回体操教室を取

り入れています。年齢別の体育遊びブログラムがあり、発達過程に応じ

て、年間を通して計画的に身体と心の育成を図っています。乳児クラス

では各担任がそれに準じた体育遊びを工夫して取り入れています。 

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。 

・食事は子どもの食べようという意欲を大切にし、苦手なものは減らして、

「食べられた」という達成感を大切にしています。後からお代わりをす

るようになる場合もあります。栄養士・調理担当職員と保育士が協力し

て毎月クッキングと食育指導をしていますが、クッキングで作ったもの

は普段は苦手なものでも子どもたちはよく食べます。 

・栄養士・調理担当職員は、子どもたちが食材に関心を持つように、野菜

などその日の食材の実物が入ったカゴを給食室の前に置いて、誰でも見

られるようにしています。乳児クラスでは、園内散歩で給食室の前の食

材カゴを見に行ったり、食事の前にカゴをクラスに持ってきて見せたり
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(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。 

しています。5 歳児クラスの当番は、その日のメニューで使う食材を 3

色栄養群の絵のあるホワイトボードに分類します。そのようなことを通

して子どもたちが食材への関心を高め、食事を楽しめるように工夫して

います。 

・食事のときには静かで明るい感じのバックミュージックを流したり、テ

ーブルクロスをかけたり、テーブルに小物を置いたりして、遊びの時間

とは違う雰囲気を作っています。 

・食材に関しては、野菜・果物は生産地を確認し、肉類は国産を使用し、

すべての食品で中国産を避けています。食器も安全性を配慮して、メラ

ミン樹脂やアルミは使用せず、強化磁器陶器または陶器のものを使用し

ています。 

・毎月1回給食会議を実施し、保育士から献立に関する実際の状況や意見

を聞き、それを法人の栄養士会議に反映させています。年齢により切り

方を変えたり、重いメニューが重なっていたかどうか、などを検討して、

献立や調理方法の工夫をしています。 

・毎月献立表・給食だよりを発行し、旬の食材を紹介し、園で心がけてい

ることや毎月の食育ニュース、献立作成のポイント、子どもたちに好評

だったメニューのレシピなどの紹介をしています。クラスでクッキング

をしたときにはそのクッキングのレシピをクラスに掲示し、家庭でも親

子で作って楽しめるようにしています。 

・保護者に対して、毎年実施している「保育参加週間」で、子どもたちの

食べている食事を一緒に味わってもらうようにし、また、年に1回「食

フェア」を開催し、園で配慮していることなどを伝えています。今年度

の「食フェア」は、「いただきます・ごちそうさま」を大テーマとしまし

た。保護者向けには展示をしたり、年齢に合わせた３つの食育絵本を作

成して親子で遊べるようにしたりしました。いずれも、食べ物の大切さ

や食材への関心、食にかかわっている人への感謝の気持ちなどを持って

もらうことをねらったものです。 

・午睡の場所はカーテンを閉めてある程度暗くし、室内の温度・湿度に配

慮し、静かなオルゴールの曲などをかけて、落ち着いて眠りにつけるよ

うにしています。乳児はあお向け寝にしていて、6ヶ月児までは5分ご

と、6ヶ月から2歳児クラスになるまでは10分ごとに子どもの様子を

チェックしています。 

・トイレットトレーニングはまずトイレが好きになることから始めていき、

家庭と連絡を取りながらあせらずに子どもの様子を見つつ、個別に取り

組んでいます。 

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。 

・子どもの健康管理は園作成の「年間保健計画」をマニュアルとし、これ

にしたがって行っています。保健師は日々子どもの状況を確認していま

す。 
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(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。 

