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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 和泉福祉会 ナーサリー横浜ポートサイド 

事業所への報告書提出日 2013年 3月 25日   （評価に要した期間）7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 評価機関による研修を参考にし、園として第三者評価を受審する意

味や、全員で受審する心構えが大切であることを職員会議で説明を

した。 

② 正規職員全員が、それぞれの考えで原則すべての項目に記入した。

③ 各個人で記入したものを、園長・主任でまとめた。 

④ さらに全職員で確認した。 

実施期間 

2012年 9月 8日 

～ 2013年 1月 18日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（76 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 12月 15日～12月 29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 2月 20日 

    第 2日：2013年 2月 26日 

[第 2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：職員ミーティングの様子を見学。 

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名に個別にヒアリング。 

その後、園長・主任および理事長にヒアリング。 

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 2月 20日 

    第 2日：2013年 2月 26日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

「ナーサリー横浜ポートサイド」は、JR各線・東急東横線・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅北口から徒

歩8分ほどのヨコハマポートサイド地区にある29階建高層マンションの3階に位置します。開設は2010

年（平成22年）4月です。運営法人は、「社会福祉法人 和泉福祉会」です。法人では、横浜市を中心に当

園のほかに系列園として5園を運営しています。 

  定員は 90名、開園時間は、平日は午前7時から午後9時、土曜日は午前7時から午後6時30分です

（延長保育時間含む）。 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 29階建てマンションの 3階部分の園舎内は、年齢ごとの 6つの保育室

すべてで窓が大きく十分な陽光が取り入れられ、また天井が高く広々とした設計となっています。その他、

5歳児クラスに隣接している一時保育室、広々としたホール、調理室、事務室、男女それぞれの休憩室、保

護者相談室、遊具を備えた芝生の園庭があります。 

法人保育理念は、「子どもの生活の場そのものであることを基本とし、保育の質の向上と、保育環境の向

上に努力します」「子どもたちが、生きる力を高め、豊かな個性を育むことの保育に努めます」「地域との

かかわりを大切にし、子育て支援や地域交流の場となるよう努力します」の 3 つを掲げ、保育園の目標と

しては、「しなやかに こころゆたかに すこやかに」をスローガンとし、「集団生活を通して何事にも負

けないしなやかな心をもって育つ」「異なるいろいろな年齢の子どもたちの交流からこころゆたかに育つ」

「ひとりひとりの発達や成長をふまえた、安心して過ごせる環境ですこやかに育つ」の 3 つを掲げていま

す。 

 

【補足：ヨコハマポートサイド地区】 

園が位置するヨコハマポートサイド地区は、1989年（平成元年）に各事業者が共通のルールとして「ヨ

コハマポートサイド街づくり協定（協定の推進運営母体は、「ヨコハマポートサイド街づくり協議会」）」を

締結し、「アート＆デザインの街」をコンセプトに、デザインを重視した街づくりを展開しています。   

この地域の街並みは、ブルーグリーンとテラコッタの色調でまとめられていて、園付近にはデザイン性に

配慮した公園や歩行者デッキなどが多数点在しています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは、自分の気持ちを素直に表現し、元気いっぱいに園生活を楽しんでいます 

保育士は、子ども一人一人の自由な発想や意思を尊重し、できる限り子どもたちの気持ちやアイデアを取

り入れながら、日々の保育プログラムで臨機応変に柔軟に対応するように心がけています。 

乳児クラスでは自分で着替えようとする子どもたちに、保育士はさりげなく手伝いながら、できると「上

手」と声をかけ、子どもたちの見てほしい気持ち・得意気な様子などを大切にしています。幼児クラスでは、

日々の保育中にも子どもたちの気持ちや意見を聞くようにし、聞きたい音楽ややりたい遊びなどを随時取り

入れています。その中には、子どもたちの意見からルールを決めて鬼ごっこにまで発展した遊びもあり、た

くさんの子どもとかかわりながら、元気いっぱいに自分のやりたいことをして、園生活を楽しんでいます。 

また、朝の会や帰りの会や各種行事など、毎日の歌の時間では、子どもたちは元気いっぱい大きな声で歌

います。歌詞やリズムによっては、体を動かしながら思い思いの表現をしたり、歌詞の意味を自分なりに考



3 
 

えて、友達や保育士に伝えたりします。さらに、園外活動の散歩では、目で見たものや自分で感じたことを

素直に表現し、保育士に伝えています。 

そのような子どもたちの素直な表現に対して、保育士も一つ一つ丁寧に受け答えをしています。子どもた

ちは全職員に見守られながら、安心して自分の気持ちを表現し、元気いっぱいに園生活を楽しんでいます。 

 

【2】園長・主任を中心に、スムーズな職員間の連携と良好な職場環境づくりに励んでいます 

園長や主任を中心とした、日々のミーティング・クラスミーティング・職員会議等の機会も大切にしてい

ます。特に日々のミーティングでは、園長・主任のほかに、看護師・栄養士・各乳児クラス担任・幼児クラ

ス代表担任等が参加し、職員間で活発な意見交換が行われます。内容は、栄養士からの当日の給食に関する

こと・各クラスからの報告・看護師からの園児の病状や対処方法の報告・園からの報告など、さまざまな内

容が迅速かつ的確に伝えられます。保護者からの意見や相談などへの対応方法も、全職員が積極的に意見を

出しながらまとめ上げ、結果として迅速な対処が可能となります。 

また、日々の保育の計画などは、職員間で日常的に共有されていて、スムーズな連携が可能となります。

その結果、例えば誕生日会などのイベントでは全クラスの移動がスムーズにでき、時間的ロスがなくなるだ

けでなく、子どもたちの集中力を切らさないような時間を演出できています。 

このように、園では日常的な話し合いや日々のミーティングなどを継続的に行い、また職員からの意見を

積極的に聞き入れることを大切にしています。その結果、スムーズな職員間の連携が実現でき、園としては

風通しのよい良好な職場内環境づくりに励んでいます。 

 

【3】多様な研修や人材育成により、職員のスキルアップとサービスの向上につながっています 

法人では、職員を「新任職員」「中堅職員」「指導的職員」「管理者」ごとに区分し、それぞれの「求め

られる職員像」を明文化しています。この内容とともに、入職時には「法人職員ハンドブック」が職員に説

明・配布され、そこには、法人理念・私たちの心構え・日々の姿勢心がけ・就業について・個人情報のチェ

ックリストなど多岐にわたる内容が記載されています。さらに、法人主催で 2 ヶ月に 1回開催される園長

会議・主任会議、原則年 1 回開催される栄養士・看護師・リーダー会議等では、6 園の系列園すべての各

管理者や担当者が集まり、さまざまな意見交換・意識統一・情報共有を行っています。 

法人の多岐にわたる人材育成の機会・基盤を受けて、園では園長が中心となり、職員のやる気とモチベー

ションを大切にしながら、丁寧な人材育成を実践しています。具体的には、年 2 回職員全員と個人面談を

実施し、その際に個人の目標・自己評価・振り返りなどを記載する「コミットメントシート」を活用しなが

ら、職員一人一人の目標・達成度・課題点・反省点・期待点などの確認を継続的に行っています。また、年

1回の「職員意向調査シート」によるアンケートでは、仕事内容に関する意向などを確認し、年3回の「自

己チェックシート（事故リスク軽減のためのチェックリストと保育業務運営のチェックリスト）」では、職

員一人一人が自らの保育業務を確認できるようにしています。 

また、園では主任を中心に年間の研修計画を策定しています。職員一人一人のスキルに合わせた内容につ

いて、園内研修の開催や外部研修に参加できるようにしています。研修受講者は報告書に記録するとともに、

必要に応じて、研修の成果や保育に取り入れた実施経過などは、日々のミーティングや職員会議で報告し、

話し合います。さらに、実際に活用して良かった点や課題が残った点などを話し合うことにより、園全体に

おけるサービス内容の検討・見直しの機会としています。その結果、個人の知識習得に留まることなく、全

職員のスキルアップとサービスの向上につながっています。 
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●今後の取り組みが期待される点 

