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【評価実施概要】 

 

事業所名 株式会社 サクセスアカデミー にじいろ保育園綱島 

事業所への報告書提出日 2013年 11月 28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 第三者評価について全職員に説明後、自己評価票を個人で記入（施

設運営部分については勉強会を行ってから記入） 

② 第三者評価係3名が分担して3つに取りまとめる（１時間×３回）

③ 3つにまとめた自己評価票を園長・主任が1つに取りまとめる（３

時間） 

④ 職員会議で各項目を確認（30分×7回） 

実施期間 

2013年 7月 ～ 9月 9日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（52 世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を配付した。 

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 

2013年 8月 16日 ～ 9 月 2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 10月 17日 

    第 2日：2012年 10月 22日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：各クラス担任保育士6名、看護師1名、栄養士1名、     

非常勤職員1名、主任に順にヒアリング。 

その後、法人本部職員・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 10月 17日 

    第 2日：2013年 10月 22日 

 



2 
 

 総合評価  

 

【施設の概要】 

「にじいろ保育園綱島」は、東急東横線「綱島」駅から徒歩 6分ほどの住宅地にあるマンションの 1 階

部分に位置します。付近には、四季折々の草花を楽しめる綱島公園があり、また鶴見川や早淵川の河原にも

近く、自然豊かな環境に恵まれています。 

開設は2011年（平成23年）4月です。開園時間は、平日は午前7時から午後8時、土曜日は午前7

時から午後6時です（延長保育時間含む）。 

運営法人は、「株式会社サクセスアカデミー」です。法人では、保育園や学童クラブの運営のほか、病院

や企業内保育施設受託運営などを東京都・神奈川県を中心に多数展開し、その他、保育施設運営コンサルテ

ィング事業も展開しています。 

マンションの 1 階部分、ワンフロアーの施設内は見通しもよく、採光も十分に取り入れられる乳児クラ

スと幼児クラスの保育室のほかに、調理室、事務室、職員休憩室、園庭、ウッドテラスがあります。 

保育理念は「のびやかに育て だいちの芽」とし、目指す保育園像を「陽だまりのような保育園」・「地

域と共に育つ保育園」・「子どもと共に輝いていける保育園」としています。また、保育方針である「みと

め愛」・「みつめ愛」・「ひびき愛」（信頼・安定・共感）に基づき、保育目標として「自然を愛し、心身

ともに健やかな子ども」・「自分で考え行動し、意欲と根気のある子ども」・「仲間と関わり、人を思いや

れる子ども」・「自己を表現できる子ども」の4項目を掲げています。 

 

●特長・優れている点 

【1】温かく家庭的な雰囲気の中、子どもたちは穏やかな笑顔で楽しい園生活を送っています 

園内の床やロッカーには檜を使用し、壁には子どもたちの製作物が数多く展示され、日常の遊び道具は手

作りおもちゃを多く用意するなど、木のぬくもりを重視した温かく家庭的な雰囲気を演出しています。保育

士は、子ども一人ひとりの成長や発達にあったプログラムを用意し、できる限り子どもたちが自分でできる

ようにそっと支援することを心がけ、子どもたちの気持ちやアイデアを大切に受け止めながら、日々臨機応

変に対応した保育を実践しています。 

乳児クラスでは、手遊びやわらべ歌で楽しい時間を過ごしています。保育士は、自分で着替えようとする

子どもたちに、さりげなく手伝いながら、できると「上手」「すてき」「かっこいいね」など都度声かけをし

ています。一人でできること・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。そ

のような日常には、保育士と子どもたちの笑顔があふれています。 

幼児クラスでは、特に音楽・製作・体育に力を入れています。朝の会では音楽を取り入れ、子どもたちの

丁寧に・優しく・楽しく歌う姿が見受けられます。廃材を利用した製作では、子どもたちが作りたいものを

自由に作り、園内にその製作物を数多く展示しています。また、園外活動を多く取り入れているため、公園

などで元気いっぱいに走り回る子どもたちは、遊びの楽しさを十分に感じながら、自然と体力がついていき

ます。そのような日常の中で子どもたちは、順番に待つことや友達同士譲り合うことなど社会性を自然と身

につけていきます。 

全職員が、保育理念と保育方針を意識しながら、日々の保育を実践しています。全職員が家庭的で温かい

雰囲気作りを心がけているので、子どもたちは安心して自分の気持ちを表現することができ、穏やかな笑顔

で楽しい園生活を送っています。 
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【2】食育活動や課外活動などさまざまな体験を取り入れています 

園では、毎月 1 回園長・主任・管理栄養士・クラス担任が参加する給食会議を開催し、子どもの喫食状

況・調理方法・盛りつけなどを話し合っています。そして、旬の食材を用いた季節感のある献立作りや伝統

食を取り入れた献立作りを心がけています。子どもたちが喜び・楽しみながら食することができるように、

節分の恵方巻き・雛祭りのちらし寿司・七夕のそうめん・お別れ会やお楽しみ会のバイキング形式の給食な

ど、さまざまな食事のイベントを盛り込んでいます。その他、バター作り・とうもろこしの皮むき・野菜の

収穫後に行う野菜ジュース作り・クリスマスケーキのデコレーションなど、食育のイベントは年間を通じて

行っています。その結果、保護者アンケートでは、お子さんが給食を楽しんでいるかについては 100%、

給食の献立については98%の方が「満足」もしくは「どちらかといえば満足」という非常に高い満足度が

得られています。 

また、バスや電車など公共の交通機関を利用した園外活動にも力を入れています。春と秋の遠足は樽町し

ょうぶ公園やみその公園に行き、その他にも農園・動物園、年 2 回の工場見学や水族館へのお別れ遠足な

ど、さまざまな課外活動を年間行事に組み込んでいます。子どもたちは日常保育では体験できないさまざま

な行事を通じて、必要な交通ルールを学んだり、自然や生物に実際に触れたり見たりして、友達同士で楽し

みながら体験を積んでいます。 

 

