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【評価実施概要】 

 

事業所名 にじいろ保育園いずみ中央 

事業所への報告書提出日 2013年 3月 7日   （評価に要した期間）5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、パート会議で全職員に第三者評価について説明し、全職

員に自己評価票を配布。各人がすべての項目に記入した。 

② 個人で記入したものをもとに、各クラスで意見交換しながら確認し

た。 

③ それを持ちより、異なる部門とも意見交換し1つにまとめた。 

実施期間 

2012年10月 ～ 12月14日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（45 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29日 ～ 11月12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・法人本部職員にヒアリング。 

実施日 第 1日：2013年１月15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５名、栄養士1名、主任に個別にヒアリング。

その後、園長・法人本部職員にヒアリング。 

最後に意見交換を行い、終了。 

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

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1日：2013年１月15日 

    第 2日：2013年１月23日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

にじいろ保育園いずみ中央は、相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅から歩いて 5 分ほどの店舗やマンショ

ンが並ぶ一角にあります。園の周囲は緑が多く、大小の公園や和泉川沿いの散歩道、森などがあり、豊かな

自然と触れ合うことができます。 

にじいろ保育園いずみ中央は平成 21 年（2009 年）4月 1 日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。法人は神奈川県内で多数の保育園を運営するほか、東京都や千葉県などで保育園や学童ク

ラブを運営しています。また、病院・企業・大学内の保育受託サービスも展開しています。 

園舎は、鉄筋コンクリート造 4 階建てのビルの地下１階から３階までを用いています。園の前には小さ

な園庭があり、子どもたちがプランターで花や野菜を育てています。 

定員は56名（0歳児～5歳児）、開園時間は平日は7:00～20:00、土曜日は7:00～18:00 です。 

保育理念は、「みんなが輝く社会のために、１、陽だまりのような保育園 2、地域とともに育つ保育園 

3、子どもとともに輝いていける保育園」です。保育目標は「～みとめ愛・みつめ愛・ひびき愛～ 信頼・

安定・共感」で、目指す子ども像として「1、自然を愛し、心身ともに健康な子ども、2意欲と根気のある

子ども、3、仲間と関わり、人を思いやれる子ども、4、自己表現ができ、想像力豊かな子ども、5、自分

から考えて行動できる子ども、6、生活に必要な基本的な習慣を身につけた子ども」を具体的に挙げていま

す。   

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは落ち着いて、メリハリのある生活を過ごしています 

保育士は、子どもたちが安全で安心な園生活が送れるよう、一人ひとりに向き合い、温もりのある環境設

定を心がけています。園内での子どもたちは落ち着いていて、それぞれのペースで一人で好きなことをした

り、友達と穏やかにおしゃべりをしたり、一緒に遊んだりしています。また、保育士が話をするときには、

姿勢よく、落ち着いて、集中して聞くことができます。 

保育士は、乳児のときから、着替えや片づけなどを自分でできるよう少しずつ働きかけていますが、決し

て強制することなく子どもが自分からやる気になるように声かけを工夫しています。子どもたちは少しずつ

生活習慣を身につけていて、２歳になるとトイレの順番をおとなしく並んで待ったり、スリッパをそろえた

り、食事後いすを片づけたりなど集団生活でのルールを確実に身につけています。 

このように落ち着きのある子どもたちですが、公園などでの自由遊びではとても元気です。友だちと走り

回ったり、松ぼっくりを探したり、友だちとルールを決めて鬼ごっこをしたりと身体をたくさん動かしてい

ます。自由遊びのときの子どもたちは生き生きとして、たくさんおしゃべりをし、とても楽しそうです。 

  子どもたちはメリハリのある園生活を楽しんでいて、保育目標が実践されています。 

 

【2】保育士は、子どもの主体性を大切に、子どもたちの心に寄り添うよう努めています 

 園では子どもの人権についてのマニュアルを基に、言葉遣いや子どもへのかかわりについて研修や話し合

いを重ねています。保育士は子どもたちをせかすことなく、子どものペースに合わせて子どもに接し、子ど

もの心を大切にするよう努めています。 

 活動の前には、保育士は必ず子どもたちに活動の目的や内容について説明し、子どもの気持ちを確かめて
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います。子どもたちから意見が出たときには、子どもたちと話し合い、子どもが納得して活動に取り組める

ように働きかけています。保育士の問いかけに対して、子どもたちは賛成したり、活発に意見を言うなどし

て反応しています。 

 また、毎朝の各クラスの代表が参加して行われるミーティングでは、子どもや保護者の様子、活動の予定

などの情報共有がなされ、各自が全クラスの様子を把握しています。観察時にも、幼児クラスの子どもが乳

児の保育室をのぞいて保育士に声をかけたり、ほかのクラスの子どもを保育士が気遣ったりする姿が見受け

られました。 

 今後も園内研修などを重ねて保育士がスキルアップすることで、保育目標にある「自分から考えて行動で

きる子ども」に表される主体性をもって自主的に動く子どもの育成がなされることが期待されます。 

 

【3】地域の住民と積極的に交流しています 

 園では、天気が良い日には毎日、散歩に出かけています。保育士と子どもたちは散歩で出会う近隣住民と

あいさつや会話を交わしたり、公園で出会った近所の親子連れと一緒に遊んだりしています。 

近くにあるいずみ中央地域ケアプラザとは日常的に交流していて、デイサービスを子どもたちが年 2 回

訪問して歌や合奏を披露したり、園の行事にお年寄りを招待したりするほか、ケアプラザの交通安全教室に

子どもたちが参加したり、散歩の途中で子どもたちが寄ってあいさつを交わしたり、ケアプラザの裏の畑で

サツマイモやジャガイモを育て、イモ掘りを一緒に楽しんだりなどして交流しています。 

 また、近隣の保育園とも交流していて、公園で一緒に遊んだり、お互いの園を訪問し合ったりしています。 

 地域の子育て支援としては、園の行事に地域の親子連れを招待し園児たちと交流するとともに、園の掲示

板に育児相談に応じている旨を掲示し、見学や園の行事に参加した保護者の相談にのっています。また、園

の構造上の問題などもあり園庭開放などは実施していませんが、いずみ中央地域ケアプラザの子育て支援事

業に協力し、園長が育児講座の講師や育児相談を行っています。 

今後も、地域ケアプラザで定期的な育児講座を開催するなど、保育園としてのノウハウを地域の保護者の

ために生かす取り組みを継続し、地域との双方向の交流がさらに深まることを期待します。 

 