保護者との連携やコミュニケーションについて、さらに深める工夫を期待します 

保護者とは、保護者懇談会での意見交換・給食室前の意見箱・連絡帳・日々のあいさつや会話などで、全

職員が積極的に連携やコミュニケーションを図るよう努めています。また、検討中の取り組みや行事に関す

るアンケートを配付・活用して、今後の保育や行事のための参考としています。 

一方、今回の第三者評価に伴う利用者家族アンケートでは、例えば延長保育の利用方法や行事日程に関し

て、さまざまな意見や要望の声が寄せられています。今後は、保護者からの多様な意見を把握する機会や意

見交換の方法などについて検討・工夫し、保護者との連携やコミュニケーションがさらに深まることが期待

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、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、「子どもの生活の場そのものであることを基本とし、保育

の質の向上と、保育環境の向上に努力します」「子どもたちが、生きる

力を高め、豊かな個性を育むことの保育に努めます」「地域とのかかわ

りを大切にし、子育て支援や地域交流の場となるよう努力します」の 3

つを掲げています。また、保育目標は、「しなやかに こころゆたかに

すこやかに」をスローガンとし、「集団生活を通して何事にも負けない

しなやかな心をもって育つ」「異なるいろいろな年齢の子どもたちの交

流からこころゆたかに育つ」「ひとりひとりの発達や成長をふまえた、

安心して過ごせる環境ですこやかに育つ」の3つを掲げています。保育

理念や方針は、すべてが利用者本人を尊重したものとなっていて、職員

会議、年2回の園長面談、事業計画等で、全職員に向け周知し理解を深

めるよう促しています。 

・保育課程は、まず全職員に配付し、内容については会議等の場で説明・

意見交換をして、全職員がかかわりながら作成しています。その内容は、

保育目標や方針に基づいて作成し、子どもの最善の利益を第一義に考え

ています。 

・指導計画は、保育課程に基づき、年齢ごとに子どもの発達と保育の連続

性を考慮し、作成しています。その際、理解できる子どもに対して、「自

分たちで判断し、取り組めること」を大切にしています。また、言語化

できない子どもには、表情や行動を見落とさないように見守りながら、

本人の意思をくみ取り、個別指導計画に反映しています。 

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

分しているか。 

・入園の際には、事前に保護者より提出してもらう入園前生活調査票をも

とに、全体で行う入園説明会後、各担任保育士と看護師が個別面接を実

施しています（0歳児は栄養士も面談に参加）。また、子どもにアレル

ギーがある場合などは、必要に応じて、園長・主任・栄養士が個別面談

に同席しています。入園時の面接内容は個人ごと記録し、全職員が子ど
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(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。 

もの生育歴や家族の状況を把握できるようにしています。 

・短縮（ならし）保育については、入園説明会で説明しています。短縮（な

らし）保育が必要な場合は、個別面談時に保護者の就労状況などをヒア

リングしながら調整し、個別に日程を決めています。また、年度初めに

新入園児が入って、在園児が落ち着かない場合は、別室で遊びながら過

ごすなど、保育士が十分にかかわる時間を確保し、子どもたちが不安に

ならないように配慮しています。 

・子どもの発達の状況に応じて、4つの学期に区分した年間指導計画、0

歳児と1歳児と2･3･4･5 歳児で項目が異なる月間指導計画を作成し、

必要に応じて見直しを行っています。指導計画を作成・評価・見直しす

る際に、連絡帳、個別面談や口頭で聞いた保護者からの意向や要望を役

立てています。 

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。 

・保育士は、「掃除チェック表」を活用しながら、丁寧な清掃により、園

舎内を常に清潔に保つように努めています。また、各保育室には加湿機

能付き空気清浄機を備え付け、子どもたちが過ごすのに適切な温度・湿

度に管理されています。 

・沐浴設備および温水シャワーの設備があります。温水シャワーは、沐浴

設備と乳児用トイレおよび園庭に備えていて、使用後清掃し、清潔に保

っています。 

・全クラスにおいて、生活空間内でパーテーションを用いながら食事と午

睡の空間を決め、食べる・寝る・遊ぶなどの機能別空間を確保していま

す。また、保育室内では着替えや食事などを一定の場所に定め、安心し

て過ごせるような配慮をしています。 

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

保育目標を設定し、それに応じた

個別指導計画を作成しているか。 

(2) 子ども一人一人の発達の段階に

応じた対応をし、その記録がある

か。 

・園では、0･1歳児の個別指導計画（生活のねらいと配慮、遊びのねらい

と配慮、子どもの姿、反省など）を作成しています。また、幼児につい

ても特別な課題がある場合は、月間指導計画の個別配慮事項を活用しな

がら、職員会議やカリキュラム会議で全職員に情報周知と共通理解を徹

底し、日々の保育に生かしています。 

・一人一人の子どもの発達状況は、入園時の事前資料から現在に至るまで

の詳細を生活調査票に記録し、個人ごとにファイリングし、保管してい

ます。個人ごとのファイルは、全職員が必要なときに見ることができる

ように、事務室に保管しています。 

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。 

・法人の理念のもと、全職員が、特に配慮の必要な子どもに対して、可能

な限り積極的に受け入れる姿勢を持っています。その際に、必要な情報

や専門知識等は、職員会議の議事録や研修報告書に記録され、必要なと
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(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) 虐待が疑われる子どもの早期発

見な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。 

きにいつでも確認できるようにファイリングしています。 

・障がい児保育については、過去3年間に、障がいと認定された子どもの

受け入れ実績はないため、評価対象外とします。なお、園の設備として

は、入口のスロープやエレベーターなど、車いすを使用する障がい児に

も対応できるような、障がい児保育のための環境を整えています。 

・子ども虐待の防止マニュアルがあります。さらに、虐待についての園内

研修を実施し、虐待の定義を明確にするとともに、全職員に周知してい

ます。また、虐待が疑われる場合は、どのようなケースであっても、す

ぐに神奈川区こども家庭支援課の担当保健師と相談し、園長や主任を中

心に対応方法を協議しています。 

・アレルギー疾患のある子どもには保護者から医師の指示書の提出を受け

て、保護者と担任保育士・栄養士・看護師・園長が面談をしながら、連

絡や報告を密にすることによって、適切な対応を行っています。また、

園では、誤食事故防止のため、保護者による献立表の確認、当日の朝の

該当児登園状況チェック、給食室から搬出する際の掲示書面および声出

し確認、提供前の声かけ確認、名札つき専用トレイと別食器の使用など、

複数回のチェックを実践しています。 

・文化や生活習慣の違う子どもについて、午睡の習慣がない子どもには無

理強いせず保育士と一緒に静かに過ごすようにするなど、考え方の違い

を認めて尊重しています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

(1) 保護者がサービスについての要

望や苦情を訴えやすい仕組みに

なっているか。 

(2) 要望や苦情等を受けて、迅速に対

応できる仕組みになっているか。 

・苦情（相談事）受付担当者を主任、解決責任者を園長とし、苦情解決体

制・申し出方法を入園しおりに記載し、保護者へ配付・説明しています。

また、入園のしおりには第三者委員の連絡先を記載・案内しているため、

保護者が第三者委員に直接苦情（相談事）を申し立てることができます。

・園では、保護者からの要望や意見に対して、苦情解決マニュアルに沿い

ながら、迅速な対応を心がけ、担当保育士から主任・園長への連絡を徹

底しています。また、過去の苦情・トラブルなどは、相談内容・調査事

項・対応方針の検討・対応結果の確認などを記載する報告書を記録とし

てファイリングし、その後のトラブル防止・解決に役立てています。 

 