【3】園長・主任を中心に、良好な職場環境づくりに励んでいます 

保育理念・方針・目標の実現に向け、全職員が話し合える機会を数多く設けています。定期的に開催され

る職員会議・リーダー会議・ケース会議・給食会議などの場では、園長・主任を中心にして、保育に関する

ことや園全体のことなど職員間で活発な意見交換が行われ、改善事項があれば迅速に対応するように心がけ

ています。日々の保育については、主任は日常的に各クラスの保育に入りながら、細やかにアドバイスをし

ています。その他、業務終了後においても、職員はその日の保育の気になるところ・保護者対応について・

職員間の連携など、さまざまな悩みを日常的に園長や主任に相談し、アドバイスを受けています。 

その結果、保育理念などの実現に向けた保育内容などは、職員間で情報共有され、スムーズな連携が可能

となります。保育の場面切り替え時におけるクラス間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ます。 

このように、園では日常的な話し合いや日々の相談時間を大切にする雰囲気が醸成され、良好な職場環境

の土壌作りが自然となされています。園長や主任が個々の職員の能力を最大限に発揮できるように、経験等

を考慮しながら、適切なアドバイスをタイミングよく行うことを心がけています。さらに、良好な人間関係

のもと、園として風通しのよい職場内環境づくりを実現するため、職員の良いところを日常的に伝え、業務

の不安や人間関係の悩みなど、日々聞くことを大切にしています。 

 

【4】職員のスキルアップを目的とした人材育成と園全体のサービス向上に力を入れています 

法人では、職員を「新任職員」「中堅職員」「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「にじいろガイド(業務マニュアル)」の簡易版を全職

員に説明・配付しています。そこには、法人理念・子どもの人権を守るために・差別用語は使わない・望ま

しい保育士としての資質や態度・身だしなみなど多岐にわたる内容が記載され、全職員に周知徹底されてい

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・栄養士会議・看護師会議等では、

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。 
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このような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、園長が年 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・保育に関する自己チェックなどを記

載する自己評価シート(「チャレンジ共有シート」・「成長共有シート」)を活用しながら、職員一人ひとり

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、「にじいろ保育の保育基準」により、園としての自己評価を行っています。その中には、保育理念・

方針・目標に関することから、指導計画・快適な施設環境・安全衛生・保育内容・食育・人権・保護者との

関わり・地域支援・職員の資質向上など、多岐にわたるチェックシートが準備され、年 1 回の振り返りと

しています。これは、園全体のサービス内容の検討・見直しの機会となり、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園全体のサービス向上につながっています。 
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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「のびやかに育て だいちの芽」とし、目指す保育園像を「陽

だまりのような保育園」・「地域と共に育つ保育園」・「子どもと共に

輝いていける保育園」としています。また、保育方針である「みとめ愛」・

「みつめ愛」・「ひびき愛」（信頼・安定・共感）に基づき、保育目標

を「自然を愛し、心身ともに健やかな子ども」・「自分で考え行動し、

意欲と根気のある子ども」・「仲間と関わり、人を思いやれる子ども」・

「自己を表現できる子ども」の4項目掲げ、これらは利用者本人を尊

重したものとなっています。 

・ 保育課程は、運営法人本部が基本形を作成し、園の職員会議等で、全職

員がかかわりながら、最終的な作成・見直しを図っています。また、保

育課程の内容については、園付近に公園や学校が点在する地域性を活か

しながら、思いっきり体を動かしたり、より多く自然に触れたりできる

ような散歩コースを工夫することや、保護者との日々のコミュニケーシ

ョンを大切にし、園の年間行事スケジュールを事前に配付して予定を立

てやすくすることなどに配慮しています。 

・ 指導計画は、まず目標を掲げ、ねらい・養護・教育・環境構成・保護者

支援・地域などの区分ごとに丁寧に作成しています。保育士は、子ども

のやりたい気持ちや自由な発想を大切にしています。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

(1) 入園前や入園後すぐに子どもの

発達状況や課題を把握している

か。 

(2) 新入園児受け入れ時の配慮を十

分しているか。 

(3) 子どもの発達や状況に応じて指

導計画を作成しているか。 

・ 入園説明会後、複数の保育士と保護者間で個別面接を実施しています。

入園までの成育歴等は、事前に児童調査票を提出してもらい、子ども一

人ひとりの様子を把握しています。なお、調査票には、「生育歴」・「家

庭状況」・「アレルギーの有無」・「予防接種歴」などの項目があり、

子どもの成育歴の詳細を記録し、保育士がいつでも見ることができるよ

うにファイリングしています。 

・ 0、1歳児の新入園児については、個別に主担当保育士を決め、子ども

との愛着関係がしっかり築けるように心がけながら、子ども一人ひとり
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に対応できるように職員配置を手厚くしています。また、子どもの様子

は連絡帳に丁寧に記録し、連絡帳で伝えきれない出来事は、送迎時の日

常的な会話で伝え、職員全員が家庭との連絡を密にするよう心がけてい

ます。 

・ 指導計画は、月2～4回の職員会議や月1～2回のケース会議職などで、

「成長発達の経過記録」をもとに、子ども一人ひとりの発達の状況や日

常の様子を話し合いながら作成・評価・見直しを行っています。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