・年に1回健康診断と歯科健診があり、その結果を記録しています。また、

健康手帳を個別に作成し、種々の測定、健診結果などを記録して毎月 1

回保護者に渡しています。その際に、既往症などの情報があれば書き込

んでもらい、関係職員に周知しています。 

・法人作成の「感染症予防マニュアル」があります。保護者に対しては、

「保育園のしおり」に登園停止基準や保育中に感染症等の疑いが生じた

場合の対応を明記し、周知しています。 

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。 

・衛生管理に関しては、「感染症予防マニュアル」および「安全管理マニュ

アル」に記載されています。 

・清掃はマニュアルに基づいて行われ、園内を清潔な状態に保っています。

特にトイレに関しては「トイレ清掃点検表」を活用して、清潔さや汚れ、

臭いなど7項目について日々チェックするようにしています。 

・マニュアルは保健師を中心として、毎年、職員会議で見直しをし、嘔吐・

下痢の適切な処理方法については実地研修するための時間を設け、職員

全員参加で実施しています。 

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。 

・安全管理に関するマニュアルは、法人作成の、不審者対応を含めた「危

機管理対応マニュアル」のほかに、園独自の「安全管理マニュアル」を

作成し、状況の変化などに応じて職員会議などで確認、見直しをしてい

ます。 

・毎月1回避難訓練を実施し、そのうち年に1回は保護者への引渡し訓練

を実施しています。引渡し訓練にはほぼ９割の保護者が参加しています。

地域の避難場所への誘導訓練も実施し、不審者対応訓練の際には警察署

の指導も受けています。 

・子どものケガについては、「保育園のしおり」に詳しく園としての考え方・

方針を記していて、保護者に周知しています。軽傷であっても保護者に

連絡し、保健日誌に記録する方針でいます。職員が危なかったと感じた

ものについてはヒヤリハット報告書を作成し、事故防止に努めています。

・不審者が園内に侵入しないように、出入り口である門は通常は施錠し、

安全対策としてセコムと契約しています。また、不審者に対する緊急連

絡体制を確立しています。 

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。 

 

・子どもの人格を辱めるようなことをしてはならないことを、全職員が認

識しています。保護者にも配布している「夢保育園の誓い」は、まず、

「わたしたちは 子ども一人ひとりの生命の尊厳を守り 人格を尊重し

人権の擁護につとめます」とうたっています。保育課程には度々「子ど

もの話を優しく受け止め」「子どもの気持ちを温かく受容し」というよう
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(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。 

な配慮事項を明記しています。 

・子どもに対する態度や言葉遣いについては度々会議でとりあげ、相互に

配慮しています。職員はまず子どもの気持ちや発言を受け入れるように

し、「～しなさい」という言葉は使わないように注意し合っています。 

・各クラスとも、さまざまなコーナーを設置していて、子どもが友達や保

育士の視線を意識せずに遊べる場所があります。 

・守秘義務に関しては、職員と実習生、保育参加の保護者に誓約書をもら

っています。ボランティアには口頭で説明し了解を得ています。 

・個人情報の取り扱いについては、「個人情報の取り扱いについて」を作成

してガイドラインとし、会議や研修で職員に周知しています。保護者に

対しては、「保育園のしおり」に「個人情報の取り扱いについて」を掲載

し、写真撮影や個人情報に関する取り扱いを詳細に記し、毎年入園説明

会や進級説明会の際に説明して文書で了解を得ています。 

・性差については職員間で話し合い、互いに気づいたことを注意し合うよ

うにしています。職員研修でも、子どもたちを男女としてではなく、人

としてとらえることを学んでいます。保育場面で、遊びや役割などで性

別による区別はしていません。 

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。 

・「園のしおり」に園の「基本理念」「保育方針」「保育目標」「保育のねら

い」を明記し、毎年度、入園・進級説明会の際に説明し、保護者に理解

してもらった上で「入園・進級についての同意書」を書いてもらってい

ます。また、懇談会や保育参加の際、また日常保育でも保護者と子ども

について話し合ったりする中で、保育方針などが具体的に理解されるよ

うに努めています。 

・子どもの送迎時には、保護者と互いにその日の子どもの様子を伝え合う

ようにしています。そのほか、4、5月に全園児の個人面談を、2月・3

月にそれぞれ幼児・乳児の進級説明会を兼ねてクラス別懇談会と、子ど

もの成長を見てもらうための保育参加を実施しています。保育参加はそ

の他１ヶ月の期間を設け、自由に参加してもらうようにし、給食も試食

してもらっています。懇談会、保育参加には9割以上の保護者が参加し

ています。 

・保護者からの相談には随時応じています。担任、副主任、主任、園長そ

れぞれが相談に応じています。特に時間を設けて面接した件については

相談記録をファイルしています。 

・毎月「園だより」「給食だより」「ほけんだより」を発行し、園生活に関

する情報を提供しています。また、日々、その日の各クラス保育の様子

を「Today’s memory」という掲示板で紹介し、日常保育の様子の写

真も掲示しています。そのほかに、写真集から欲しい写真を園に注文す

ることもでき、インターネットで注文できるシステムも導入しています。

・年間行事予定表は進級説明会の際など３月中には配布し、保護者が保育
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参加などに出席する予定を立てやすくしています。懇談会や保育参加に