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）

・保育室では、子どもの手の届く高さの棚やかご、箱に、おもちゃや絵本、

図鑑などを収納しています。乳児クラスではおもちゃ箱に中のものの絵

を貼るなどして分かりやすく整理し、子どもが自由に出し入れできるよ
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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。 

うにしています。 

・大きさや素材の違うブロックや積木、パズルなど、年齢と発達にふさわ

しいおもちゃや教材を用意しています。  

・子どもの自由な発想やアイデアを集団活動に取り入れています。例えば、

「別の役もやりたい」という子どもの声から配役を代えての「生活発表

会ごっこ」や、子どもの意見からルールを決めた鬼ごっこなどを取り入

れています。 

・発達に沿って、簡単なルールのあるゲームや鬼ごっこなどを、徐々に取

り入れています。 

・年齢と発達に合わせた一斉活動としては、3～5 歳児の外部講師による

体操教室（週１回）、4、5歳児の外国人・日本人講師による英語教室（月

2 回）、3～5 歳児の食育活動、5 歳児の「わくわくナイト」（年 1 回、

夜9時までの活動）などがあります。 

・園庭のプランターでキュウリやプチトマトなどの野菜の栽培・収穫を子

どもたちがしています。苗の植え付けや水やり、収穫などの体験を通し

て、子どもたちが植物を育てることに喜びを感じられるようにしていま

す。また、調理活動に発展させています。 

・5 歳児ではザリガニとカメを保育室で飼育して、生き物への親しみを感

じる機会にしています。また、観察画の製作活動に発展させています。

・園外活動では、近隣の公園に多数あるアート作品を利用して遊ぶ、装飾

作品の展示を見に行くなど、地域の街づくりについて知る機会を日常的

に設けています。園に隣接する帷子川沿いの公園では、子どもたちはシ

ーバスを眺め、運転手や乗客と手を振り合っています。また、公園で木

の実や小石を拾ったり、生き物を探したりして、自然に触れられるよう

にしています。 

・子どもが自由に表現できるように、年齢や発達に沿って用具を備えてい

ます。製作活動では、乳児ではクレパスや絵の具、布のスタンプ、のり

などを用意し、幼児ではそれらのほかに、鉛筆や色鉛筆、カラーマーカ

ー、粘土、はさみ、テープ、ホッチキスなどを取り入れています。 

・5歳児では毛筆を使った習字を取り入れています。 

・自由遊びや散歩などで、子どもたちがそれぞれ好きな歌を口ずさんだり、

自由に踊ったり、絵を描いて、のびのびと表現している様子が観察され

ました。 

・誕生会やコンサート鑑賞、「おみせやさんごっこ」などを0～5歳児が合

同で行っているほか、ゲーム大会やホールでの会食などを 3～5 歳児が

合同で行っていて、行事での異年齢交流の機会を設けています。 

・日ごろから、4、5 歳児が少人数ずつ 1 歳児保育室へ行き、着替えを手

伝ったり絵本を読んだりしているほか、1、2、5歳児と一時保育の子ど

もたちが一緒に遊ぶようにして、異年齢での交流ができるようにしてい

ます。また、さまざまな異年齢クラスの組み合わせで、一緒に散歩に行

く機会を設けています。   
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・子ども同士の言い争い等については、保育士は危険がないよう見守りな

がら、できるだけ子ども同士で解決できるようにしています。子どもが

まだ上手く自分の気持ちを伝えられない場合には、間に入って代弁する

などしています。  

・天候の良い日には、近隣の公園や園庭での遊びなどの屋外活動を取り入

れています。園では、月曜日と金曜日の散歩を子どもの体調への配慮か

らしていませんでしたが、今年度途中から、子どもの様子を確認して取

り入れています。 

・園庭や公園で子どもたちは、縄跳びや缶ぽっくり、鬼ごっこなど身体を

使って遊んでいます。また、散歩では階段の使用や斜面の上り下りを発

達過程に沿って取り入れ、体力づくりをしています。 

・ホールではボール遊びや縄跳び、フープなどをしています。3 歳児はボ

ールを転がしてドッジボールをするなど、発達過程に沿って工夫してい

ます。また、体力作りを兼ねて、4、5 歳児がぞうきんがけをしていま

す。 

・3～5歳児は外部講師による体操教室を週１回取り入れ、体操や縄跳び、

マットや平均台、跳び箱、ボールなどを使った運動遊びをしています。

Ⅱ－１ 保育内容[生活] 

 

(7) 食事を豊かに楽しむ工夫をして

いるか。 

(8) 食事の場、食材、食器等に配慮し

ているか。 

(9) 子どもの喫食状況を把握して、献

立の作成・調理の工夫に活かして

いるか。 

（10） 子どもの食生活について、家

庭と連携しているか。 

（11） 午睡・休息は発達や日々の子

どもの状況に応じて対応してい

るか。 

（12） 排泄は個人差があることを十

分に配慮して対応しているか。 

・献立作りでは、旬の食材を使い、子どもの日や七夕、ハロウィン、節分、

ひな祭りなどには行事食にして季節感を感じられるようにしています。

・ごはんを星の形にしたり、グリーンピースを目に、ブロッコリーを髪に

見立てて鬼の顔を形作るなど盛り付けの工夫をしています。また、誕生

会では特別な雰囲気が感じられるように、「ワンプレート」として大皿に

盛りつけています。 

・天候の良い時期には、園庭にテーブルとイスを用意し、屋外で給食を食

べる機会を取り入れています。また、午前遠足の日は園庭にシートを広

げて、保護者が作ったお弁当を食べて楽しんでいます。 

・「クリスマス会食」や「おわかれ会」では3～5歳児合同で給食を食べて、

大勢で食事を楽しむ雰囲気作りをしています。 

・月 1回、全国の郷土料理メニューを取り入れています。1月は愛知県の

ういろうを、2月は神奈川県のサンマーメンを取り入れました。 

・0、1 歳児は同じ保育室を腰の高さで仕切っているため、授乳や離乳食

の際には状況に合わせてロールスクリーンを利用して、落ち着いた環境

となるようにしています。 

・子どもが意欲的に食べられるように、食事の際に保育士は子どもと一緒

にテーブルにつき、「おいしいね」「何がおいしいかな」「食べられてかっ

こいいね」などの声かけをしています。 

・食事や、食材が口に入るまでの過程に関心が持てるように、3～5 歳児

に食育活動を取り入れています。枝豆のさやとりや野菜洗いからはじめ、

野菜の皮むき、米とぎ、おにぎり作り、ところてん突きなどをしていま
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す。5歳児では包丁を使ってパンや野菜を切る体験を取り入れています。