(1) 子どもが快適に過ごせるような

環境（清潔さ、採光、換気、照明

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。 

・ 清掃は「自己点検チェックシート」のマニュアルに沿って行っています。

特にトイレは1日3回チェックを行い、清潔に保つように心がけてい

ます。また、子どもたちが園外活動をしている間には窓を開け、園内に

不快な匂いが残らないように、職員全員が通風・換気に配慮しています。

・ 沐浴・温水シャワー設備があります。沐浴設備等を清潔に保つため、「自

己点検チェックシート」を活用し、設備の管理や清掃を徹底しています。

・ 0、1歳児は同じ部屋となりますが、手作りの仕切りでそれぞれ個室と

して使用しています。ロッカーで仕切った2歳児の保育室は、オープ

ンな作りとなっていて廊下や隣のクラスからも見通しがよいです。3、

4、5歳児の幼児クラスは、活動内容によって異年齢児保育も取り入れ

ています。すべての保育室内では、着替えや食事をする場所を敷物や仕

切りなどで工夫をしながら、食べる・寝る・遊ぶなどの機能別空間を確

保しています。 

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歳児から2歳児まで、個別指導計画（養護や教育のねらい・内容・

子どもの育ちと配慮・家庭連絡・自己評価など）を作成しています。ま

た、特別な課題がある幼児に対しても、個別指導計画を作成しています。

乳児・幼児ともに個別指導計画を作成する段階において、家庭の状況・

保護者からの要望を十分に考慮しています。 

・ 子どもや家庭に関する基本的な情報は、入園時に提出される児童調査票

で把握し、個別にファイルし管理しています。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入するとともに、月例に応じた発達経

過表には、乳児は毎月、幼児は3ヶ月に1回、記録し管理しています。

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

・ 運営法人として、特に配慮を要する子どもへの対応に必要なノウハウや

情報などを共有できる仕組みを確立し、積極的に受け入れる姿勢があり

ます。また、特に配慮を必要とする子どもについては、職員会議やケー

ス会議で話し合いを行い、記録しています。 

・ 園では、車いすを使用する障がい児用にも対応できるようなトイレ設備

を備えています。また、障がい児には年齢の枠にとらわれることなく担
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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。 

当保育士を配属し、園長やクラス担任と障がいの特性など考慮しなが

ら、個別指導計画を作成しています。指導の仕方や接し方について、全

職員が同じようにできるように心がけています。 

・ 園には、虐待対応マニュアルがあり、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、虐待が明白になった場合、または虐待

が疑われる場合は、児童相談所や港北区役所福祉保健センターこども家

庭支援課などの専門機関と連携を取りながら、通報・連絡・相談できる

体制を整えています。 

・ アレルギー疾患のある子どもへの対応については、子どものかかりつけ

医の意見書や保護者の意見により、適切な対応を行っています。食物ア

レルギーについては、アレルギー検査の結果を踏まえて、保育士・看護

師・栄養士・保護者間の連携を密にしながら、対応しています。 

・ 外国籍の子どもに対しては、文化や生活習慣の違いを尊重し、柔軟な対

応をしています。文化や生活習慣の違いについては、他の子どもたちが

理解できるように話したり、日々の保育の中では自然に接することがで

きるように、異文化の話をしたり、図鑑を見たり、様々な国旗を作った

りしながら、子どもたちが理解できるように配慮しています。 

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）受付責任者を主任、解決責任者を園長とし、苦情解決シ

ステムを分かりやすくまとめ、事前に保護者にプリントを配付し、説明

しています。また、行事ごとに保護者アンケートを配付したり、玄関に

スマイルBOX（意見箱）を設置するなど、意見要望を気軽に表明でき

るための工夫をしています。 

・ 苦情解決マニュアルを備え、保護者からの要望や苦情については、職員

会議で「内容」「原因」「園の対応」「反省及び改善策」と段階を踏ま

えて話し合い、検討・共有しています。また、過去の苦情・トラブルな

どのデータは、苦情の記録としてファイリングし、今後のトラブル防

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）

ができているか。 

・保育室内の絵本やおもちゃの棚は子どもが取り出しやすい高さで、子ど

もが見やすく片付けしやすい収納をしています。3・4・5 歳児の合同

クラスでは、ハサミ・のり・クレヨンなどの文具を収納した棚に布をつ

け、布がはずしてある時間には子どもが自由に取り出して遊ぶルールを
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(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。 