【４】食育を通し、子どもたちの食への関心が育っています 

 園では「食育課程」を作成し、食育を積極的に行っています。食育活動として、ジャガイモ洗いやトウモ

ロコシの皮むき、枝豆のさやとり、サンマの骨取りなど食材への関心が育つような活動を行っています。幼

児は、月１回、クッキング活動として、自分たちが育てたトマトを用いての夏野菜カレー作りをはじめ、ス

イートポテト、クリスマスケーキ、お好み焼き、もちつきなどを行っています。また、３色分けのパネルシ

アター、園庭での栽培活動なども行っています。 

 献立は法人本部作成の統一された献立をもとに、そのときどきの行事や食育活動、子どもたちの喫食状況

などを考慮し、季節感のある園独自の献立を栄養士が作成しています。クリスマスや卒園式などの行事の際

のメニューには子どもたちの声も採り入れられています。 

 このようなさまざまな取り組みを通し、子どもたちの食への関心が育っていて、給食のときには乳児でも

献立に用いられているたくさんの食材を言い当てることができます。幼児は「体を作る食材」「力をつける

食材」「調子を整える食材」の3つの栄養素に分け、栄養素とその働きを理解していて、子どもたちの食へ

の関心がうかがわれます。 
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●今後の取り組みが期待される点 

保護者の要望や意見を収集しつつ、情報提供を行うことが望まれます 

 園では乳児は毎日、幼児は必要に応じて連絡帳を用い保護者と情報交換しています。また、保育士は朝夕

の送迎時には保護者との会話に努め、子どもについての情報を共有するとともに、保護者の相談にのってい

ます。保護者の相談は記録され、継続的な支援ができるようになっています。 

 しかし、このような保護者との連携に対する園の取り組みにもかかわらず、家族（保護者）アンケートに

おいては、園に対する要望が見受けられました。玄関に意見箱「スマイル BOX」を設置していますが、現

在のところ意見や苦情が入っていたことはないようです。保護者からの意見や要望からは、園の運営やコミ

ュニケーションの課題を知ることができます。そのためには、メールやアンケートなどの方法を含めて、園

に対する要望や意見が集まる仕組みを作る工夫が必要かと考えられます。 

 さらに、園としても、保護者の疑問や意見に対し、従来の書面や口頭での説明以外の多様な方法も検討し

た上で、園としての意図や事実が「伝わる」工夫が望まれます。そうしたことにより、相互のコミュニケー

ションが活性化し、信頼関係がより深まることが期待されます。 
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 分類別評価結果  

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

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

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

(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、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「みんなが輝く社会のために」というスローガンの下に、①

陽だまりのような保育園、②地域とともに育つ保育園、③子どもととも

に輝いていける保育園、としており、保育目標は、「～みとめ愛・みつめ

愛・ひびき愛 ～信頼・安定・共感」として、①自然を愛し、心身ともに

健康な子ども、②意欲と根気のある子ども、③仲間と関わり、人を思い

やれる子ども、④自己表現ができ、想像力が豊かな子ども、⑤自分から

考えて行動できる子ども、⑥生活に必要な基本的な生活習慣を身につけ

た子ども、をあげており、利用者本人を尊重したものとなっています。

・保育理念は、職員全員が持つ業務マニュアル「にじいろ保育園保育ガイ

ド」に明記してあり、法人本部の研修や、園内の職員会議、園内研修で

も繰り返し学び直しています。 

・保育課程は長時間保育へのニーズ、保護者支援の対象となる家庭への配

慮、地域社会との交流を考慮するなど保育園を取り巻く実情を考慮して

作成しています。 

・子どもに対しては、子どもの理解力に応じて話しかけ、納得できるよう

に口頭で説明しています。また、乳児の場合は、表情や態度や身振りか

ら子どもの気持ちをくみ取っており、幼児の場合は、行事の内容や遊び

など、子どもたちの意見を聞き、話し合ってそれを尊重して活動をして

います。 

・指導計画は、年齢ごとに 4 期に分けて作成しています。0・1 歳児は月

齢ごとにも作成しています。この指導計画は、実際の保育の子どもたち

の実情に合わせて、振り返り、常に見直しています。 

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。 

 

・入園までの子どもの生育歴や家庭での状態を把握するために、調査用紙

を配付して保護者に記入してもらっており、児童票という様式にまとめ

ています。 

・入園前の面接は、面接チェック表を用いて園長と入園後の担当保育士が
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(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。 

行っています。また、面接時に把握した記録は個人のファイルにして随

時見られるようにしてあり、日々の保育に役立たせるようにしています。

・0・1 歳児の新入園児に対しては、クラス担任が 2 名で保育する体制と

していますが、個別には主担当は決めておらず、チームとして対応して

います。ただし、記録についてはそれぞれの子どもの担当制を敷いてい

ます。 

・年間指導計画は、定期的には、年度末に評価・見直しをして作成してい

ますが、子どもの実情に合わせて、随時の変更を行うこともあります。

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

(1) 子どもが快適に過ごせるような

環境（清潔さ、採光、換気、照明

等）への配慮がなされているか。 

(2) 沐浴設備、温水シャワーなど体を

清潔にできる設備があるか。 

(3) 子どもの発達に応じた環境が確

保されているか。 

・園内は清潔に保たれています。清掃は、マニュアルに沿って行い、常に

清潔に保つ努力をしています。各保育室、廊下には加湿器付き空気清浄

機が配置されており、常時使用されています。また、温湿度計もあり、

窓の開閉、エアコン使用などで調節して快適に過ごせる配慮をしていま

す。 

・0歳児の保育室と1歳児の保育室の間に沐浴の施設があり、温水シャワ

ーの施設は沐浴室の横に設置してあります。 

・0歳児や1歳児の保育室では、小集団保育が行えるように、手作りの仕

切りなどを使用し、子どもの欲求にあわせてコーナー遊びが行えるよう

にしています。 

・幼児クラスの保育室では園児が全員集まれる広さが確保されており、3

～5歳児は日常的に合同保育・縦割り保育を行っています。 

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歳児の子どもについては個別指導計画を作成しており、クラス