・3～5 歳児では皿などを子どもが配膳台まで片づけているほか、当番活

動を取り入れています。 

・食器は、環境ホルモンに配慮して陶器のものを使用しています。食材は、

野菜や米の産地を確認して仕入れています。米は有機栽培で7分づきの

ものを取り入れています。 

・子どもが食事マナーを身に着けられるように、1 歳児ごろから食事中の

イスの向きや姿勢よく座ることなどを伝えています。3 歳児ではご飯や

汁物、おかず、野菜の皿の位置を示したランチョンマットを使い、4 歳

児でははしの持ち方や皿の位置の絵を掲示しています。 

・栄養士が毎日給食時に全クラスに入り、会話を交わしながら子どもたち

の食事の様子を見ています。 

・「給食だより」を毎月発行し、季節の食材や栄養バランス、園での栄養摂

取量についてなどを保護者に情報提供しています。 

・年 1回、園で提供する給食について保護者にアンケートを行い、その結

果と園の考え方を文書にして、給食とおやつの展示コーナーに置いてい

ます。野菜や米の産地に関してや、果物はバランスをみて取り入れるこ

となど、園で配慮していることを伝えています。 

・保育参加と保育参観の際に園の給食を試食できる機会を設け、子どもが

食べやすい味付けや固さや、栄養バランスについてなど園が配慮してい

ることを保護者に伝えています。 

・午睡時には、3～5 歳児はコット（午睡用簡易ベッド）を使用していま

す。                 

・乳幼児突然死症候群予防のために、保育士は子どもをうつぶせ寝にはし

ていません。生後 6 か月までは 5 分ごと、満 1 歳までは 10 分ごと、

その後1歳児クラスの間は15分ごと、2歳児クラスでは30分ごとに、

睡眠中の呼吸確認をしています。 

・トイレットトレーニングは、一人一人の子どもの発達状況に応じて無理

なく対応しています。また、カリキュラム会議を通して全職員に伝え、

担当以外の職員も対応できるようにしています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実施

されているか。 

(2) 健康診断・歯科健診の結果を保育

に反映させているか。 

(3) 感染症等への対応に関するマニ

ュアルがあり、保護者にも徹底し

ているか。 

・子どもの健康管理や感染症等への対応に関するマニュアルを作成してい

ます。 

・既往症など子どもの健康に関する情報は、保護者から入園時と年度初め

に得るほか、随時得られるようにしています。園長と主任、看護師、保

育士が、「保健ミーティング」を随時行い、既往症や与薬、保健上時別な

配慮が必要な場合の対応などに関する情報を共有しています。 

・子どもの体調が良くなかった場合などには、子どもの園での様子や対応

の仕方などを保護者に連絡帳や口頭で伝えています。また、看護師が子

どもの体調やケガなどについて、様子や対応方法などを文書で伝えてい



11 
 

ます。 

・健康診断（年2回）と歯科健診（年1回）を実施し、一人一人記録して

います。健康診断後に、嘱託医が園で子どもの経過観察や対応の指導を

する機会を設けています。 

・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、マニュ

アルに明記しています。入園時と年度初めに配付する「入園のしおり」

と「ほけんマニュアル」に、登園基準や感染症への対応について記載し、

保護者に周知しています。登園停止基準に変更があったときには、保護

者向けの掲示板でも変更箇所を知らせています。 

・吐物処理方法の園内研修を看護師が実施しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生管理に関するマニュアルを作成し、それに基づいて清掃しています。

清掃チェック表を用いて清潔な状態を保つようにしています。 

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として「事故防止マニュアル」や「災害時

マニュアル」を作成しています。 

・地震などを想定し、園内のロッカーや整理棚は造りつけとなっているほ

か、絵本棚などは転倒防止のための固定をしています。また、子どもの

防災頭巾と避難用の靴を用意しています。 

・月 1回避難訓練を実施しています。大規模地震および津波を想定して、

0、1 歳児は抱っこひもやおんぶひもを使うなどして、全クラスが階段

を使って6階まで登る訓練をしています。 

・園が入っている建物の合同避難訓練に、年2回（平日と土曜日に1回ず

つ）全クラスの子どもたちと職員が参加しています。 

・年 3回、安全チェックリストを用いて職員が園内の設備点検をしていま

す。また、「事故リスク軽減のための自己チェックリスト」を用いて、全

職員が年3回、安全管理に関する自己評価をしていて、安全管理意識の

向上を図っています。 

・保育士が外部の救急救命法の研修を受けているほか、看護師が救急救命

法の園内研修をしています。また、マンションの管理組合がマンション

備え付けの AED を使って救急救命法の講座を開催していて、保育士が

参加しています。 

・子どものケガについては軽症であっても、ケガをした時の状況を保育日

誌や経過観察表、連絡帳に記録し、保護者には送迎時に口頭で伝えてい

ます。  

・事故やケガがあった場合には「インシデントレポート」と事故報告書に

記録しています。園長、主任、看護師が確認後、日々のミーティングで

全職員に周知し、職員会議で改善策を話し合い再発防止に努めています。

・外部からの侵入への対策として、防犯カメラを玄関と園庭の2か所、夜
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間・休日など無人時に働くセンサーを玄関や非常口、園庭、廊下に設置

しています。 

・緊急時には警察および契約している警備会社、園が入っている建物の防

災センターに緊急通報する体制を整えています。 

・不審者に関する情報は、警察からの情報や神奈川区役所からの FAX、建

物の防災センター、近隣保育園から得ています。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

(1) 保育中の子どもの呼び方や叱り

方などで、子どもの人格尊重を意

識しているか。 

(2) 必要に応じてプライバシーが守

れる空間を確保できるような工

夫がされているか。 

(3) 個人情報の取り扱いや守秘義務

について、職員等に周知している

か。 

(4) 性差への先入観による役割分業

意識を植え付けないよう配慮し

ているか。 

・子どもに対して威圧的な言葉遣いや無視が行われないよう、職員間で配

慮し合っています。子どもを呼ぶときには呼びつけにはせず、子どもの

家庭での呼び方を取り入れたり、名前に「ちゃん」や「くん」をつける

などしています。 

・子ども同士の口げんか等ではできるだけ子ども同士で解決できるように

見守り、なかなか解決できないような場合には間に入るなどしています。

子どもがまだうまく伝えられない場合には、保育士が子どもの気持ちを

代弁して伝えています。 

・子どもに一対一で話をする必要がある場合には、廊下やホールを、子ど

もが友達に知られたくないことを話したい場合には、事務室を利用し、

プライバシーに配慮しています。 

・幼児クラスのトイレはドアを設置して、プライバシーを守っています。

・守秘義務の意義や目的、個人情報保護について、法人の「職員ハンドブ

ック」に記載しています。 

・保護者に対しては、個人情報や園で撮影する写真の取り扱いについて、

入園時に配付する「入園のしおり」に明記の上、入園説明会で説明して

了承を得ています。 

・順番やグループ分け、整列など性別にはしていません。名簿などは生年

月日順や入所順にしています。 

・カリキュラム会議の際に、性差に関して気になったことについて話すな

どしていて、無意識に性差による固定観念で保育をしないよう、職員間

で注意し合っています。 

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。 

・園の保育方針について、入園説明会や年度初めの懇談会で保護者に説明

しています。また、園の保育目標と方針を「入園のしおり」と園のパン

フレットに記し、事務室前や各保育室に掲示して保護者に伝えています。

・0～2 歳児クラスでは、毎日連絡帳での保護者との丁寧な情報交換をし

ていています。3 歳児からも、必要に応じてノート形式でのやりとりを

しています。 

・全クラスで年1回、期間を設けて個別の面談を実施しているほか、保護

者の要望があるときは随時、個別に面談をしています。  

・クラスごとの懇談会は年1回、4月に実施しています。2歳児は「進級
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(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。 