参加できなかった保護者には、レジメを配布したり、個別に話す機会を

作るようにしています。 

・保護者会の総会や役員会に園内の部屋を貸しています。また、保護者会

総会には出席可能な職員が参加し、園長は保護者組織と日常的にコミュ

ニケーションをとっています。 

 

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。 

・園庭開放や一時保育に参加する地域住民、また相談希望の地域住民から、

施設に対する要望などを聞いています。 

・園の専門性を生かした取り組みとして、地域向けに一時保育、交流保育、

園庭開放、育児講座を提供しています。 

・一時保育はその年度 4 月 1 日に 1 歳児以上になっている子どもを対象

とし、年に2回春秋に説明会と登録会を開催しています。年間40人ほ

どの登録があります。 

・園庭開放は原則として毎週火曜日に9時半から11時半まで行っていま

す。乳児園庭、幼児園庭どちらも開放します。親子が自由に遊ぶだけで

なく、地域支援担当職員が中心となって親子手遊びや親子体操なども交

え、紙芝居や親子で遊び方を学ぶためのプログラムも作成し、実施して

います。これは職員のスキルアップにもつながっています。 

・交流保育は、園の行事のうち、前もって準備の必要のない誕生会や豆ま

きなどに、園庭開放や一時保育を利用している子どもたちを招待して交

流しています。ハロウィン祭りの際は製作にも参加してもらいました。

・育児講座は年5回開催し、園のホールで行います。テーマは「食育講座」

「手作りおもちゃを作ろう」「ベビーマッサージ」などで、園児の保護者

の参加もあります。 

Ⅲ－２ 保育園の専門性を活かした相談機能 

(1) 地域住民への情報提供や育児相

談に応じているか。 

(2) 相談内容に応じて関係諸機関・団

体との連携ができる体制になっ

ているか。 

・園からの地域向けのお知らせを門扉に掲示するほか、ホームページや「日

吉周辺の子育ち通信」などの地域の情報誌で情報提供をしています。ま

た、園で行っている子育て支援情報を近隣の郵便局にも掲示しています。

・育児相談は随時受け付けていますが、予約してもらって、相談内容に応

じて適切な職員が対応するようにしています。 

・必要な関係機関をリスト化しています。相談内容に応じてそれらの機関

と連携できるようにしています。 
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評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

(1) 保育園に対する理解促進のため

の取り組みを行っているか。 

(2) 子どもと地域との交流により、子

どもの生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

・園主催の夏祭りやバザーなどの行事の案内を近隣にポスティングしたり、

一軒一軒に声をかけたりして、招待しています。 

・散歩や商店街への買い物などで地域の人たちと接し、あいさつなどをか

わしています。また、5 歳児クラスは綱島公園のログハウスを利用して

います。 

・近隣の公立保育園との合同行事「ドッジボール大会」は年１回の恒例行

事になっていて、毎年交流しています。また、地域ケアプラザへ5歳児

クラスが訪問し、デイサービスの利用者たちと伝承遊びをしたり、体操

を一緒にしたりして交流しています。 

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。 

・主にホームページで地域や関係機関に随時園の情報を提供しています。

また、地域の情報誌にも園の情報を提供しています。 

・園の情報への問い合わせに対しては、常時、園長か主任が対応できるよ

うにしています。見学希望者には、保育に支障をきたさず、かつ見学者

に子どもたちの様子をよく見てもらえるように、平日の午前の活動時間

に見学をしてもらっています。見学希望者が多い時期には７～８組を 1

グループとして、園長が説明しながら見学をしてもらっています。 

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。 

・ボランティア受け入れのためのマニュアルは、職員向けの「全員が理解

しておくこと」と、ボランティア向けの「ボランティアさんへ」を用意

しています。 

・「全員が理解しておくこと」を使用して、職員にボランティア受け入れの

意義や実際的な手順、ボランティアへの接し方などを説明しています。

また、「ボランティアさんへ」を使用して、ボランティアに園の理念その

他必要な配慮などを説明しています。 

・ボランティアの感想は園長が面談して聞き取り、職員にフィードバック

しています。 

・実習生については「実習生受け入れの手引き」をマニュアルとして使用

し、実習生に園の理念や利用者への配慮などを説明しています。 

・実習プログラムは実習校の方針に沿って具体的なやり方を相談し、プロ

グラムを作成しています。意見交換はその都度行い、最後に担当が意見

をまとめて反省会を行っています。 
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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。 