会議で話し合って作成しています。幼児については特別な課題がある場

合には個別指導計画を作成しています。 

・個別の目標・計画は、乳幼児会議で見直して、次の目標を作成していま

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て、発達

経過表は月齢に応じて記入して、個別にファイルしています。 

・児童票、個人面談、懇談会の記録等はファイルして、事務所の鍵のかか

る書庫に保管してあり、全職員がいつでも見ることができるようになっ

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。 

・困難ケースを受け入れるなど、特に配慮を必要とする子どもは積極的に

受け入れています。 

・家庭状況で配慮が必要な子どもや発達に課題がある子どもについては、

会議で話し合い、記録に残しています。記録は、職員が情報共有できる

ようにファイルされていて、外部への持ち出しを禁止し、鍵のかかる書
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(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。 

庫に保管してあり、全職員に守秘義務を徹底しています。 

・園内は、すべてバリアフリー設計で、エレベータも設置されており、車

いすでの使用可能なトイレも完備しています。 

・障がいのある子どもに対しては、担当保育士を配置して、担任と話し合

い、個別指導計画を作成して、障がいのある子どもがクラスの中で無理

なく安全に活動できるように配慮した計画を立てています。 

・虐待に関するマニュアルがあり、全職員に周知しています。虐待が疑わ

れる場合や明白になった場合には、関係機関と連携を取る体制ができて

います。 

・アレルギー疾患のある子どもへの対応は、子どものかかりつけ医に、ア

レルギーに関する主治医意見書を提出してもらっています。その指示に

従って、園長、主任、クラス担任、栄養士で対応を決定して、除去食対

応シートを作成しています。除去食には、専用のトレー・食器、除去内

容を表示した名札を使用して、誤食がないように複数の職員で確認して

います。 

・現在、文化の異なる子どもの保育は行ってはいませんが、以前の在籍時

は、文化や生活習慣・考え方の違いを認めて、尊重して、柔軟な対応に

努めていました。 

・コミュニケーションが困難な場合は、区役所に相談し、通訳のボランテ

ィアを紹介してもらうこともできるようになっています。 

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・苦情の受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長となっており、

苦情解決体制について入園のしおりに明記しています。 

・第三者委員は、地域の主任児童委員と町内会会長に依頼しており、第三

者委員には直接苦情を申し立てることができるように、園の入り口に掲

示してあります。 

・苦情があったケースについては、職員会議を開き実態について検討し、

職員に理解・周知を図っています。 

・園単独で解決困難な場合は、横浜市泉区福祉保健センターに相談できる

体制があります。 

 

【さらに望まれる点】 

・玄関に意見箱「スマイルBOX」を設置していますが、現在のところ意見

や苦情が入っていたことはないようです。メールやアンケートなどの方

法を含めて、園に対する要望や意見が集まる仕組みを作る工夫が必要か

と考えられます。さらに、園としても、保護者の疑問や意見に対し、従

来の書面や口頭での説明以外の多様な方法も検討した上で、園としての

意図や事実が「伝わる」工夫が望まれます。 
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評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

(5) 遊びを通して子ども同士の関係

や保育士との関係が育つよう配

慮しているか。 

(6) 積極的な健康増進の工夫が遊び

の中でなされているか。 

・子どもが落ち着いて遊べるように、マットや手作りの仕切り、テーブル

などでコーナーを作り、環境設定を工夫しています。牛乳パックやペッ

トボトル、毛糸、布などを用いた保育士手作りのおもちゃや、木など自

然素材を使ったおもちゃが多数用意されていて、子どもが自分で取り出

して遊べるよう、目の高さに並べられています。 

・一斉活動の前に、保育士は子どもたちにその目的や内容などを説明し、

子どもの意見を聞き、子どもが納得して取り組めるようにしています。

また、散歩の行先や行事の題材などを子どもの希望や興味・関心から決

めるなど、子どもの自由な発想を受け止めそれを集団活動に取り入れて

います。 

・集団遊びにおいては、鬼ごっこやカルタ遊びなど、年齢に応じてルール

のある遊びを取り入れています。集団遊びをやりたくない子どもには無

理強いはせず、その子どもの興味がある遊びを提供するなど、保育士は

一人ひとりが興味・関心を持って遊べるよう援助しています。 

・園庭のプランターでトマト・キュウリ、ゴーヤ、大根等を栽培し、収穫

しています。収穫した夏野菜でトマトカレーを作るなどクッキング活動

を行ったり、サツマイモのつるでリースを作ったりなど、保育活動にフ

ィードバックしています。また、いずみ中央地域ケアプラザの裏の畑で

ジャガイモやサツマイモを育て、収穫し、デイサービスのお年寄りと交

流しています。 

・乳児クラスでは手遊びやわらべ歌を多く取り入れています。幼児は週一

回リトミックを行っています。自由遊びで子どもたちは自由に歌を歌っ

たり、手遊びをしたりしています。 

・子ども同士のけんかの場面では、乳児においては保育士は危険がないよ

う見守り、安全が保障されない場合は間に入り言葉で言うように援助し

ています。幼児においてはできるだけ自分たちで解決できるようそばで

見守っていますが、必要に応じて言葉を足してお互いの気持ちを代弁し

仲立ちしています。 

・3・4・5歳児は同じ保育室を用いていて、合同保育・縦割り保育を実施

しています。また、散歩や行事など異年齢で活動する機会が多く、日常

的に交流しています。 

・晴れていれば毎日、園庭で遊んだり散歩に出かけたりしています。園の

周囲には複数の公園や森、和泉川べりの散歩道などがあり、自然に触れ

ることができます。 

・乳児はマット、トンネル、斜面、階段などを用い身体を動かしています。
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幼児は週1回のリトミックのほか、鬼ごっこ、ドッヂボール、縄跳びな