説明会」、5歳児は「卒園説明会」として年度末のクラス懇談会もしてい

ます。 

・保護者から相談があったときには、落ち着いて話ができるように、相談

室を利用しています。相談は記録して、継続した支援ができるようにし

ています。 

・保護者に子どもの園生活に関する情報を提供するために、乳児は保育室

で、幼児は事務所前に設置した保護者向けの掲示板で、クラスごとのそ

の日の活動や子どもの様子を伝えています。また、保育中の子どもたち

の様子を写真に撮り、園内に掲示して、日ごろの生き生きした様子を伝

えています。 

・年度初めに年間行事計画表を配付し、保護者参加が望まれる行事にはマ

ークを付けています。また、毎月の「園だより」「クラスだより」に月の

予定を掲載しています。4・5 月の行事予定については前年度 3 月の園

だよりで知らせています。 

・保護者の保育参加（0～2 歳児）と保育参観（3～5 歳児）、祖父母の保

育参観の機会を、それぞれ年1回設けています。 

・保護者主催の「卒園を祝う会」に、要請があれば職員が参加しています。

 

【さらに望まれる点】 

・保護者に向けて、給食室前に意見箱を置き、検討中の取り組みや行事、

給食についてなどのアンケートを行い、保護者に園の保育方針が理解さ

れているか把握しています。しかし、今回の第三者評価に伴うアンケー

ト調査では、保育の内容以外の面でも、延長保育の利用方法や行事日程

に関してなどさまざまな意見や要望の声が寄せられています。こうした

声を把握する機会についてはさらなる工夫が望まれます。 

・保護者から野菜の育て方の指導を受けたり、保護者同士の集まりの知ら

せを預かり園で配付したりしているものの、継続的な取り組みではなく、

常に保護者の自主的な活動とコミュニケーションをとっているとは言え

ません。保護者アンケートでは、「親の負担が少なくてとてもありがたい」

という声がある一方、「イベント時に協力的な父兄も多いので、もう少し

うまくコミュニケーションを」「もう少し保護者と双方のコミュニケーシ

ョン機会が欲しい」といった声もあります。  

 

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

・神奈川区内の保育園で運営している子育て支援連絡会で、地域の子育て

支援ニーズについて話し合っています。 
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るか。 

(2) 地域の子育て支援ニーズに応じ

て施設の専門性を活かしたサー

ビスを提供しているか。 

・地域に向けた子育て支援として、一時保育や園庭開放（年12～15回）、

施設開放（年10回程度）や夏季のプール開放（年4、5回）、交流保育

を実施しています。 

・近隣の公園での遊びの提供や紙芝居の読み聞かせなどを、近隣保育園と

協力して実施しています。  

・地域住民に向けて、栄養士が子どものおやつについて、看護師が子ども

の歯磨きについての講習会を開催しています。 

Ⅲ－２ 保育園の専門性を活かした相談機能 

(1) 地域住民への情報提供や育児相

談に応じているか。 

(2) 相談内容に応じて関係諸機関・団

体との連携ができる体制になっ

ているか。 

・園が入っている建物の掲示板で、園の子育て支援について情報提供して

います。育児相談については、園入口や幸ヶ谷公園コミュニティハウス

に掲示して、実施日時などを知らせています。 

・地域に向けて、平日の10時半～12時に育児相談日を設けているほか、

園見学や子育て支援の中でも育児相談を受け付けています。 

・横浜市東部地域療育センターや神奈川区役所、医療機関などの関係機関

の一覧表があり、事務室で必要な職員がいつでも見られるようにしてい

ます。  

・関係機関との連携は園長と主任が担当しています。   

 

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。 

・運動会や生活発表会、誕生会、お楽しみ会、コンサート、敬老会などの

園の行事に、地域の人を招待しています。 

・園が入っているマンションの掲示板に、プール遊びが始まる前に説明と

あいさつの掲示をするなど、地域と友好的な関係を築くための取り組み

をしています。開園時には近隣住民を招待し、園内を自由に見てもらう

機会を設けました。 

・遠足で臨港パークを利用しているほか、散歩の際に幼児が近隣のサッカ

ー場の観覧席から見学しています。 

・日常的に、散歩で出会う地域の人と、子どもたちはあいさつや会話を交

わしています。また、食育活動に使う食材を、地域のお店で5歳児が買

い物を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。 

・園のパンフレットでは、園の保育目標や園の概要、年間行事、健康管理

や給食についてなどを載せています。園のホームページでは、施設概要

や保育目標、年間行事、園の食事についてなどの情報提供をしています。
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(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・利用希望者からの電話や来園での問い合わせに対しては、「入園のしおり」

に基づいて説明しています。 

・園の見学ができることや見学の受付方法について、園の出入口に掲示し、

園のホームページで知らせています。また、来園や電話での問い合わせ

の際に伝えています。 

・見学は保育に支障がでないように1回の見学の人数を6人までとして、

平日の午後3時から受けています。曜日や時間が合わない場合には、個

別に対応しています。 

Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 
 

(1) ボランティアの受け入れや育成

を積極的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・ボランティア受け入れのためのマニュアルがあり、それに基づきボラン

ティアに対して園の方針や子どもに接する際の配慮などを伝えていま

す。絵本の読み聞かせやソーラン節の指導、運動会準備や片づけの手伝

いをボランティアがしています。 

・実習生受け入れマニュアルを作成し、それに基づいて受け入れの際は事

前にオリエンテーションを行っています。オリエンテーションでは園の

保育方針や特徴、注意事項などを説明しています。 

・実習生の受け入れについては主任が担当し、実習生一人一人の活動記録

表を作成しています。 

・実習生から、実習で学びたいことを聞いて、入るクラスを決めるなど、

実習が有意義なものとなるように実習計画を立てています。実習中、実

習生は毎日担当保育士と話し合い、実習が終わる数日前には園長と主任、

担当保育士で反省会を行い、実習中に職員からのアドバイスが生かせる

ようにしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・ボランティアについて、職員には受け入れ前の職員会議で受け入れの基