作っています。 

・園では保育士全員で、布・フェルト・牛乳パック・ミルク缶等を使った

おもちゃ作りに取り組んでいます。年間計画を立て、創意工夫を凝らし

たおもちゃ作りにより、子どもの成長・発達がより細やかに確認できる

効果を得ています。 

・日々の一斉活動では、遊びのルール・順番・助け合いなどを学びつつ、

みんなで一緒に歌う・がんばる・笑う、楽しさを十分に取り入れていま

す。 

・園外活動を積極的に実施しています。天気の良い日は毎日散歩に出るほ

か、プチ遠足として少し遠くの公園にお弁当持参で出かけたり、ブルー

ベリー狩りや芋掘りなどの収穫体験なども取り入れています。歩く力を

育て、歩く楽しさを味わえるように心がけ、保育室内においても裸足保

育を行っています。 

・1 クラスずつが少人数の園であり、子どもたち全員に保育士の目が届く

環境です。保育士は穏やかな言葉で子どもに接し、子どもたちは保育士

に十分甘えて、落ち着いた表情があります。 

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。 

・乳児の授乳は一人ひとりに合わせた時間に、抱っこをし、子どもの顔を

見て、優しい声かけをしながら行い、子どもとの愛着関係を築いていま

す。また、希望があれば冷凍母乳の対応もしています。 

・園児の食育については年間計画を立て、園庭で育てた野菜を使ったクッ

キングをはじめとして、食事マナー・箸の使い方・包丁の使い方・米の

とぎ方など、さまざまな活動を実施しています。この活動を通して、子

どもたちの食べることに対する興味や意欲を育てています。 

・園の給食は、旬の食材を調達し、季節感のある献立作りや伝統食を取り

入れた献立作りを心がけています。例えば、行事食として節分の恵方巻

き・雛祭りのちらし寿司・七夕のそうめんなどを提供したり、クリスマ

スやお別れおたのしみ会などには、バイキング形式の給食にするなど、

子どもたちが喜ぶ給食を工夫しています。 

・毎月1回、園長・主任・管理栄養士・各クラス担任による給食会議を開

き、子どもの喫食状況を分析して調理方法や盛り付けに活かしています。

・午睡時間には保育室の遮光カーテンを引き、静かな環境をつくっていま

す。絵本の読み聞かせ・トントン・おんぶ・抱っこ・添い寝など、それ

ぞれの子どもが欲することに対応して、子どもが安心して眠りにつける

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

・健康管理・衛生管理・安全管理・感染症対応、それぞれに関するマニュ

アルがあります。 

・健康診断と歯科健診・身体測定の結果は一人ひとりの「健康の記録」に
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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。 

記載して、保護者に見てもらっています。また、歯科健診についてはあ

らかじめ保護者からの質問を聞き、健診結果とともに医師からの回答を

伝えています。 

・園内に感染症が発症したときには、速やかに園玄関の「お知らせコーナ

ー」で情報の掲示をしています。 

・食後の歯磨きは1歳の後半から、子どもの様子を見て、歯ブラシの持ち

方から始めています。2歳児以上には年に1度、歯科衛生士による歯磨

き指導も行っています。 

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。 

・園では毎年、看護師が衛生管理の内部研修を行い、年度末には全保育士

でマニュアルの読み合わせを行っています。 

・園内はマニュアルに基づいた清掃を行い、清掃チェック表に記し、適切

かつ清潔な状態が保たれています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(6) 事故や怪我の発生時および事後

の対応体制が確立しているか。 

(7) 外部からの侵入に対する対応策

が整備されているか。 

・保育室内の棚は地震等を想定して耐震設計の家具を設置し、さらに滑り

止めをつけています。また日々の注意として棚の上には重いものを置か

ない心がけもしています。 

・避難訓練は、地震や火災を想定して毎月実施しています。避難場所への

誘導・消火訓練も行い、さらに年1回、大災害を想定した園児の引き渡

し訓練も保護者全員参加で行っています。 

・保育中の事故については、職員会議で事故報告をし、再発防止策の検討

を行い、事故発生の原因から反省・改善策までを「事故報告書」に記録

しています。「ヒヤリハット」「アクシデントレポート」も、同様の手順

で記録に残し、書類は全職員が回覧して捺印し、事故防止意識の共有を

図っています。 

・不審者対策として、園の玄関はオートロックにし、インターフォンによ

る顔確認で解錠しています。また、民間警備会社と契約し 24 時間の緊

急通報体制もあります。園児の散歩時にも、保育士は携帯電話とともに

警備会社につながる警報機を持って出かけています。 

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

・子どもの人権尊重については、新人研修・フォローアップ研修などで折々

に確認する機会を設けるとともに、職員会議でも取り上げ、職員間で意

識を持って保育にあたっています。 

・個人情報の取り扱いや守秘義務については、園の運営法人が策定した個

人情報保護規定があり、全職員に職員会議で説明しながら、周知してい

ます。実習生やボランティアにも必ず事前に説明をし、機密保持誓約書

を提出してもらっています。 

・個人情報の取り扱いについて、保護者には入園時や懇談会開催時に説明
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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。 

をしています。保育中の子どもの写真の取り扱いについては、パンフレ

ット、ホームページ、ブログなどに使用するたびごとに、個人情報使用

承諾書で保護者の同意を確認しています。 

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。 

・園の保育方針を保護者に理解してもらうために、園の行事や保育参観後

にアンケートを実施し、日常的に保護者との良好なコミュニケーション

の構築を図っています。 

・子どものお迎え時には、保護者に口頭でその日の子どもの様子を伝える

ほか、「今日の出来事」として、玄関のホワイトボードでクラス全体の様

子についても知らせています。 

・保護者からの相談には、園長・主任・クラス担任がいつでも応じていま

すが、運営法人の臨床心理士が月に1度来園し、巡回相談にも応じてい

ます。相談内容は必要に応じて記録に残し、継続したフォローを行って

います。 

・日常の子どもたちの様子は保育士が写真に撮り、民間の写真販売業者に

委託してインターネット上に載せています。保護者はこのサイトをパス

ワードで開き、自由に閲覧・購買できます。 

・保護者の保育参加を6月に、保育参観を11月に実施するほか、毎月の

園児の誕生会にも、保育ボランティアとしての保育参加を募り、希望に

より保護者に参加してもらっています。 

 

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。 

・地域の子育て支援のニーズについては、園の見学者や行事の参加者から

話を聞いたり、地元商店街との交流の中で、保育園に対するニーズを把

握し、具体的にできることの実践を積み重ねています。 

・地域への子育て支援として、体験保育・お誕生会招待・絵本の貸し出し

などを行っています。また、散歩先では近隣の子どもたちにも声をかけ、

紙芝居や絵本の読み聞かせなどもしています。 

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。 

 