どの身体を動かす遊びを積極的に取り入れています。 

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。 

(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。 

・食事の前には、全クラスで食の大切さについての歌を歌い、その日の献

立や食材について説明しています。4・5 歳児は食材を「力をつける食

材」「体を作る食材」「調子を整える食材」に区別して、食の栄養素につ

いて理解できるようにしています。 

・「食育課程」を作成し、ジャガイモ洗いやトウモロコシの皮むき、サンマ

の骨取りなどの食育活動、夏野菜カレー、スイートポテト、餅つきなど

の月１回のクッキング活動、3 色分けのパネルシアター、園庭での栽培

活動など、子どもたちの食への関心が育つような活動を積極的に取り入

れています。 

・法人本部作成の統一された献立をもとに、行事や食育活動、子どもたち

の喫食状況などを考慮し、季節感のある園独自の献立を栄養士が作成し

ています。 

・食材は安全性を考慮し、地元の業者から国産を原則に原産地を確認して

仕入れています。食器は陶器のものを用いています。 

・毎月、園長、栄養士、保育士が参加して給食会議を開催し、子どもの喫

食状況や行事食、クッキングについて話し合っています。2 週間のサイ

クルメニューなので、話し合いの結果が次回の盛り付けや調理に生かさ

れています。また、人気メニューをクリスマス会のバイキングや卒園式

の行事食に取り入れるなど、子どもの声を献立に反映しています。 

・毎月献立表を作成し保護者に事前に配付しています。また、毎月給食だ

よりを発行し、献立作成のポイントや食育、人気メニューのレシピなど

の情報提供を行っています。 

・眠れない子ども、眠くない子どもには午睡を強要せず、静かに過ごせる

ようにしています。0 歳児は一人ひとりの生活リズムを大切に、眠くな

ったときにはいつでも眠れるようにしています。 

・乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策として産休明け児は5分おき、0・

1歳児は10分おきに呼吸チェックを行い、記録しています。 

・トイレットトレーニングは一人ひとりの発達状況に応じ、家庭の意向を

確認し、連携しながら個別に対応しています。1 歳後半からトイレに座

る練習を始め、成功したときには褒め、2 歳からは時間を見て声をかけ

るなど徐々に無理のない範囲で進めています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実施

されているか。 

(2) 健康診断・歯科健診の結果を保育

に反映させているか。 

・健康管理に関するマニュアルが整備されていて、それに基づき園児一人

ひとりの健康状態が把握されています。 

・食事やおやつの最後にお茶を飲み、口腔内の清潔を保つようにしていま

す。食後の歯磨きは、子どもの様子を見て1歳の後半から開始し、乳児
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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。 

は保育士が仕上げ磨きをしています。幼児は歯科衛生士による歯磨き指

導を実施しています。 

・一人ひとりの「健康の記録」があり、健康診断の結果、身体測定の結果、

予防注射などが記載されています。健康診断や毎月の身体測定の結果は

「健康の記録」にて保護者に伝えています。歯科健診の際はあらかじめ

保護者に質問したいことの希望を聞き、健診の結果と共に回答を書面で

伝えています。 

・感染症等への対応に関するマニュアルがあり、登園停止基準や保育中に

感染症等が生じた場合の対応について明記されていて、「入園のしおり」

に掲載し保護者に周知しています。 

・保育中に発症した場合には、保護者に速やかに連絡し対応について話し

合っています。 

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。 

・衛生管理マニュアルがあります。また、保育室、トイレ、調乳室に掃除

マニュアルやチェックリストを掲示し、それに基づき清掃などが行われ、

清潔・適切な状態が保たれています。 

・ノロウィルス対策や掃除の仕方など、職員同士で定期的にマニュアルの

読み合わせを行い見直しています。また、嘔吐物、汚物処理のマニュア

ルに沿って実地研修を行うなど、実践で生かされるような研修を実施し

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。 

・安全管理マニュアルがあります。マニュアルは事故や災害に適切に対応

していて、全職員に周知しています。また、「入園のしおり」に掲載し保

護者に周知しています。 

・火災や地震等を想定した避難訓練を毎月実施しています。年１回の保護

者への引き渡し訓練、災害時の食事体験、水消火器による消火訓練も実

施しています。また、保護者に対して「災害用伝言ダイヤル」を通して

メール配信できるようになっていて訓練も実施しています。 

・全職員が法人や消防署の救命救急の講習を受講し、認定証を持っていて、

乳幼児向けの心肺蘇生法やＡＥＤ使用法についても周知しています。 

・事故防止・事故予防マニュアルがあり、保護者や救急機関、医療機関へ

の連絡体制が整っています。 

・子どもの事故やけがは速やかに園長に報告するとともに、状況や経緯、

原因や課題、改善策などを「事故報告書」や「ヒヤリハット報告書」に

記録しています。事故やけがについてはミーティングや職員会議で共有

し、再発防止に努めています。 

・外部からの侵入対策として、玄関はオートロックで施錠し、事務所でイ

ンターホンのカメラで確認し開錠しています。また、民間の警備会社に

つながる警報器が設置されていて、緊急時には警備員が駆け付ける体制
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ができています。 

・不審者対応訓練を年2回実施しています。 

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。 

(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。 

・倫理規定で「子どもの最善の利益の尊重」、人権マニュアルで子どもに対

する言葉遣いや接し方について定め「にじいろ保育園保育ガイド」にフ

ァイルし、全職員に配付しています。保育課程にも発達段階に応じて人

権で配慮すべきことを明記しています。職員に対しては、法人の人権研

修や職員会議で子どもの人格の尊重について話し合い、周知しています。

・職員は強制することなく、分かりやすい丁寧な言葉で子どもに話しかけ

ています。また、職員同士の会話でも丁寧な言葉遣いを用いています。

子どもの呼称に関しては、乳児の場合は「ちゃん」「君」「さん」を付け

ていて、呼び捨てにすることはありません。 

・コーナー、壁や棚で仕切られた空間など、友だちや保育士の視線を意識

せずに過ごせる場所があります。また、廊下や職員室など必要に応じて

プライバシーを守れる場所を用意することができます。 

・守秘義務に関するマニュアル、個人情報保護規程があり、全職員に周知

しています。保護者に対しては、入園時に個人情報について説明し、行

事の写真などの使用に関しては「個人情報使用承諾書」で同意を確認し

ています。個人情報に関する書類は、職員室の施錠できる書庫に保管し

ていて、職員は園外に持ち出すことはできません。 

・性差に関しては、人権マニュアルに「男女共同参画社会」について記し

全職員に周知するとともに、ミーティングなどで話し合っています。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行って