本的な考え・方針などを伝えています。子どもたちにはボランティアの

活動について事前に伝えています。しかし、保護者には基本的な考え方

や方針を、事前に説明まではしていないので、今後の取り組みが望まれ

ます。 

・ボランティアについて保護者に知らせた文書や行事の記録などはありま

すが、受け入れ時の記録としての整備はされていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

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。 

・法人では、職員を「新任職員」「中堅職員」「指導的職員」「管理者」

ごとに区分し、それぞれの「求められる職員像」を明確に提示するとと

もに、常に必要な人材構成かどうかチェックできるようにしています。

また、年3回の「自己評価シート」・年1回の「職員意向調査」・年2

回の園長による個人面談を実施して、園として必要な人材の確保・育成

に努めています。 

・主任は、年間の研修計画を策定し、各職員の資質向上に向けた計画作り

を行うとともに、常勤・非常勤の区別なく全職員が積極的かつ主体的に

研修に参加することを推進しています。また、研修の成果を職場で生か

すため、受講した研修は職員会議や日々のミーティングで報告・記録し、

個人の知識に留まることなく、園内研修まで発展させて、全職員のスキ

ルアップとサービスの向上につなげています。 

・園では、非常勤職員にも常勤職員と同様の資質が求められていることを

理解しています。常勤・非常勤を問わず、全職員が保育理念や方針を実

現していくために、「法人職員ハンドブック（私たちの心構え・日々の

姿勢心がけ・就業について・個人情報のチェックリストなど多岐にわた

る内容が記載されている）」を配付しています。 

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。 

・年 2回開催される個人面談において、「コミットメントシート」を活用

しながら、日常保育の疑問や課題について話し合い、サービスの見直し

や職員のスキルなどを評価しています。また、新年度の準備会議で、園

全体の自己評価を行う機会を設けています。なお、法人主催の2ヶ月に

1回開催される園長会議・主任会議や原則年1回開催されるリーダー会

議では、6 園の系列園すべての各管理者や担当者が集まり、さまざまな

意見交換や意識統一・情報共有の大切な機会となっています。 

・日常の保育日誌や月間の指導計画においても自己の保育を振り返る項目

を設け、記録しながら丁寧に自己の実践の振り返りを行っています。さ

らに、職員一人一人の保育業務をチェックするため、2 種類の「自己チ

ェックシート（事故リスク軽減のためのチェックリストと保育業務運営

のチェックリスト）」を活用しながら、年3回の振り返りをしています。

その他にも、園長と行われる年2回の個人面談において、日常保育の疑

問や課題について話し合い、自らの保育やのスキルアップなどを評価で

きるようにしています。 

・保育業務における保育士等の振り返りの結果は、必要に応じて、主任・



17 
 

園長に相談しながら、気付き・改善点の提案を職員会議やカリキュラム

会議の議題として、全職員で検討・見直しをしています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園としての自己評価については、具体的な事例について、理念や方針に

沿った保育が実践されているか、事業計画作成時等に検討・報告してい

るものの、さらに「自己評価」の形として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。 

・園では、保育士に対して、年1回「職員意向調査シート」によるアンケ

ートで、当年度達成できた業務や仕事内容に関する今後の意向などを確

認しています。また、園長や主任を中心に、日々のミーティングや職員

会議等では、職員からの意見を大切にし、良好な職場内雰囲気を構築す

るよう努力しています。 

 

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。 

・職員が守るべき法・規範・倫理等は、入職時に配付される「法人職員ハ

ンドブック（私たちの心構え・日々の姿勢心がけ・就業について・個人

情報のチェックリストなど多岐にわたる内容が記載されている）」に明

文化しています。また、法人による園長会議では、経営・事業運営に関

する情報が報告されています。園長会議で報告された法人の情報は、職

員会議等で全職員に周知しています。 

・ゴミの分別・減量化、エコキャップの回収などのエコ活動、プールの水

の再利用として植物への水やりなどの省エネルギー対策を、全職員が積

極的に実践しています。また、エアコン等の節電や節水の取り組みは、

法人本部の目標管理もあり、職員間の日々の声かけを軸に行い、必要の

ない照明や冷暖房を極力使用しないことを全職員が徹底しています。 

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。 

・保育理念・基本方針は明文化し、「法人職員ハンドブック」として書面

化したものを職員に配付し、年1回読み合わせを行っています。また、

入園のしおりや事業計画書等にも明記しています。 

・年 2回開催される保護者懇談会において、園長は保護者に保育内容や園

生活の決まりを説明し、意見交換をしています。また、常日ごろからの

保護者とのコミュニケーションを大切にし、重要な意思決定はもちろん
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(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。 

のこと、各種イベント活動についても、アンケートを実施・活用してい

ます。 

・主任は、全体の業務状況を把握するだけでなく、個々の業務状況を把握

するために、朝の各クラスの見回りや日々のミーティングの中心的役割

を担いながら、全職員への配慮を心がけています。また、日々の会話や

職員間の雰囲気などにより、必要な指導をタイミングよく行えるように

努めています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 保育園運営に関して、中長期的な

計画や目標を策定しているか。 

・園では、法人主催の園長会議や系列園のネットワーク、横浜市・神奈川

県の社会福祉協議会、神奈川区福祉保健センターなどから、さまざまな

保育・経営情報の収集に努めています。重要な情報については、法人主

催の園長会議で話し合い・検討しています。 

・中長期的な事業計画を策定し、全職員に周知しています。事業計画作成

時には、一時保育の充実・待機児童の受け入れ・新たな仕組みの検討な

どの外部環境の変化をかんがみて、現状の保育サービスを見直し、利用

者サービスの向上に向けた取り組みを行うため、将来の運営に向けた話

し合い・検討を行っています。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2012年 12月 15日～12月 29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    

55.3% （76枚配付、42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」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】 

 

・保育園の総合満足度は、「満足」と「どちらかといえば満足」を合わせると、88%です。 

 

・日常保育「遊び」について、①クラス活動や遊びについてお子さんが満足しているかは、②園のおもちゃや

教材について、お子さんが自由に使え年齢にふさわしいか、③遊びを通じて友だちや保育との関わりが十分

もてているか、の3つの項目で満足度が高く、それぞれ91%、88%、91%となっています。一方、①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 不満が26%となっています。 

 

・日常保育の「生活」の中でも、特に給食については満足度が高く、①給食の献立内容は95%、②お子さん

が給食を楽しんでいるかは86%です。「工夫されたメニューや栄養面でも満足です」「毎日お代わりをして

いるようです」との声があります。その他、③基本的生活習慣の自立に向けての取組は88%、④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どうかは83%、となっています。 

 

・施設設備の快適さや安全対策については、①施設設備について 95%、②お子さんが落ち着いて過ごせる雰

囲気になっているか 95%、 ③外部不審者対策について 93%、といずれも非常に満足度が高くなってい

ます。その他、満足度の高い項目として、①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 93%、②あなたのお子さんが保育園生活を楽しんでいるか 93%、が挙げられます。 

 

・不満が比較的多い項目としては、①保護者懇談会や個別面談による話し合いの機会については24%、②園

の行事の開催日や時間帯への配慮については31%、③閉所時間内であれば柔軟に対応してくれるなどの残

業などで迎えが遅くなる場合の対応は33%、が挙げられます。 

 

 



■ 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

21.4%

まあ知っている

61.9%

どちらとも

言えない

7.1%

あまり

知らない

7.1%

まったく

知らない

2.4%

賛同できる

68.6%

まあ

賛同できる

28.6%

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 21.4 31.0 2.4 4.8 40.5 0.0
入園前の見学や説明など、園からの情
報提供については

23.8 45.2 16.7 2.4 11.9 0.0

園の目標や方針についての説明には 21.4 59.5 4.8 2.4 11.9 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

45.2 35.7 7.1 7.1 4.8 0.0

保育園での１日の過ごし方についての
説明には

45.2 38.1 4.8 4.8 7.1 0.0

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

45.2 38.1 0.0 9.5 7.1 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 35.7 45.2 11.9 0.0 7.1 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