・地域に向けた園からのお知らせは、園の掲示板に掲示するほか、近隣マ

ンションへのポスティング・散歩先でのチラシ配布・過去の見学者への

郵送など、積極的に取り組んでいます。 
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(2) 相談内容に応じて関係諸機関・団

体との連携ができる体制になっ

ているか。 

・地域住民からの育児相談は、毎日受け付けています。相談内容に応じて、

港北区役所福祉保健センターこども家庭支援課・横浜市北部児童相談

所・横浜市総合リハビリテーションセンターなどの担当者と連携する体

制があります。 

 

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。 

・地域住民に向けて、にじいろまつり・運動会・クリスマス会などの園行

事へのお誘いをしています。 

・子どもと地域の交流として「横浜市農村生活館みその公園横溝屋敷」や

「鶴見川流域センター」などをプチ遠足や課外活動に利用しています。

 

【課題となる点】 

・園では地域コミュニティへの働きかけとして、近隣との親しい交流や理

解を深める努力を熱心に行っていますが、現在のところ地域の団体との

定期的・計画的な交流はありません。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園の情報は、横浜市や港北区のホームページ、園のホームページやブロ

グなどで、随時提供しています。 

・利用希望者からの園への問い合わせには、常時、園長または主任が、利

用希望者が必要とすることを適切に説明しています。 

・利用希望者には、区の広報紙や園のホームページ、見学者用のパンフレ

ットなど、多種の媒体で園内の見学ができることを案内しています。 

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。 

・実習生・ボランティア受け入れのためのマニュアルがあり、実習生・ボ

ランティアを受け入れています。 

・実習生・ボランティアには、実習や活動の前に園の方針・園児への配慮・

守秘義務などをマニュアルに沿って説明しています。 

・実習生・ボランティア受け入れ時は、受け入れのための考え方をあらか

じめ職員に周知し、保護者にも園だよりなどで知らせ、理解を求めてい

ます。 
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評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・運営法人本部にて、人材育成計画を策定しています。園長は、園の実情

に合わせ、運営法人本部のスーパーバイザーと相談しながら、保育園運

営に必要な人材を確保するように努めています。また、職員は年度初め

に自己評価シート（チャレンジ共有シート・成長共有シート）を記載し

ています。そのシートをもとに、園長が年2回の面接を丁寧に行いなが

ら、各職員の目標や前年度の振り返り・反省などを確認しています。 

・園長および主任が研修担当であり、各職員の資質向上に向けた計画作り

を行うとともに、各職員の研修ニーズにも配慮しています。研修は、常

勤・非常勤問わず、全職員が積極的に参加しています。 

・常勤・非常勤を問わず、基本理念や方針・行動規範・場面ごとの言葉や

接し方など、基本方針から日々の業務内容や心構えまでが詳細に記載さ

れている「にじいろガイド（業務マニュアル）」の簡易版を配付してい

ます。また、非常勤職員については、出勤状況や時間帯に応じて、園長・

主任・各クラス担任が、指導担当者となっています。 

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。 

・園長が行う年2回の個人面談では、自己評価シート（チャレンジ共有シ

ート・成長共有シート）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丁寧に評価し、計

画的な人材育成を行っています。なお、「にじいろ保育の保育基準」に

より、園全体の自己評価を実施しています。 

・職員会議・リーダー会議・ケース会議にて、実践した保育の振り返りを

行いながら、計画時に掲げたねらいと関連付けて話し合いが行われてい

ます。また、意図した計画と実践内容について改善点があれば、取り組

み方や活動内容について、各会議等で話し合い・見直しをしています。

・保育業務における保育士等の振り返りの結果は、職員会議等で報告し、

必要に応じて、園長・主任に相談しながら、気付き・改善点について日

常的に話し合っています。また、保育士等の振り返りの結果は、個人と

しての課題だけでなく園全体の課題としてとらえ、園全体のサービス向

上に取り組んでいます。なお、園全体の自己評価は、玄関の棚の上に保

管してあり、だれでも閲覧できるようにしています。 

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

・「にじいろガイド（業務マニュアル）」には、園長・主任・クラスリー

ダー・保育士・看護師・栄養士・調理員それぞれの業務内容や期待され
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高めているか。 ている役割が明文化されています。 

・園長や主任は保育士との日常的なふれあいを大切にし、保育日誌などの

記録を読むことにより、保育士の心情や保育内容を把握しています。ま

た、年2回の園長面接にて、意見・要望・満足度を把握するよう努めて

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。 

・入社時の新任研修において、職員が守るべき法・規範・倫理等を説明し

ています。また、全職員に配付している「にじいろガイド（業務マニュ

アル）」の簡易版には、子どもの人権を守るためのさまざまな規範等が

記載されています。 

・園では、ゴミの分別・減量化に努めています。さらに、省エネルギーに

向けた取り組みのほか、園全体で緑化の推進に取り組んでいます。この

ような環境への取り組みや考え方は、事業計画に明文化されています。

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。 

・保育理念・方針・目標は明文化し、玄関・各保育室・休憩室・事務室な

どに掲示するとともに、職員会議で随時確認しています。また、「にじ

いろガイド（業務マニュアル）」の簡易版を配付して、全職員に周知徹

底し、理解を深めています。 

・運営委員会（保護者代表・第三者委員・園長・運営法人本部職員が参加）

を定期的に開催し、重要な意思決定について、継続的に意見交換を行っ

ています。その他、日常的な会話から保護者から意見を聞くことに努め

ています。 

・運営法人主催による主任・リーダー育成会議・研修を定期的に行い、ス

ーパーバイズのできる主任クラスの計画的な育成プログラムが用意され

ています。また、主任は園長と共に、日常の中で職員からの相談を随時

受けることを大切にし、その中では職員の良いところを認め、業務の不

安や人間関係などの悩みなど、さまざまな相談に対して必要な指導・ア

ドバイスを行っています。 

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。 

・園長は、横浜市私立保育園園長会・港北区園長会・児童相談所・運営法

人本部などにより、さまざまな保育・経営情報の収集に努めています。

また、法人本部のスーパーバイザーが配属されていて、業界動向・他社
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(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。 