いるか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

・「入園のしおり」に保育目標を明記するとともに、玄関や職員室前、保育

室に掲示し、保護者に周知しています。また、入園説明会や懇談会で、

保育の基本方針について具体的に保護者に説明しています。 

・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。 

・年に2回の個別面談を実施していますが、保護者からの要望があるとき

はいつでも面談に応じています。 

・年 3回のクラス懇談会で、保育内容・目的や子どもたちの様子を保護者

に説明しています。クラス懇談会は多くの保護者が参加しやすいよう土

曜日に実施しています。 

・保護者から相談を受けた職員は園長・主任に報告し、助言が受けられる

体制になっています。相談内容は記録し、継続的なフォローが受けられ

るようになっています。また、保護者が希望した場合には、月に1回巡

回する臨床心理士の相談を受けることができます。 

・保護者組織はありませんが、夏祭りなどの行事の際には、園の呼びかけ

に応じ保護者がボランティアとして手伝っています。また、園の運営委
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員会に保護者代表が参加し、意見交換を行っています。 

・保護者の自主的な活動のために、要請があれば、場所の提供や保育士の

参加をいつでも受け入れる用意がありますが、現在まで保護者からの要

請はありません。今後はお互いの交流を深めるためにも、交流会の機会

を設けるなど仕組み作りのための働きかけが期待されます。 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 

(1) 地域の子育て支援ニーズを把握

するための取り組みを行ってい

るか。 

(2) 地域の子育て支援ニーズに応じ

て施設の専門性を活かしたサー

ビスを提供しているか。 

・いずみ中央地域ケアプラザとの交流、園の行事への参加者や見学者から

の相談を通し、地域の子育て支援ニーズを把握しています。 

・園長が泉区幼保小の研修会、泉区子育てサポートシステム、泉区地域子

育て支援拠点研修会、泉区園長会などに参加しています。把握した地域

のニーズは、職員会議で報告し、職員間で話し合っています。 

・園の夏祭りへ地域の親子連れの参加を呼び掛け、参加した親子と園児が

交流しています。また、散歩先の公園で地域の子どもたちに呼び掛け、

一緒に遊び交流しています。 

・いずみ中央地域ケアプラザの子育て支援事業に協力し、園長が育児講座

の講師や育児相談を行っています。 

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。 

・門の前の掲示板に行事や育児相談のポスターを掲示しています。 

・育児相談をいつでも受け付けていて、その旨を掲示板に掲示しています。

・地域の医療機関、小中学校、児童相談所、泉区役所、泉警察署などの関

係機関のリストがあり、職員室に掲示しています。 

・関係機関との連携の担当は園長で、日常的に連携しています。 

 

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。 

・夏祭り、運動会などの園の行事に地域住民を招待しています。 

・湘南台文化センター、横浜美術館、上飯田ふれあい農園、長後子供の家

「わんぱく城」、泉図書館、テアトルフォンテなどの地域の文化・レクリ

エーション施設を積極的に利用しています。 

・散歩の際に保育士や子どもたちは地域住民と積極的に挨拶や会話を交わ
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したり、公園で一緒に遊んだりして交流しています。また、野菜の直売

所で野菜を見せてもらったり、クッキングの材料を買ったりしています。

・日常的にいずみ中央地域ケアプラザと交流しています。デイサービスセ

ンター「はなみずき」を園児が年2回訪問し歌や合奏を披露するほか、

散歩の途中に立ち寄ったり、裏の畑でイモ掘りを一緒にしたり、園の行

事に招待したりして日常的に交流しています。また、地域ケアプラザ主

催の交通安全教室に子どもたちが参加しています。 

・5 歳児は近隣の保育園と公園で一緒に遊んだり、訪問したり、園の行事

に招待したりし交流しています。 

・子どもたちは地域の農家でサツマイモ掘りやごぼう抜きを体験し、交流

しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・いつでも園の備品などを地域に貸し出す準備があり、その旨を掲示板で

周知していますが、現在まで備品などの貸し出しの要請がありません。

自治会に呼びかける、ホームページにも掲載するなどさらなる働きかけ

が期待されます。 

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。 

・保育園のパンフレットを泉区役所、地域子育て支援拠点「すきっぷ」に

置いてもらい、情報提供をしています。また、法人のホームページ、横

浜市のホームページ「はぴねすぽっと」に園の情報を提供しています。

・利用希望者の問い合わせや見学に際しては、「入園のしおり」やパンフレ

ットに保育所の保育目標や利用条件、サービス内容などの情報を載せ、

それに基づき説明しています。問い合わせに対しては、園長・主任がい

つでも対応し、見学は、保育に支障をきたさない範囲で、できるだけ見

学者の希望に沿うようにしています。 

 

 

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マニュアルがあり、それに基づき保育

所の方針、利用者への配慮などを説明しています。守秘義務に関しては

「機密保持誓約書」に署名してもらっています。 

・保育士養成校の学生のほか、泉が丘中学校の家庭科のキャリア教育とし

ての保育実習、高校の職業体験、小学校教諭初任者研修など多くの実習

生を受け入れています。 

・受け入れの担当は主任で、保育士養成校のプログラムや実習生の希望を

考慮し、園でのプログラムを工夫しています。園長、主任、配属クラス

の担任が指導にあたり、実習日誌に目を通し、実習生と意見交換してい

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。 

・保育所運営の人材構成は、法人本部で統括しており、必要な人材は本部

から充当されます。 

・法人本部では新人研修、フォローアップ研修、レベルアップ研修などを

系統的に行っています。 

・年度初めに、横浜市こども青少年局が主催する研修、泉区保育所職員合

同研修計画等の外部の研修予定一覧表を基に、職員は希望する研修を選

択することができます。これらを基に、園としての年間の研修計画が策

定され、積極的に外部研修に参加しています。 

・研修に参加した職員は、研修報告書を作成しており、その報告書のファ

イルは、職員は誰でも見ることができます。さらに、職員会議などで成

果の報告が行われ、研修の成果を職場で生かすように工夫されています。

・非常勤職員の指導担当者の役割は主任が担っております、月に1度のパ

ート会議で勉強会も行い、業務遂行内容の統一・共有を図っています。

 