26.2 50.0 11.9 4.8 7.1 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）

54.8 35.7 0.0 7.1 0.0 2.4

子どもが戸外遊びを十分しているかに
ついては

52.4 31.0 7.1 9.5 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）

52.4 35.7 7.1 2.4 2.4 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

35.7 35.7 19.0 7.1 2.4 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

50.0 40.5 4.8 4.8 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

38.1 40.5 16.7 4.8 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 66.7 28.6 0.0 4.8 0.0 0.0
お子さんが給食を楽しんでいるかにつ
いては

66.7 19.0 7.1 4.8 2.4 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

59.5 28.6 7.1 0.0 2.4 2.4

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

47.6 35.7 9.5 0.0 7.1 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

42.9 23.8 11.9 2.4 19.0 0.0

お子さんの体調への気配りについては 47.6 33.3 11.9 7.1 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

38.1 42.9 2.4 7.1 9.5 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

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 69.0 26.2 0.0 2.4 2.4 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

69.0 26.2 2.4 2.4 0.0 0.0

外部からの不審者侵入を防ぐ対策につ
いては

66.7 26.2 2.4 4.8 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

57.1 31.0 9.5 2.4 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

24



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

40.5 31.0 16.7 7.1 4.8 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

59.5 33.3 4.8 2.4 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

38.1 26.2 19.0 11.9 2.4 2.4

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

38.1 45.2 9.5 4.8 2.4 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

33.3 50.0 7.1 2.4 7.1 0.0

保護者からの相談事への対応には 45.2 35.7 9.5 7.1 2.4 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

33.3 23.8 16.7 16.7 9.5 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

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

57.1 28.6 7.1 4.8 2.4 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

57.1 35.7 2.4 4.8 0.0 0.0

アレルギーのあるお子さんや障害のあ
るお子さんへの配慮については

31.0 16.7 0.0 2.4 42.9 7.1

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

54.8 26.2 11.9 4.8 2.4 0.0

意見や要望への対応については 31.0 45.2 7.1 9.5 7.1 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 50.0%

どちらかと

いえば満足

38.1%

どちらかと

いえば不満

7.1%

不満

4.8%
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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 38.7 87.1
問３　年間の計画について 33.4 84.7
問４　日常の保育内容　「遊び]について 47.8 84.8
問４　日常の保育内容　　「生活」について 55.9 88.3
問５　快適さや安全対策などについて 65.9 93.5
問６　園と保護者との連携・交流について 42.9 79.5
問７　職員の対応について 53.4 88.2

※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
.890
.815
.812
.797
.784

※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7：意見や要望への対応については
問6：開所時間内であれば柔軟に対応してくれるなど、残業などで迎えが遅くなる場合の対応

　中項目

設問項目
問7：あなたのお子さんが大切にされているかについては
問7：あなたのお子さんが保育園生活を楽しんでいるかについては

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：2月 20日（水）、2月26日（火） 

実施方法：観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察した。 

幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞き取りを実施した。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

●０歳児クラス 

0、1 歳児合同の保育室は、腰の高さほどの仕切りと太い柱で 0 歳児スペースと 1 歳児スペースを分け

ていて、保育もクラス別にしています。 

登園後子どもたちは、ぬいぐるみや電車のおもちゃなどで遊んでいます。おやつの前に敷物コーナーの上

に集まり、並んで座ります。保育士がゆっくりと一人ずつ名前を呼ぶと、返事ができる子どももいますが、

まだできない子どももいます。全員理解はできている様子で、呼ばれた子どもはテーブルのイスに座ってい

ました。 

給食は、全員が離乳食期を終え、幼児食となっています。給食の手遊び歌を保育士が始めると、子どもた

ちは手をたたき、身振りを上手に真似ています。「手はおひざ、ピ」できちんと手をひざにのせてから、保

育士の「いただきます」で食べ始めます。こぼしながらも自分でスプーンを使って食べたり、保育士に食べ

させてもらったりしていました。 

着替えでは、自分でシャツを脱いだり、ズボンをはこうとする子どももいます。保育士はさりげなく手伝

い、できると「上手」と褒めていました。午睡はじめでは、すぐに寝る子どももいますが、立って歩く子ど

ももいて、保育士は「お布団だよ」と穏やかに伝えています。保育士に寄っていく子どもは抱っこされて落

ち着いた様子です。布団に横になっている子どもは、背中をなでてもらっていました。 

 

●1歳児クラス 

 朝の時間は、汽車のおもちゃやぬいぐるみ、絵本など好きなものを子どもが自分で出して、それぞれ自由

に遊んでいます。「つながるよ」「ブルドーザー」などの言葉がたくさん出ています。保育士に見守られなが

らスカートをはく遊びをする子どもは、得意気な様子です。保育士が子どもに「お休みいますか、いません

ね」「今日はお誕生日会です」と言うと、子どもたちは「いません」「今日はお誕生日会」などと、口々に真

似しています。誕生会のための練習か、保育士が 2月生まれの 3人にインタビューをします。名前や年、

好きな食べ物を聞くと、「2歳」「ごはん」などと答えていました。 

 食事中も、子どもたちはよく声を出しながら楽しそうに食べています。子どもが苦手なものなどを食べら

れたときには、保育士はすぐに褒めています。また、きちんと座ることや、タオルを振り回すと危ないこと

など、気付いたときにすぐに注意しています。子どもは理解できた様子で座り直すなどしていました。 

 パジャマへの着替え中、棚のおもちゃを見て泣きだした子どもに保育士は、「ここにあるから、あとでね」

と伝え、落ち着くまでそばで待っていました。着替えを済ませた子どもから、トイレに順番に座ります。ト

イレで出る子どもがたくさんいます。トイレは一斉だけでなく、子どもの様子に合わせて無理のないよう、

個々に対応しています。トイレ後は保育士と一緒に、せっけんを使って丁寧に手を洗っていました。 
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●2歳児クラス 

 朝の時間は、電車遊びやパズル、買い物ごっこ、保育士に絵本を読んでもらったりしています。片づけ後

の手洗いでは、保育士がそばで様子を見ていて、指の間まで洗うことなどを伝えていました。 

散歩出発前に、子どもは園出入口の壁際に沿って座ります。保育士が階段の降り方を確認します。「お友

達を押したら」には「だめー」と答えています。手すりにつかまって一列で降り、階段下で二人ずつ手をつ

ないで並び直し、出発です。階段の前は公園で、車の通らない広い歩道ですが、子どもに交通ルールを知ら

せるため右側に寄って歩いています。子どもたちは「電車がいる」などとおしゃべりしながら歩きます。川

沿いのデッキで休憩し、シーバスが通るときには運転手や乗客と手を振り合っています。板の間から下をの

ぞいて、カニを探す子どももいました。途中、親子連れなどの地域の人たちに出会うと「こんにちは」「久

しぶりだね」と、あいさつや会話を交わし、手を振り合っていました。ステージのようなオブジェのある広

場に着くと、並んで座ります。約束事を確認してから、保育士も入り全員でしっぽとりゲームです。みんな

元気よく走り回っています。その後は、しっぽとりゲームを続ける、小石をオブジェに並べる、保育士とド

ングリを探すなど、数人ずつ遊んでいます。オブジェの上で、好きな歌を歌いながら踊る子どもたちもいま

す。「次はソーラン節する」と言うと保育士が節を歌い、それに合わせて子どもたちは元気に体を動かして

踊っていました。 

 