動向の情報を得ています。なお、重要な情報は、定期的に開催される運

営法人本部の園長会議で話し合い・検討を行っています。 

・運営法人本部が主導して、中長期的な事業計画を策定しています。計画

の中で、中期達成目標を掲げ、「市場の状況」「行政の動向」等を分析・

協議しています。運営法人本部では、外部環境の変化を勘案しつつ、今

後のサービスや運営のあり方を検討しています。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2012年 8月 16日～9月 2日 

●実施方法   

① 保育園から全園児の保護者に配付し、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    

78.8% （52枚配付、41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、 

「不満足」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、95%です。 

 

・日常保育の「遊び」について、6 項目中 5 項目が 90%以上と全体的に満足度が高い結果となっています。

特に、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、②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、の2項目で満足度が非常に高く、それぞれ100%、95%、となっています。「年齢に

応じた製作方法ができてよい」「公園に行くなど、園外でも遊べている」との声があります。 

 

・日常保育の「生活」についても、7項目中6項目が90%以上と全体的に満足度が高い結果となっています。

特に給食については満足度が高く、①給食の献立内容は 98%、②お子さんが給食を楽しんでいるかは

100%です。「家では作ったことがない物を食べておいしくいただいている」「十分です」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り組み、④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、の2項目は95%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外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 92%、②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 95%、といずれも非常に満足度が高くなっています。一

方、施設設備については、29%が不満としています。「園庭が狭い」「園庭やホールがないのはとても残念

です」との声があります。 

 

・園と保護者との連携・交流については、7項目中5項目が90%以上と全体的に満足度が高い結果となって

います。特に、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、②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、の2項目は 95%となっています。「面談が年1～2回あるのはあり

がたい」「園だよりは楽しみに見ている」との声があります。 

 

・職員の対応についても、5項目中4項目が90%以上と全体的に満足度が高い結果となっています。①あな

たのお子さんが大切にされているか 98%、②話しやすい雰囲気、態度であるかどうか 98%、③あなたの

お子さんが保育園生活を楽しんでいるか 95%となっています。「誠実さがあり、園長の指導がしっかりし

ている」「よく見ていただいてとても感謝している」との声があります。 



■ 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

12.2%

まあ

知っている

61.0%

どちらとも

言えない

12.2%

あまり

知らない 14.6%

賛同できる

66.7%

まあ

賛同できる

33.3%
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■ 保育園のサービス内容について （%）

問２ 入園時の状況について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

見学の受け入れについて 39.0 26.8 2.4 0.0 31.7 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

48.8 26.8 9.8 0.0 12.2 2.4

園の目標や方針についての説明には 41.5 43.9 7.3 0.0 4.9 2.4
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

58.5 31.7 2.4 0.0 4.9 2.4

保育園での１日の過ごし方についての
説明には

46.3 43.9 2.4 2.4 2.4 2.4

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）

53.7 34.1 2.4 4.9 2.4 2.4

（%）

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 46.3 46.3 7.3 0.0 0.0 0.0
年間の保育や行事に、保護者の要望が
活かされているかについては

26.8 53.7 9.8 0.0 9.8 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 39.0 0.0 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

48.8 43.9 7.3 0.0 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）

39.0 48.8 7.3 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

29.3 61.0 9.8 0.0 0.0 0.0

遊びを通じて友だちや保育者との関わ
りが十分もてているかについては

31.7 58.5 9.8 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

34.1 61.0 2.4 0.0 2.4 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 70.7 26.8 2.4 0.0 0.0 0.0
お子さんが給食を楽しんでいるかにつ
いては

73.2 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0

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

63.4 31.7 2.4 0.0 2.4 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

63.4 26.8 7.3 2.4 0.0 0.0

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

53.7 19.5 2.4 2.4 19.5 2.4

お子さんの体調への気配りについては 51.2 39.0 7.3 2.4 0.0 0.0
保育中にあったケガに関する保護者へ
の説明やその後の対応には

56.1 39.0 2.4 0.0 2.4 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

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 39.0 31.7 19.5 9.8 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

41.5 41.5 12.2 4.9 0.0 0.0

外部からの不審者侵入を防ぐ対策につ
いては

46.3 46.3 4.9 2.4 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

41.5 53.7 4.9 0.0 0.0 0.0

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

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

施設設備については

お子さんが落ち着いて過ごせる雰

囲気になっているかについては

外部からの不審者侵入を防ぐ対策

については

感染症の発生状況や注意事項など

の情報提供については
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問６ 園と保護者との連携・交流について
（%）

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別面談などによる話
し合いの機会については

46.3 48.8 4.9 0.0 0.0 0.0

園だよりや掲示による、園の様子や行
事に関する情報提供については

61.0 34.1 2.4 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

53.7 39.0 4.9 2.4 0.0 0.0

送り迎えの際のお子さんの様子に関す
る情報交換については

41.5 51.2 2.4 2.4 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

41.5 46.3 9.8 0.0 2.4 0.0

保護者からの相談事への対応には 48.8 39.0 12.2 0.0 0.0 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