【さらに望まれる点】 

・内部研修は、法人での各種研修のほか、園内でも主に月1回の職員会議

の時間内に行われていますが、研修内容は体系的・計画的とは必ずしも

言えません。今後は、園内研修を計画的・体系的に実施することが望ま

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。 

・週案、月案などを作成する際に、職員の振り返りや、自己評価が行われ

る仕組みを作っています。また、年度末には園長との面接などで、職員

の振り返りも行われています。 

・クラス会議やイベントなどの会議で、さまざまな工夫が話し合われたり、

実践につながる勉強会などが開かれています。さらに乳児会議、幼児会

議の話し合いの中で、課題を明らかにして改善に取り組んでいます。 

 

【さらに望まれる点】 

・年間を通しての保育所としての自己評価は行われていますが、保育課程

や保育方針、あるいは一定の評価項目に沿っているとは必ずしもいえま

せん。また、自己評価結果は、事実の記述にとどまっており、その結果

がどうであったかの評価までには至っていません。今後は、事業の実施

内容だけでなく、その事業の成果や問題点などといった評価も同時に記

載されることが望まれます。 



15 
 

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。 

・法人本部で作成された業務マニュアル「にじいろ保育園保育ガイド」に、

園長、主任、クラスリーダー、保育士、看護師、栄養士、調理師のそれ

ぞれに期待される業務内容が明記されています。 

・保育現場でのさまざまな問題や、課題を解決するための権限は職員に与

えられています。 

・年に1回の園長面接を行っており、職員の満足度、要望などを把握して

います。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境に

配慮しているか。 

・職員の守るべき法・規範・倫理などは業務マニュアル「にじいろ保育園

保育ガイド」に明文化されていて、全職員に配付されています。入社時

に、法人本部で研修が行われています。 

・環境への考え方・取り組み方は、事業計画の「環境問題への取り組み」

にも明文化されており、日常の保育でも職員一人ひとりが意識しながら

取り組んでいます。 

・ゴミの分別や軽量化に努めています。各家庭から牛乳パック・ペットボ

トルの回収をお願いして、それを、手作り玩具に作り替えたり、子ども

のベンチ、テーブル、車、斜面台、階段台などを多数製作して有効利用

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。 

・「にじいろ保育園保育ガイド」に保育理念・保育目標が明文化されていま

す。玄関、各保育室、職員室にも掲示してあり、保育理念、保育目標は、

職員会議で適宜取り上げて確認しています。 

・重要な意思決定にあたっては、定期的に開催される保護者懇談会、運営

委員会（保護者代表が参加）で説明しています。 

・主任は特定の担任クラスを持たずに、乳幼児会議、パート会議等に参加

し、また毎日のようにさまざまなクラスの保育に入り個々の職員の業務

状況を把握するようにしています。保育の現場で適宜アドバイスをして

いるほか、必要に応じて職員の相談を受けています。 

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

・事業運営に影響のある情報は、園長が新聞記事やニュース、横浜市私立

保育園園長会等、児童相談所、地域療育センター、区役所などの各関係
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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。 

機関から収集して、分析をしています。 

・法人本部は、他の園も含めて、中長期的な事業計画を策定しています。

さらに、次代の組織運営に備えて、運営やサービスのあり方などを常に

検討しています。 
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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 29日～11月 12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    

71.1% （45枚配付、32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。 

※中項目別の平均満足度割合は、「その他」「無回答」を除外して計算しています。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

 

・総合的な園に対する満足度（※）は、「満足」が 34.4％、「どちらかというと満足」が 59.4％で、合わせ

ると93.8％と 9割を超えていました。 

 

・中項目別に集計した平均の満足度割合（※）で「満足」だけの割合を見ると、問4の「日常の保育内容「生

活」について」が最も高く、63.9％でした。問7の「職員の対応について」も55.6％と 5割を超えてい

ました。 

 

・小項目で満足度が高かった項目は、「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つい

て」で100％でした。次いで「保育園での１日の過ごし方についての説明」「年間の保育や行事についての

説明に」「園の行事の開催日や時間帯への配慮」が96.9％となっていました。 

 

・総合的な満足度と最も関連が深いと数値上分析された項目は「園だよりや掲示などによる、園の様子や行事

に関する情報提供について」で、2 番目が「子どもが戸外遊びを十分しているかについて」でした。また、

「意見や要望への対応について」「お子さんに関する重要な情報の連絡体制について」といった項目も上位

にあげられています。これらは、園と保護者のコミュニケーションについての評価項目です。これらの項目

の評価を上げることで、総合評価の「満足」の割合をさらに高くすることができると考えられます。 

 

・中項目で満足度が最も高かった問4の「日常の保育内容「生活」について」を詳しく見ると、「給食の献立

内容について」および「お子さんが給食を楽しんでいるかについて」で 75.0％と 4 分の 3 が「満足」と

答えている結果でした。 

 

・自由回答がやや多く記入されており、園に対する要望が出されていました。「戸外にたくさん出して遊んで

ほしいと」いう外遊びが少ないと感じている意見、「全体的に保護者への説明が不足している」といったコ

ミュニケーションを要望する意見などです。その一方、「給食・おやつのおかげで、好き嫌いがない」「毎日

工作や散歩など、子どもが楽しく報告してくれる」といった感謝の言葉も聞かれました。 

 

・保護者の声が十分に園に届いていないと感じる意見もあったことから、メールやアンケートなどの方法を含

めて、園に対する要望や意見が集まる仕組みを作る工夫が必要かと考えられます。 



■ 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

15.6%

まあ知っている

68.8%

どちらとも

言えない

9.4%

あまり

知らない

6.3%

賛同できる

63.0%

まあ賛同できる

37.0%
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■ 保育園のサービス内容について （%）

問２ 入園時の状況について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

見学の受け入れについて 34.4 31.3 0.0 0.0 31.3 3.1
入園前の見学や説明など、園からの情
報提供については

34.4 59.4 3.1 0.0 3.1 0.0

園の目標や方針についての説明には 34.4 53.1 6.3 0.0 6.3 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

62.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0

保育園での１日の過ごし方についての
説明には

43.8 53.1 0.0 3.1 0.0 0.0

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

46.9 37.5 12.5 3.1 0.0 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 37.5 59.4 0.0 3.1 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