●3歳児クラス 

朝の時間は、3・5歳児が5歳児保育室で一緒に過ごしています。数人ずつのグループで、カルタやブロ

ック、テーブルでの折り紙やお絵かきなど、それぞれ自由に遊んでいます。３歳児保育室に戻るときには、

子どもたちは一列に壁側に並んで「ありがとうございました」「どういたしまして」と、あいさつを交わし

ていました。 

朝の会で子どもたちは自分の座るイスを並べ、姿勢に気を付けて座ります。歌の後、保育士が順に点呼す

ると、みんな元気に返事をし、欠席の子どもが呼ばれると「お休みです」と声をそろえています。 

水際線公園への散歩では、川沿いの歩道を歩いていきます。保育士がカモを見て「あれは何」と聞くと、

子どもたちは「鳥がいる」「いっぱいいる」と答えています。橋の上では、下を通るシーバスに手を振りま

した。    

公園に着くと、入り口の穏やかな坂道で、みんなでマラソンごっこです。子どもたちは笑顔で走っていま

す。近隣保育園の子どもたちと出会い、みんなであいさつを交わします。奥の広場で集まると、子どもたち

は上着を脱ぎ、ベンチにきれいに積み上げます。保育士から公園で遊ぶときの注意を伝えられてから、遊び

ます。グループごとにボール遊びや鬼ごっこをして、思い切り走りまわっています。砂や芝生、草などを触

って感触を楽しむ子どもたちもいます。子どもは好きな遊びのグループを選んで、自然に出たり入ったりし

て遊んでいます。入りたい遊びにうまく入れない子どもには、保育士が様子を見て声かけをし、遊びに誘っ

ていました。 

 

●4歳児クラス 

朝の自由時間は、子どもたちはブロック遊びや塗り絵、ままごとなどをしています。保育士が、発表会で

5歳児がした演目の音楽をCDで流すと、数人の子どもが音楽に合わせて歌いながら踊ります。5歳児の演

目ですが、歌詞は全部覚えている様子でした。 

ひな飾りの製作後、園に隣接する公園で遊びます。縄跳びや、小高くなっている場所での鬼ごっこなどを

して、元気に身体を使って遊んでいました。 

給食前に、当番の 2 人は保育士と一緒に給食室に行き、午前中に使ったお茶とコップを返し、給食用の

お茶を運んでいます。食事前後は当番が前にでて、みんなであいさつしています。給食を食べ終わると、子
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どもたちは一列に並んで配膳台まで皿を片付けています。食後の歯磨きは子どもが自分でしています。みん

な慣れた様子で、決められた時間を守るように気を付けて行動していました。 

夕方 4 時前の帰りの会は、まだ帰らない子どもが多くいますが、生活の区切りとして子どもたちの気持

ちを整えるために全員で行います。活動に合わせた場所で行っていて、この日はホールです。明日の活動を

みんなで確認してから、保育士が友だちの気持ちを考えることや、伝え方について話をしました。子どもた

ちは「いろんな言い方があるんだよね」などと言いながら、それぞれよく考えている様子でした。その後、

歌を元気よく大きな声で歌い、当番の「お帰りのごあいさつ、さようなら」で、全員声をそろえてあいさつ

していました。 

 

●5歳児クラス 

 朝の会では、子どもたちはテーブルについてイスをまっすぐにそろえ、姿勢よく座っています。朝の歌を

歌う前に子どもたちは少しざわついていますが、保育士がギターを弾いて少しずつ音量を小さくしていくと、

おしゃべりをやめて静かになります。歌うときには手を後ろに組んで体を横に揺らしながら、みんな楽しそ

うに歌います。保育士が「声出たかな」と聞くと「出た」「あまり出なかった」と、それぞれ考えて答えて

いました。 

 ひな飾りの製作では、前日に台座などを作っていて、この日は人形部分を作ります。カラーマーカーや色

鉛筆を選んで描いて、色紙に貼り、形に合わせてはさみで切り、モールをつけています。子どもたちが「み

んな違うんだよ」と、調査員にできたひな人形を見せてくれました。 

給食では、当番はお茶の準備、テーブルふき、フォーク配りなどをしています。保育士が配膳し、子ども

たちは並んで皿を一種類ずつ受け取り、丁寧に運んでいます。並び直すときには走らないことを、子ども同

士で注意し合っています。その際、ちょっとした言い争いになりましたが、「そう言ったら〇くん悲しいよ」

などとほかの子どもも加わり話し合って、すぐに仲直りしていました。当番が、食材の身体への役割ごとに

色分けされたボードにその日の食材マグネットを貼り、保育士と一緒に全員で確認しています。前に当番が

立ち、背中を伸ばすことやイスや身体の向きなどを確認してから、みんなであいさつします。子どもたちは

「スープおいしいよ」などとおしゃべりしながら、和やかな雰囲気のなか食事していました。 

 

●誕生会の様子 

この日は０～５歳児合同の誕生会がありました。ホールに全クラスが集まり、0～2歳児は保育士と一緒

にシートの上に、3～5歳児はその後ろにイスを並べて座ります。 

紙の王冠を被った 2 月生まれ 10 人が、保育士のピアノに合わせて入場し、前に並びます。年齢が低い

子どもから順番にインタビューです。乳児への質問は、名前と好きなおもちゃや食べ物で、「電車」「メロン」

などと答えています。大きな声が出ない子どもからは保育士が聞きとって伝えます。幼児になると少し難し

い質問です。5歳児の「頑張りたいこと」では、はっきりと「保育園のお当番さんです」と答えていました。 

歌をみんなで歌ってから、保育士による人形劇がありました。ホースやタワシなどでできた動物たちが登

場します。保育士は子どもたちに話しかけながら進め、子どもの気持ちを盛り上げています。子どもたちは

感じたことや思ったことを素直に言葉にしながら、夢中になって見ています。 

 誕生会の後、写真を撮るために、前週にあった発表会の衣装を着けました。３～5歳児は撮影後に「発表

会ごっこ」として、発表会の劇を行いました。「発表会ごっこ」では、子どもの希望から、発表会のときと

は配役を少し変えています。子どもたちはすべての役のセリフを覚えていて、みんな大きな声で一生懸命演

じていました。 

 



31 
 

 事業者コメント  

 

 

開園から 3 年目を迎える節目の年に、今回の福祉サービス第三者評価を受審するにあたり、本園の心構え

として、“全職員で取り組む”ことを目標に自己評価を行いました。普段から私たちは、すべての職員ですべ

ての子どもたちを育むことを意識して保育にあたっています。保育士、看護師、栄養士と異なる職種の職員が、

それぞれの専門知識と経験を活かし、会議などの場で意見交換を繰り返しながらよりよい保育を行う努力を重

ねてまいりました。 

 

あらためて自己評価を行うことによって、日ごろの積み重ねが実を結びつつあり、今後も継続してゆく事項

のほかに、努力目標として掲げるべきものにも気付くことができました。 

 

今回、お忙しい中アンケートにご協力いただきました保護者のみなさまに感謝いたします。さまざまなご意

見をいただきましたが、温かいご意見も多く、大変勇気づけられました。今後よりよい施設として利用者のみ

なさんに望まれ、また地域に親しまれ、未来を築く子どもたちの健やかな成長を支えるために今回の評価結果

を役立ててまいります。 
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