・複数担任制を取って経験のある保育士と新人保育士が組むようにし、副

主任を乳児担当と幼児担当それぞれに配置して、必要な場所に適宜フリ

ーの保育士が入っています。 

・人材育成計画は法人本部が作成し、人事考課と連動して行っています。

人事考課では経験別、職務別のチェック表があり、自分の現状を把握し

て目標を決めています。年2回の園長面接で達成度の評価を行っていま

す。 

・内部研修として、新人研修や救急救命法の研修を行うほか、園内で実践

した活動（保育）について参考になるものは、担当者がねらいや流れ、

工夫した点を報告会で発表しています。また外部で受けた研修の報告を

職員会議でしています。職員会議や報告会には非常勤職員も参加し、参

加できなかった職員は記録を見て、内容を把握しています。 

・非常勤職員にも業務マニュアルを渡し、常勤職員と共に保育にあたりな

がら職員間のコミュ二ケ̶ションを図っています。非常勤職員の指導に

は主任が担当し、さらに園長面接を行って育成を図っています。 

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。 

・経験や役割に応じた人事考課表により、自分のスキルについて振り返る

仕組みがあります。また、保育士は指導計画の作成を当番制で担当する

ほか、大学の講師に指導を受けたり、英語と体操で子どもたちが受ける

専門家の指導を見て、技術の向上に役立てています。 

・日案、週案、月間指導計画に省察を書く欄があり、日常の保育について

振り返りを行う仕組みとなっています。振り返りには保育士の配慮とと

もに子どもたちの様子や変化についても記載し、職員会議やカリキュラ

ム会議ではこの振り返りをもとに、その後の保育について検討していま

す。 

・保育士はクラスミーティングや職員会議で、振り返りの結果について話

し合うほか、すべての職員が年間行事や教材の担当者となり、行事終了

後には担当者間で反省を行っています。振り返りの結果、保育や行事内

容の見直し等を行って次年度に生かしています。今年度より、保育園の

自己評価を年度末に行い、公表する予定です。 

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

・各職員が書き入れる人事考課表には、経験や役割に応じた期待水準が書

かれ、それを確認しながら自己評価をしています。また、職員から業務
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高めているか。 提案を募ったり、新人職員にマニュアルについて意見を求めて、仕事へ

積極的に参加できるよう図っています。職員の要望や希望は年2回の園

長面接や、年数回行われる主任面接で聞き、一般職員が幹部職員を評価

する取り組みなどで職員の満足度を把握しています。 

・保育士、栄養士、保健師等はそれぞれその専門性に応じて、意見を交換

しながら連携を取って保育にあたっていますが、園の最終的な責任は園

長が取り、事務は本部が統括する体制になっています。 

 

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。 

・保育園および職員が守るべき法・倫理等は就業規則に明記され、年度末

に職員に話をしています。不正・不適切な事例について法人園長会で検

討し、職員会議で啓発しています。経営状況は法人のホームページから、

運営状況は園のホームページから見ることができます。 

・環境への取り組みとしてゴミの減量化を図り、お絵かきや折り紙に裏紙

を使用したり、牛乳パックで物入れを作成、厨房や事務所内でもゴミを

減らすよう努め、紙ごみを地域の廃品回収に出しています。さらに緑化

の促進や省エネのためにゴーヤで緑のカーテンを作っています。5 歳児

の年間指導計画には 3Ｒ活動（リデュース、リユース、リサイクル）を

意識した活動を行うことを明記しています。 

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。 

・職員が理念・基本方針を周知できるように、月間指導計画に理念、方針、

目標を都度書き込むようにし、法人目標、園目標を事務室に掲示してい

ます。また、園長や主任との面接の際、会議の際などに理念・基本方針

について理解しているかを確認しています。 

・重要な意思決定について、職員には職員会議で説明し、保護者には保育

園のしおりに記載したり配布物を出し、進級・入園の際の説明会や行事

などの際に説明しています。制服の導入については、園は保護者へ実施

前に数年にわたり説明を行って理解を求め、園長が交代したときは、個

人面談の際に園長も同席して説明を行っています。 

・法人は副主任、主任試験を実施して、ふさわしい人材を登用するように

しています。主任、副主任は担任を持たず、必要な場所に入ることで、

全体の状況を把握するようにしています。また主任は、職員面接を行っ

て個々の状況を把握した上で職員に助言や指導を行い、職員からも信頼

されて相談を持ちかけられています。主任は職員が提案した計画が実現

できるように協力し、職員が仕事に意欲ややりがいが持てるように、ま
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た経験を積んで成長していけるように図っています。 