82.9 9.8 4.9 0.0 2.4 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

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

53.7 43.9 2.4 0.0 0.0 0.0

あなたのお子さんが保育園生活を楽し
んでいるかについては

61.0 34.1 4.9 0.0 0.0 0.0

アレルギーのあるお子さんや障害のあ
るお子さんへの配慮については

41.5 26.8 0.0 0.0 29.3 2.4

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

53.7 43.9 2.4 0.0 0.0 0.0

意見や要望への対応については 41.5 51.2 7.3 0.0 0.0 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 53.7%

どちらかと

いえば満足

41.5%

どちらかと

いえば不満

4.9%
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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 54.5 93.6
問３　年間の計画について 38.0 91.0
問４　日常の保育内容　「遊び]について 41.0 93.4
問４　日常の保育内容　　「生活」について 64.3 95.3
問５　快適さや安全対策などについて 42.1 85.4
問６　園と保護者との連携・交流について 54.3 93.0
問７　職員の対応について 54.1 96.6

※各中項目は、2～7つの小項目によって構成されており、各小項目の満足度割合から平均値を算出した。

※ここでの「満足度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項目（相関分析）】

相関係数
.730
.699
.675
.636
.609

※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

　中項目

設問項目
問7：意見や要望への対応については
問7：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
問6：保護者からの相談事への対応には

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：10月 17日（木）、10月 22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・1歳児クラス 

  0 歳児・1歳児合同の保育室です。保育室の一部分は畳敷きで、乳児が這い這いをしたりずり這いをした

りする環境を考慮しています。朝の時間、ほぼ 0歳と 1 歳のグループ分けで過ごしていますが、子どもた

ちは室内で自由にあちこち動いて遊びます。 

0歳児グループは、小さなおもちゃで遊んだり、保育士に抱いてもらったり、牛乳パックで作った手作り

の台に身体を預けてみたり、それぞれに元気いっぱいで遊んでいます。保育士の明るい声があがりました。

「○○ちゃん、歩いた！」。ほかの先生も混じって、みんなに喜んでもらっています。 

  1 歳児グループは、保育士の前に座って絵本を読んでもらったり、手遊びをしたり、ダンスをしたりして

楽しんでいます。音楽に合わせて大きく身体を動かし、とても楽しそうです。 

  トイレはユーティリティールームで、便器・沐浴設備・おむつ替え用ベッドが整備されています。保育士

が一人トイレ援助に入り、一人ずつトイレ誘導です。トイレでできることの差が大きな 0 歳 1歳ですが、

一人ひとりに合わせたサポートが丁寧に行われています。1歳児は、保育士と一緒に自分の棚から新しいお

むつを持ってトイレに行きます。便器に座ってみることからが練習です。おむつまではかせてもらい、トイ

レの入り口にはきやすいように広げてあるズボンを自分ではいてみています。保育士は様子を見て、ズボン

の後ろだけ引き上げたり、全部はかせてあげたりと、子どものできることがなるべく多くなるように手助け

します。0歳児もおむつ替え用ベッドで、保育士にたくさん声をかけてもらいながらスキンシップをしても

らう、おだやかな一対一の時間です。 

  少し遠くの公園まで散歩に行きました。0歳児は、座るカートと立ち乗りのカートに分乗、1歳児はみん

なでしっかり歩きました。行き先は芝生の手入れが行き届いた広い公園です。0歳児は木蔭のシートの上で、

ボール遊びやシャボン玉を、1歳児は「しっぽ取りゲーム」という追いかけっこ遊びなどをして、思う存分

外遊びを楽しみました。帰り道では、「エイエイオー」の大きな掛け声とともに元気に歩ききりました。 

 

●2歳児クラス 

  保育室の窓には、ハロウィンの飾り付けがあります。切り紙の黒い城が、少し怖そうな雰囲気を盛り上げ

ています。子どもたち全員の作品が飾ってあります。紙で製作した魔女のようです。一人ひとりの作品と名

前を紹介してもらい、保育士から「みんな、じょうず！」とほめてもらい、とてもうれしそうです。 

  食事の時間では、きちんと着席して配膳されるまで待つことができます。今日のメニューは焼き魚でした

が、「さんま」と魚の名前も覚えています。おかずを少しずつ順繰りに食べる「三角食べ」も、自分で意識

を持ってできるようになっています。たくさんのことが「自分で」「一人で」できるようになり、何にでも

挑戦したい 2歳児クラスです。今日の味噌汁の具は豆腐とナメコです。箸を使い始めたばかりの 2歳児に

はずいぶん難しい挑戦です。様子を見ていた先生から「フォークで食べてもいいのよ」と言われていますが、

箸でナメコをつまむことにみんなが一生懸命です。正しい持ち方を覚えていますから、すぐつかめるように

なりました。「見て見て」と得意な様子です。 

  全員で廊下の壁に沿って並んで座り、トイレの順番待ちをしています。待っている間、保育士が紙芝居を
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見せてくれています。トイレットトレーニングは、クラスの子どものほとんどが終了しています。トイレの

始末や服の脱ぎ着ができないときは、付き添っている先生に手伝ってもらっています。トイレを出るときに

は、トイレ用のサンダルを次の人がはきやすいように、向きを変えて出てきます。自分のことも、みんなで

のルールも覚えていきます。 

 