18.8 50.0 18.8 0.0 12.5 0.0

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

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

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）

56.3 37.5 6.3 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

31.3 37.5 21.9 9.4 0.0 0.0

園のおもちゃや教材については
（お子さんが自由に使えるように置い
てあるか、年齢にふさわしいかなど）

59.4 34.4 6.3 0.0 0.0 0.0

自然に触れたり地域に関わるなどの、
園外活動については

53.1 40.6 3.1 0.0 3.1 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

46.9 46.9 6.3 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

37.5 56.3 6.3 0.0 0.0 0.0

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

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては

（お子さんが満足しているかなど）

子どもが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 75.0 18.8 0.0 0.0 6.3 0.0
お子さんが給食を楽しんでいるかにつ
いては

75.0 15.6 3.1 3.1 3.1 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

65.6 28.1 6.3 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

50.0 40.6 3.1 3.1 3.1 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

56.3 37.5 0.0 3.1 3.1 0.0

お子さんの体調への気配りについては 53.1 34.4 6.3 0.0 3.1 3.1
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

56.3 28.1 6.3 6.3 3.1 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

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 25.0 43.8 25.0 6.3 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

40.6 50.0 3.1 6.3 0.0 0.0

外部からの不審者侵入を防ぐ対策につ
いては

56.3 40.6 3.1 0.0 0.0 0.0

感染症の発生状況や注意事項などの情
報提供については

50.0 31.3 15.6 3.1 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

34.4 56.3 3.1 0.0 6.3 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

40.6 46.9 9.4 3.1 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

50.0 46.9 0.0 0.0 3.1 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

34.4 37.5 18.8 3.1 6.3 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

43.8 53.1 3.1 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 53.1 25.0 15.6 3.1 3.1 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

40.6 34.4 21.9 0.0 3.1 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

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

46.9 43.8 0.0 0.0 3.1 6.3

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

75.0 18.8 0.0 3.1 0.0 3.1

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

40.6 37.5 0.0 3.1 9.4 9.4

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

59.4 31.3 3.1 0.0 3.1 3.1

意見や要望への対応については 34.4 40.6 21.9 0.0 0.0 3.1

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 34.4%どちらかと

いえば満足

59.4%

どちらかと

いえば不満

6.3%
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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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【中項目別平均満足度割合（％）】 

 

 中項目 満足 満足＋どちらかといえば満足 

問２ 入園時の状況について 46.3 95.2 

問３ 年間の計画について 29.5 87.7 

問４ 日常の保育内容 「遊び]について 47.7 90.1 

問４ 日常の保育内容 「生活」について 63.9 94.0 

問５ 快適さや安全対策などについて 43.0 84.4 

問６ 園と保護者との連携・交流について 44.0 89.7 

問７ 職員の対応について 55.6 93.4 

 

 

 

※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。 
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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６ 園だよりや掲示などによる、園の様子や行事に関する情報提供については .783 

問４「遊び」 子どもが戸外遊びを十分しているかについては .683 

問５ 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 .674 

問７ 意見や要望への対応については .656 

問６ お子さんに関する重要な情報の連絡体制については .629 

 

※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：１月15日（火）、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 

子ども 5人に対し、保育士が 3人います。子どもたちはおもちゃなどを使って思い思いに遊んでいるの

を保育士はゆったりと見守っています。おむつの交換の時間になると、一人ずつ簡易ドアの外側にだっこし

て移し、小さな簡易ベッドの上に子どもを寝かせて、おむつを取り替えました。すべての子どもの交換が終

わると、ベッドを消毒液を浸した紙タオルできれいにふいていきます。 

この日は全園児が集まるお誕生会があり、準備が始まりました。子どもたちを簡易ドアの近くに集め、保

育士が絵本を読み聞かせています。子どもたちは座ったまま静かに聴いていました。終わってから一人ずつ

手をつないでエレベータの前に集まります。全員がエレベータで2階に移動し、お誕生会に参加しました。 

お誕生会終了後、0歳児の保育室に戻ると給食の開始です。スプーンを使える子もいますが、手でつかん

で食べている子どもには、保育士はスプーンで食べさせようとしています。食器が空になると「おりこうさ

ん」「ほらピッカピカ」といって褒めています。食事が終わった子どもにはナプキンで顔と手をふいてあげ

ました。さらに、保育士は机の上をふいたり、床をふいていきます。保育室の半分の畳のスペースには、す

でに布団が敷かれています。子どもは着替えを始めますが、パジャマのズボンをはけた子どもは、「すごい」

「はけた」といって褒められていました。 

 

●1歳児クラス 

 朝のごあいさつです。「せんせいおはよう」の歌をキーボードの伴奏で大きく歌いました。一人ずつ子ど

もの名前を保育士が呼ぶと、大きな声で「はい」と声が返ってきます。子どもが一人、お父さんと一緒に入

ってきました。父親は子どもの着替え、連絡帳などを棚に置き、入り口にある電子体温計を子どもにあてて、

体温測定をして、記録帳に自ら記入し、保育士にも報告しています。 

保育士が紙芝居を始めます。子どもたちは全員、紙芝居に集中しますが、よそ見して、紙芝居から集中が

弱まった子どもには、保育士が絵に集中するように促すと、すぐに紙芝居に戻りました。お誕生会に参加す

るため、2階の幼児室に向かいますが、階段の手すりに必ずつかまって上っていきます。 

 お誕生会が終了すると各クラスに戻ります。机の上には細長い赤と青の画用紙が一人ひとりの子どもに用

意されています。それに自由に絵を描くように言われました。子どもたちは、思い思いの絵をクレヨンで描

いていきます。それを 4 つに折り、その一面に鬼の目と口をシールを使って貼るように勧められます。保

育士が一人ひとりの作品をみんなに見せて、「上手」とか、「すごいね」、「マルが描けているね」といった褒

め言葉を言ってモチベーションを高めていました。終了後、保育士が「おててを石けんで洗おうね」と言っ

て、一人ずつ名前を呼んで水道の前に導き、手を洗わせていきます。 

 