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。 

・事業運営に影響のある情報は、法人が全国社会福祉協議会や専門情報誌

などから情報を収集・分析をし、毎月開かれる関東園長会や法人園長会

で周知し検討しています。園長会の内容は職員会議で伝え、職員会議で

話し合っています。 

・中長期的な事業計画は法人本部で作成しており、行政の施策の方向性を

見ながら保育園を増やしていくことなどを挙げています。 

・次代の組織運営に備え、法人を中心に人事考課制度の評価方法、3 歳児

以上の幼児教育等について検討しています。さらに園としては地域への

情報の発信を課題ととらえ、それが保育士のスキルアップにもつながる

よう、内容を検討しています。幹部職員は研修計画や人事考課により育

成を図り、法人の運営に関しては、外部の監査法人などの意見を取り入

れています。 

 



18 
 

 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2012年 11月 30日～12月 17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    

48.4% （122枚配付、59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、 

「不満度」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】 

 

・回収率は48.4％であり、半分弱の保護者からの意見の集約となりました。 

・園の保育目標や保育方針については、回答したうちの 5９％の保護者が「良く知っている」「まあ知ってい

る」と答えている一方、「あまり知らない」または「まったく知らない」と答えた保護者は20％でした。「良

く知っている」「まあ知っている」と答えた方のうち 86％が保育目標や保育方針は賛同できると答えてい

ます。 

・保育園の総合評価としては、約 90％の保護者が「満足」「どちらかといえば満足」と答えており、満足度

は高いものになっています。 

・特に評価が高かったのは「問4：日常の保育内容「遊び」について」で、6項目中5項目が90％以上の満

足度を示し、残りの1項目も89.8％となっています。また「問4：日常の保育内容「生活」について」も

7項目のうち3項目が90％以上、残りの4項目もすべて80％以上の満足度となっています。 

・具体的な項目の中で満足度が高かったものは、「問 4：生活について」の「お子さんが給食を楽しんでいる

か」が98％、同じく「給食の献立内容について」と「問7：職員の対応」の「お子さんが保育園生活を楽

しんでいるか」が97％となっています。 

・一方「不満」「どちらかといえば不満」という意見については、「問 3：年間の計画について」で 2 項目の

どちらも、また「問 6：園と保護者との連携・交流について」は 7 項目中 4 項目で不満度が 20％以上で

した。 

・細かい項目では、「問5：快適さや安全対策」の「外部からの不審者侵入を防ぐ対策」が32％、「問3：年

間の計画について」の「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 29％の不満度でした。 

・この結果、保護者は園の日常保育に大体満足だと感じ、特に給食に対する評価は高いものと推察されます。

保育については、保護者から「どの先生も温かく子どもたちを見守ってくださり、感謝しています」「先生

への教育がとても良いです」との言葉が寄せられています。一方、安全対策や年間行事についての説明、園

と保護者との連携・交流等について改善を望む保護者が多いと考えられます。法人の方針についての意見や

「クラスや子どもの様子をもっと知りたい」「懇談会を増やしてほしい」等の意見も寄せられています。園

からの説明や保護者との交流が引き続き行われることが望まれます。 

 

 



■ 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

5.1%

まあ

知っている

54.2%

どちらとも

言えない

18.6%

あまり知らない

15.3%

まったく

知らない

5.1%

無回答 1.7%

賛同できる

60.0%
まあ

賛同できる

25.7%

どちらとも

言えない

11.4%

あまり賛同

できない

2.9%

19



■ 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 50.8 16.9 10.2 0.0 22.0 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

45.8 35.6 11.9 0.0 6.8 0.0

園の目標や方針についての説明には 33.9 47.5 6.8 3.4 6.8 1.7
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

47.5 39.0 6.8 0.0 6.8 0.0

保育園での１日の過ごし方についての
説明には

49.2 30.5 10.2 3.4 6.8 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）

37.3 33.9 11.9 13.6 3.4 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 32.2 44.1 11.9 8.5 3.4 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

28.8 37.3 10.2 18.6 5.1 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）

61.0 33.9 5.1 0.0 0.0 0.0

子どもが戸外遊びを十分しているかに
ついては

76.3 16.9 1.7 0.0 5.1 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）

62.7 28.8 5.1 0.0 1.7 1.7

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

54.2 35.6 3.4 1.7 5.1 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

55.9 37.3 1.7 0.0 5.1 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

57.6 35.6 3.4 0.0 3.4 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 71.2 25.4 0.0 0.0 3.4 0.0
お子さんが給食を楽しんでいるかにつ
いては