●3・４・５歳児クラス 

  3・4・5歳児合同の保育室です。朝の会では、あいさつや出欠確認の後、「お歌の時間」があります。ピ

アノの前に整列して、手の甲を背中につけて胸を張り、歌う姿勢になります。ピアノの音階に合わせて発声

の練習です。保育士の声とピアノの音に合わせ、ドミソ・シレソ・ドミソ・ドファラ…丁寧に音階をとらえ

て、声を出していきます。次に「証城寺のたぬきばやし」「山の音楽家」「どんぐりころころ」と 3 曲の歌

を歌いました。“音階に気をつけながら丁寧に”という、練習の成果が実って、きれいな優しい歌声です。

最後は音符を表にした見本を見て、リズムパターンの練習です。音符のあるところで手拍子を打ちます。次

第に複雑になる数種類のパターンも、子どもたちの気持ちが一つになりとても上手にできました。 

  近くの小学校に散歩に行きます。出かける前には、安全に歩くための交通ルールを保育士が話し聞かせ、

それからの出発です。自分で安全の確認ができるように、信号のある横断歩道では保育士から「青になった

ら教えてください」と言われています。小学校に着くと、他園の子どもたちも遊んでいます。保育士から「小

さな子も遊んでいますからぶつからないようにしましょう」「ごあいさつもしましょう」と注意があり、一

つひとつの約束を守って過ごします。短い時間の散歩でしたが、「おにごっこ」や「どろけい」をみんなで

思いきり走り回って楽しみました。 

  園庭に植えたジャガイモの観察では、ビニールシートに座り、苗の絵を描いて観察記録を作ります。30cm

ほどに育った苗の前に座って、葉の形や大きさ・葉脈までも、よく見て描いていきます。今年 2 回目の植

え付けで、前回もたくさん収穫できたそうです。「こないだはバターつけて食べたね」「おいしかった！」保

育士との会話もはずみます。 

  年齢ごとのグループずつで、体操教室があります。体操着に着替え、ジャンプ・屈伸・ケンケン・スキッ

プなど、入念な準備体操から始まります。当日のプログラムは鉄棒でした。子どもたちの大きな笑い声が響

き、大好きな体操の先生との時間がとてもうれしそうです。 

 

●お誕生会 

  調査日は「お誕生会」の日でした。10月誕生の園児が多く、10月 2回目の誕生会では、7人のお祝い

です。保育室の準備もできて、0歳児からの園児全員集合です。先生やお友達の拍手に迎えられて、正面に

主役の 7 人と保護者が並んで座ります。手作りのおもちゃのマイクで、7 人へのインタビューから始まり

です。好きな食べ物・好きな遊び・何歳になるの・将来何になるの、少し恥ずかしそうに・うれしそうに楽

しい答えが続きます。園長先生からは手作りのバースデーカードと袋に入ったプレゼント、子どもたちから

は歌のプレゼント、保育士からはパネルシアターのプレゼントです。そして、お誕生月の子どもから保護者

へは、お花と「ありがとう」のプレゼントです。園長先生から、「大切に育ててくれたお父さんお母さんに

ありがとうと、言いましょう」という言葉が伝えられました。 
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 事業者コメント  

 

 

開園して3年目を迎え今回第三者評価を受審することとなりました。 

日々、子どもたちの笑顔・やる気を引き出し、個性を大切に一人ひとりとかかわり成長につなげられるよう保

育にあたっています。あたたかな眼差しの中、「陽だまりのような保育園」づくりを目指し日々保育に取り組

んでいます。また、人とのかかわりを大切にし、コミニュケーションが十分に取れるよう、人を思いやるとと

もに自己を表現できるよう、丁寧にかかわれるよう全職員が一丸となり日々取り組んでいます。 

 

今回、第三者評価を受けるにあたり今の自分たちの保育・園内外の環境・安全衛生などを振り返り、さらに社

会の変化に伴う私たちの役割を再認識する時間となればよいと考えました。この機会を利用して、園に携わる

保育士、看護師、栄養士、調理員の常勤・非常勤を問わず、全職員で取り組むことが重要なことと考えました。

全職員で自己評価に取り組み、会議や勉強会を重ねる中で丁寧に保育を振り返ることにより自分自身を見直し、

園全体を見直すことができました。 

 

今回の審査では、子どもたちが穏やかな笑顔でさまざまな活動が取りいれられている保育を行っていることに

高い評価をいただきました。今後もこの結果に甘えることなく気を引き締めて維持していきたいと思います。

また、その中での課題や改善点を全職員で確認することもでき、大変有意義な活動となりました。 

 

保護者のみなさまには、日ごろから温かく見守り保育運営に対するご理解、ご協力に感謝の気持ちでいっぱい

です。お忙しい中、アンケートにもご協力いただきましてありがとうございました。要望や課題はあるものの、

私たちの保育に概ね満足していただいていることが分かりうれしく思いました。また、保護者様の意見で気づ

かされることも多く、これからもご意見をいただく機会を大切にしていきたいと思っています。 

この結果に甘えることなくより良い保育園づくりに努めていきたいと思います。 

 

にじいろ保育園の子どもたち、保護者一人ひとりを大切に「陽だまりのような保育園」であり続けれますよう、

そして職員一人ひとりが「子どもと共に輝いていける保育園」であるよう努めていきたいと思います。未来を

担う子どもたちに「生きる力」の土台を身に付けていけるよう保育をしていきたいと思っております。 

 

最後になりましたが、評価機関である「評価市民・ネクスト」の調査員のみなさまには、きめ細やかに保育を

観察し評価していただき、温かいお言葉をいただきましたことに心より感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 

 

にじいろ保育園綱島 

園長 管野 弘美 
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