●2歳児クラス 

 早朝は 0、1、2 歳児の合同保育をしていました。それが終わると、2 歳児の部屋に戻ります。戻ると、

順番にトイレです。家からは紙パンツの子どもが多いですが、ここで布パンツに着替えました。保育士はズ

ボンをはきやすいよう並べて、自分ではくように促します。 

保育士が机を出しておやつの準備を始めました。「大地の力」を歌い「いただきます」でおやつを食べ始

めます。おやつを食べ終わると、保育士から一人ずつ呼ばれてトイレに行きます。 

 給食の時間にはそれぞれはしやフォークでおしゃべりしながら食べています。保育士は「もう少し」「頑
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張って」「ご飯も食べようね」などと声かけし、食べない子どもには手助けしていきます。食べ終わった子

どもは「ごちそうさま」と言います。流しの前にいすを運び、座って歯磨きを始めます。最後に保育士が仕

上げ磨きをしてあげます。子どもたちはパジャマに着替え、パジャマを着た子どもは絵本を思い思いに読み

始めました。 

 

●幼児クラス（3、4、5歳児クラス） 

保育士が引き出しから色鉛筆、塗り絵、ビーズ、積み木などを隅の台の上に並べ、自由にとれるように設

定しました。子どもたちは絵本や並べられた素材から好きなものを選び、机に向かって取り組んでいます。

静かに会話をしながら、「次貸して」などおもちゃの譲り合いができていました。少しおしゃべりがすぎて

しまった子どもは、保育士から「ほかの子どもが静かに遊んでいるからおしゃべりはやめようね」とやさし

く諭されました。 

誕生会の後どうするかを子どもたちに投げかけます。保育士は劇の練習がしたいようでしたが、子どもた

ちは外に行きたいと言います。「劇の練習は？」と言う保育士の問いかけに「早く帰ればよいよ」「夕方でよ

いよ」などと応じて、結局劇の練習を少ししてから中和田公園に散歩に行くことで落ち着きました。 

誕生会に行くための準備が始まります。3歳児は一列に並んでトイレへ行きました。4、5歳児も行きた

い子どもはトイレに行きますが、トイレに行くときは床に貼ってあるテープに沿って一列に並びます。 

全員がそろって誕生会に行きます。誕生日の子どもが前に出てきて、インタビューを受けます。保育士が

作った誕生カードを友達から贈られ、さらに園長からは手編みのケーキが贈呈されました。終了後、それぞ

れの部屋で劇の練習が始まります。パーティションを出し、3歳児と4・5歳児は分かれて練習します。3

歳児は自分の役ができなくても、それなりで子どもも楽しそうでした。 

その後、帽子、靴下、トイレ、名札を裏返して散歩の準備です。5 歳児が 3 歳児と手をつなぎ、一列に

なって公園に向かいます。みんなスムーズに並んで、道を渡るときは保育士が脇に着き、手を挙げます。公

園に着くと保育士がゴミや危険物を拾って安全確認します。子どもたちは、滑り台、縄跳び、ぶらんこ、砂

遊び、松ぼっくり拾い、鬼ごっこと元気いっぱいに遊び、じゃんけんをして鬼役を決めるなど集団遊びも自

主的によくできていました。公園にいた地域の子どもも一緒に仲間に入りました。保育士も園の子どもたち

に紹介するなど仲介役を果たしていました。 

園に帰ると給食の準備で、3歳児は当番がミカンや副菜等を運びます。4・5歳児は汁ものもお盆に載せ

て運んでいました。アレルギーがある子どもにはお盆に載せた物を配膳してあり、ほかの子どもと間違わな

いようにしています。3歳児は食材に何が入っているかを言うことになっていますが、子どもたちはよく食

材の名前を知っていました。4・5歳児は食材を「力をつけるもの」「体を作るもの」「調子をよくするもの」

に分けて当てていました。 

 食事を終える時間の目安はあらかじめ決まっています。しかし、目安の時間を過ぎても数人の子どもは食

べ終わっていません。しかし、早く終わることを強制はしておらず、机を隅の方に移して食べ続けます。食

事を終えた子どもは歯磨きをして思い思いに絵本を読み始めます。 

 5 歳児だけは昼寝をしないので、パーティションを引き出して、保育室を分けます。そこでは、「勉強」

と称して、机で思い思いに本を読み始めました。 

 

 

●まとめ 

全体として、どのクラスも大きな声で騒いだり、いさかいや争いがほとんど見られない、穏やかなクラス

でした。さらに、保育士の言うことを素直に聴き、静かにするときは、きちんとできる子どもたちです。 

保育士は、子どもだけで決定できることは、子どもに決定させて、自主性を育てています。地域との交流

では、公園にいた地域の子どもと一緒に遊ぶなど、積極的な姿勢が見られました。食育についても熱心で、

食物を作った人に対する感謝を「大地の力」といった歌に込めて歌ったり、食べる前に食材についての問答

をするなど、積極的な取り組みが目立ちました。 
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 事業者コメント  

 

 

4 年前の春に、「陽だまりのように温かい保育園」づくりを目指して開園して以来、「より良い保育」を提供

できるようにと職員一同心を合わせて保育に取り組んでまいりました。 

 

今回、第三者評価の受審にあたり、全職員で、いろいろな視点から丁寧に保育を見直し、保育を振り返り、

自己評価に取り組むことにより、保育を見直す良い機会が与えられたと思います。その過程において、にじい

ろ保育園いずみ中央の現状が明らかとなり、これからの課題や改善点を全職員で確認し共有することができま

した。 

 

保護者の方々には、お忙しい中、アンケートにご協力いただきありがとうございました。みなさまからいた

だいたさまざまなご意見を、今後の保育に役立たせていただき、より良い保育を目指していきたいと思います。 

 

最後に、「評価市民・ネクスト」の調査委員のみなさまには、きめ細やかに保育を見て評価していただきま

したことに心より感謝いたします。ありがとうございました。「保育士は、子どもの主体性を大切に、子ども

たちの心に寄り添うように努めています」と評価していただけたことをとてもうれしく思います。 

 

今後も、にじいろ保育園いずみ中央の「子ども」・「保護者」・「職員」一人ひとりにとって「生き生きと輝いて

いける保育園」となるように努力をしていきたいと思います。 

 

 

にじいろ保育園いずみ中央 

  園長 飯田 このみ 
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