74.6 23.7 0.0 0.0 1.7 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

66.1 25.4 3.4 1.7 3.4 0.0

昼寝や休憩がお子さんの状況に応じて
対応されているかなどについては

52.5 35.6 5.1 0.0 6.8 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

54.2 28.8 5.1 0.0 11.9 0.0

お子さんの体調への気配りについては 54.2 35.6 6.8 0.0 3.4 0.0
保育中にあったケガに関する保護者へ
の説明やその後の対応には

50.8 33.9 10.2 3.4 1.7 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

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
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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 27.1 52.5 13.6 1.7 5.1 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

50.8 40.7 1.7 3.4 3.4 0.0

外部からの不審者侵入を防ぐ対策につ
いては

20.3 45.8 22.0 10.2 1.7 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

33.9 44.1 18.6 3.4 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

23



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

30.5 42.4 13.6 6.8 6.8 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

49.2 33.9 8.5 3.4 5.1 0.0

園の行事の開催日や時間帯への配慮に
ついては

32.2 39.0 10.2 16.9 1.7 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

39.0 32.2 16.9 6.8 5.1 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

33.9 50.8 8.5 3.4 3.4 0.0

保護者からの相談事への対応には 37.3 39.0 16.9 3.4 1.7 1.7
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

42.4 39.0 6.8 3.4 6.8 1.7

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

61.0 32.2 1.7 0.0 5.1 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

76.3 20.3 0.0 1.7 1.7 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

49.2 23.7 1.7 0.0 20.3 5.1

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

62.7 20.3 11.9 0.0 5.1 0.0

意見や要望への対応については 40.7 28.8 13.6 8.5 8.5 0.0

問８ 保育園を総合的に評価すると

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

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

あなたのお子さんが大切にされてい

るかについては

あなたのお子さんが保育園生活を

楽しんでいるかについては

アレルギーのあるお子さんや障害

のあるお子さんへの配慮について

は
話しやすい雰囲気、態度であるかど

うかについては

意見や要望への対応については

満足 44.1%

どちらかと

いえば満足

45.8%

どちらかと

いえば不満

10.2%
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【参考資料１：中項目別平均満足度割合】
（%）

満足 満足＋どちらかといえば満足
問２　入園時の状況について 48.9 85.9
問３　年間の計画について 31.9 74.3
問４　日常の保育内容　「遊び]について 63.7 96.2
問４　日常の保育内容　　「生活」について 63.4 94.7
問５　快適さや安全対策などについて 34.0 81.0
問６　園と保護者との連携・交流について 39.8 81.2
問７　職員の対応について 63.7 91.5

※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
.689
.640
.621
.610
.603

※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：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
問４「生活」：昼寝や休憩がお子さんの状況に応じて対応されているかなどについては
問４「遊び」：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）

　中項目

設問項目
問３：年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされているかについては
問３：年間の保育や行事についての説明には

0

20
40

60
80
100

問２ 入園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ 日常の保育内容

「遊び]について

問４ 日常の保育内容

「生活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満足 満足＋どちらかといえば満足
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：１月１７日（木）、１月２３日（水） 

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、次々に登園してくる親子に、保育士が一対一で対応します。保護者がオムツを替えたりして、準備の

済んだ子どもを保育士が抱き取り、保護者としばらく話し合います。家庭的な雰囲気を大事にして、園では

保育士はエプロンをしません。保育室では既に登園している子どもたちが遊んでいます。室内は畳の部分も

あり、柔らかいじゅうたんもあり、おもちゃのコーナーもあります。子どもたちは好きな場所で遊んだり寝

転がったり、自由にしています。ブロックや小さい買い物袋などを持ち歩いたり落としたりを楽しむ子ども

たちもいます。一人で座り込んでじっくりと遊んでいる子どももいます。保育士は静かに見守ったり、ブロ

ックで一緒に遊んだりしています。 

食事の前に保育士が絵本を手に「お話しはじまるよ～」と声をかけると、子どもたちは 1 人、また 1 人

とやってきます。この日は「はらぺこあおむし」の絵本を音楽に合わせてページをめくって見ていき、楽し

みました。食事はもうスプーンやフォークを使っています。保育士が「お口まだ入ってる？」と優しく声を

かけて、口に運んであげることもあります。 

 

●1歳児クラス 

 朝のおやつはみんな一緒に食べますが、一斉に座って、というわけではありません。保育士が声をかけま

すが、遊び続けている子どもたちもいます。雰囲気にのって片付け始める子どもを保育士が「上手！」と褒

めたりしているうちに、次第に全員が片付けるようになります。片付けた子どもから手を洗って自分のタオ

ルでふきますが、その一人一人を保育士が見守ります。手をふいたタオルを落としたことに気づかずに行っ

てしまった子どもがいました。別の子どもが黙って拾って、その子どものタオルかけにかけてあげ、保育士

に褒められていました。 

 この日は乳児園庭で遊びました。保育士が並べてくれたジャンパーの中から自分のものを見つけて、手伝

ってもらって着ます。そして帽子をかぶって園庭へ。2歳児も一緒です。雪が降った後で、築山が白く、1

歳児も 2 歳児も一緒になって登ったり降りたり、築山は大人気です。小さいフープをつけて走り回る子ど

もたちもいて、活発です。幼児のもちつきも見に行きました。真剣に見つめていました。 

 食事のときに、保育士がじゃが芋など今日の食材を持ってきて、みんなに見せてくれました。その日のメ

ニューはハヤシライスでしたが、子どもたちは「カレー、カレー」「おいしいね」と大喜びです。ハヤシラ

イスはみんなスプーンで上手に食べていました。 

 

●2歳児クラス 

 今日は散歩なので、その約束などの確認をするため、朝の会では保育士と子どもたちと会話がはずみます。

「道の真ん中を歩いていいかな」「ダメー！」「はしー！」など。そして、トイレに行って、それから自分で

ジャンパーを着ることを確認します。トイレでは便器に座り、自分でパンツのあげさげをする子どもが多い

です。自分で水を流し、手を洗い、手の消毒もします。保育士が見守ります。 

 2 人ずつ手をつないで散歩に出かけました。歌いながら歩き、階段では手を離します。工事の警備員のお
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じさんとあいさつを交わします。公園ではまず滑り台やブランコに乗ります。ブランコは10数えて次の子

どもに代わります。戦いごっこをする子どももいます。ずっと戦って、ついに一人が押し倒されてもう一人

が馬乗りになると、保育士が来て「それイヤだって言ってるよ」と、手を引いて引き離しました。みんなが

牛乳パックで作ったお散歩バッグを持っています。色紙で飾り、自分で絵を描いて、名前がついています。

これに木の葉や木の実、砂など好きなものを入れて運んでいます。ひとり遊びが多いですが、砂場では子ど

も同士のやりとりも少し見られました。 

 食事の前に保育士がパペット（手にはめる人形）で子どもたちに楽しいお話しをしました。終わって保育

士が「おーしーまい！」と言うと、子どもたちは元気よく「ありがとうございました」と声をそろえました。 

 

●3歳児クラス 

 朝、登園してから自由に遊ぶ時間がたっぷりあります。保育室にはいろいろなコーナーがあり、子どもた

ちは好きなコーナーで遊びに集中します。ままごと、ブロック、カルタなど。ブロックは小さなかごに色別

に入っていて、子どもたちは色を意識して2～3人でバナナやポップコーンなど作っています。お絵描きの

コーナーでは友達へのお手紙を絵で描く子どももいます。手先を使う遊びも人気で、部屋の片隅のテーブル

で保育士１人と子ども2～3人が真剣にビーズ遊びをしていました。一人用にお盆と小分けしたビーズ、ハ

ート型や星型などのビーズをはめる型板が 1 セットになっています。細かいビーズを指でとって真剣にき

っちり型にはめていく子どもたちを保育士が見守ります。 

 みんなで簡単なゲームもしました。ハンカチ落しや動物のお手玉を回すゲームなど、何とかルールが分か

ってきています。逃げ切れずにつかまってしまった子どもが足踏みをして怒り出す場面もありましたが、保

育士の手助けがあってみんなで楽しみました。 

 食事は保育士が配膳しますが、苦手なものは自分から減らしてもらい、食べきります。全部食べたらお代

わりができる、というルールもわかっています。お代わりは自分でもらいに行って、カレーなど簡単なもの

は自分で好きな量をよそいます。 

 

●4歳児クラス 

 保育室には発表会で使った浦島太郎の大道具小道具が部屋を飾っています。棚には玉手箱やかめの甲羅も

置いてあり、子どもたちは玉手箱に大事なものを入れたり、甲羅を背中につけて遊んだりしています。 

友達と一緒になって遊ぶ子どもが多くなっています。歌いながらブロックの共同制作をする子どもたち、

おしゃべりしながら絵を描いたり、ままごとをしたりしている子どもたちもいます。ブロックは説明書のつ

いているような複雑なものもあり、「これはバランスが大事なんだよ」と真剣に取り組む子どももいます。

カルタは一人が読み札をしっかり読み、3～4人が競争ですばやく取ります。どちらが取るのが早かったか、

ということでもめごとが起こりました。「ジャンケン」という意見も出ましたが、一人が納得できず、保育

士が間に入ってみんなに状況や意見を聞いていました。 

 園庭でも友達と一緒です。追いかけっこで走り回って「疲れた、疲れた」と「いこいの場」に来て靴を脱

いでくつろぎ、お茶を飲む子どもたち。木の下で葉っぱや石ころなどでごちそう作りに余念のない子どもた

ち。砂場では 3 歳児クラスの子どもも一緒に遊んでいました。園庭からクラスに戻るときには、3 歳児ク

ラスの子どもと 4 歳児クラスの子どもが好きな順に並んで手をつなぎ、保育士が人数を確認して帰ってい

きました。 

  

●5歳児クラス 

 朝、子どもたちは主に 3 つのグループになってじっくり遊んでいました。色鉛筆でお絵描きをしている

子どもたちは机に鉛筆削りまで置いて真剣に描き、描いた紙を重ねて絵本のようにしたりもしています。ブ
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ロックは非常に細かく精密なものもあります。本物そっくりの昆虫や乗り物、恐竜なども作れます。ビー玉

ころがしに夢中になっている子どもたちもいます。何人かで飽きずにやっています。ころがす台はさまざま

に組み立てることができ、組み立て方によってビー玉のころがりがいろいろに楽しめ、組み立て方の紹介説

明書もあります。後から登園した子どもが室内を見回し、ビー玉ころがしのグループにやってきて「入れて」

と言って仲間に加わりました。 

 部屋の隅で、子ども 2 人と保育士で、今日の給食メニューの食材を見つける遊びをしていました。机に

さまざまな野菜などの絵をたくさん並べ、保育士がメニューを読むと子どもがカルタを取るように「これだ

ー」と絵をとります。後で当番が、これを給食室の前の壁にある「3色食品群」に分類して貼ります。当番

はカレーやシチューの日にはクラスの分のお米もとぎ、給食のときには一人ひとりの食事をよそい、お盆に

乗せて慎重に運んでいきます。 

 この日は英語教室もありました。40分間、元気の良いネイティブの先生が大きい絵カードを使い、身振

りも交えながらリードします。今日は季節や天気、月の名前、大きい･小さいなどを、歌や踊り、ゲームそ

して紙芝居も交えて、遊びながら学びました。 

 

 

●まとめ 

どのクラスでも保育士たちはコーナー作りに熱心で、子どもたちはよく遊びます。園庭も広く、乳児園庭

と幼児園庭が分かれているので、乳児ものびのびと体を動かして遊んでいます。園全体で子どもが自分で選

ぶ気持ちを大切にしています。片付けなども強制せず、子どもたちが自分で理解して行動するようにしてい

ます。乳児でも保育士が一緒に遊んだり片付けたりしながら、自分から片付けようとする気持ちを大切にし

ています。自由に遊ぶときをたっぷり楽しんでいるためか、子どもたちは落ち着いていて、機嫌良く園の一

日を過ごしています。 
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 事業者コメント  

 

【第三者評価をうけて】 

 

私たちが大切にしていることと、子どもたちにとって何が大切かということを、全職員で学習会を持ち、丁

寧に確認していくことができました。また職員同士が意見を交わすことで、再確認の場となりました．日々の

保育がどのように営まれ、そのときの子どもたちの様子や会話などが少しでも目に浮かべることができたので

はないでしょうか。 

  

保護者の意向やご意見、また温かい言葉をよみとる時間もいただき、私たちが子どもたちと経験しているこ

とを保護者のみなさまにも感じていただけるよう、子どもたち一人一人の成長が、子ども同士の社会でつなが

り、学びの場である保育園をもっと知っていただくよう、発信が大切で必要と感じました。 

   

日吉西夢保育園にかかわるみなさまに「笑顔・安心・健康」でいられるようにこれからも務めていきたいと

思います。 

 

                                   日吉西夢保育園 職員一同 

                                    主任 三浦 里美 

                                    園長 下地 父母里 
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