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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 尚徳福祉会 境木保育園 

事業所への報告書提出日 2014年 2月 17日  （評価に要した期間）６ヶ月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 評価機関より、職員が第三者評価の概要、趣旨、自己評価のやり方

などについて説明を受けた。 

② 職員一人ひとりが自己評価票に記入し、それをグループに持ちより

（乳児、幼児、その他のグループ）、一つずつの項目について意見を

出し合った。 

③ グループの代表者と園長・主任が話し合い、一つにまとめた。 

実施期間 

2013年 10月 17日 ～ 12月 2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 

2013年 10月 21日 ～ 11月 5日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：書類調査。園長・主任にヒアリング。 

実施日 第 1日：2013年 12月 16日 

    第 2日：2013年 12月 18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、非常勤職員1名、主任

にヒアリング。 

その後、園長・主任にヒアリング。 

最後に意見交換を行い、終了。 

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

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1日：2013年 12月 16日 

    第 2日：2013年 12月 18日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

境木保育園は、ＪＲ「保土ヶ谷」駅から、美立橋行き・二俣川行きバスで「住宅前」バス停下車、徒歩約

７分、小高い丘の上の住宅地にあります。1973年（昭和48年）11月、横浜市により開設され、2012

年（平成24年）4月、社会福祉法人尚徳福祉会に民間移管されました。同法人の本部は島根県米子市です

が、東京都・神奈川県内で当園のほか、5つの保育園を運営しています。 

園の施設は、軽量鉄骨造平屋建てで、保育室（1、2、5 歳児室と、仕切りのない合同の 3･4 歳児室）、

調理室、事務室、職員休憩室などからなり、園庭には、砂場・すべり台・鉄棒・ジャングルジム・うんてい

などが備えられています。また、道路を隔てて園の両側に公園があり、子どもたちの遊び場となっています。 

定員は、60名（１～５歳児）、開園時間は、平日・土曜日とも7時から20時です。 

保育理念を「自分も友達も大切に認め合い未来を切り開く生きる力を育てる」と定め、それに基づき園目

標を「自分の気持ちを表せる子ども 自分も友達も大切にできる子ども のびのびと遊べる子ども」として

います。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは、元気にのびのびと過ごしています。 

  晴れた日には、子どもたちはほとんど園庭や公園で外遊びをしています。園庭では、三輪車やコンビカー

に乗ったり、鬼ごっこをしたり、かくれんぼをしたりして遊んでいます。すべり台では、混みあってくると、

保育士が順番や押さないことを伝えています。花壇のチューリップに水遣りをする子どももいます。園のす

ぐ前にある公園でも、子どもたちはみんなでしっぽ取りゲームをしたり、枯れ葉・枯れ枝・石などを拾った

りそれぞれが好きなことをしています。公園から坂道を登ったところにある原っぱは、子どもたちのお気に

入りの場所で、着くとすぐに小山に登り、斜面をごろごろと横向きで下り、枯れた芝生が頭や服に着くのも

構わずに、何回も繰り返して楽しんでいます。また、原っぱの周囲を何回も走り、みんなでマラソンをする

姿も見られます。 

室内の活動でも、子どもたちは絵本を読んだり、ブロックや積み木で遊んだり、好きなことをして過ごす

時間が十分にあります。絵本は、各保育室に備えてあるほかに、「はらっぱ文庫」としてほぼ 500 冊の本

を備えるコーナーがあり、子どもたちの人気の場所となっています。 

  これらの活動に際して、職員は子ども一人ひとりの「やりたい気持ち」に寄り添い、どの子も「認められ

た」喜びを感じることができるように配慮し、子どもたちを見守りながら必要なときに必要な援助や言葉か

けをしています。 

一方、一斉活動の時間では、「英語であそぼう」・「リトミック」・「リズムの日」を取り入れたり、異年齢

合同保育の日を設けたりしています。さらに、食育活動として、クッキング（ジャム・クッキー・カレー作

り）や野菜の栽培・収穫・調理などを行うほか、地元の商店街へのクッキング材料の買い物、近隣の高齢者

施設への訪問、地域の消防署・郵便局・駐在所訪問など子どもたちが地域の人々と交流する機会を設けてい

ます。このようなさまざまな経験をしながら、子どもたちは元気にのびのびと過ごしています。 
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【2】保護者との良好な関係が築かれています。 

民間移管に際し、移管がスムーズに行われるように三者協議会（保護者代表、園、横浜市）が組織され、

公立時代からの変更点などを園は丁寧に説明し、保護者の理解を得ながらさまざまな施策を実施してきまし

た。また、園長は、三者協議会とは別に、保護者会役員会に同席するなど、保護者からの意見・要望を聞く

ようにしています。このような園の姿勢が保護者に受け入れられた結果、移管後１年を経た2013年 3月

末、三者協議会の組織は残すが、当面、活動は休止するということとなり、移管が順調に行われたと判断で

きます。 

さらに、保護者会が人形劇を手配して子どもたちに見せたり、園と共催で「じゃがいも掘り遠足」を実施

したり、園の夏まつりには店を開いたりしています。冬のお楽しみ会には、保護者の一人のお父さんがサン

タクロースに扮して、子どもたちにプレゼントを配る場面も見られます。 

保護者との良好な関係が築かれ、子どもたちのために園と保護者が協力しています。 

 

 

●今後の取り組みが期待される点 

さらなる職員の資質向上への取り組み 

職員の資質向上のため、園内研修や運営法人が関東地区で開催する研修会、横浜市などが行う外部研修に

多くの職員が参加し、外部研修に参加した職員は、研修報告書を作成し園内回覧したり、園内研修の場で報

告したりするなど、全職員が情報を共有できるようにしています。また、毎年度末、職員は運営法人が定め

ている自己評価表の様式・評価項目に沿い、自己評価を行い提出しています。 

しかし、一人ひとりの職員が、毎年、自ら習得すべき目標を定め、一年間の実施結果を園長などとの面談

で確認し、評価・反省する体制をとり入れるには至っていません。職員が意欲を持って自ら能力開発に努め

る仕組みをつくることが、さらにより良い資質向上への取り組みとなると考えられます。 

また、現在は、初任職員・中堅職員・リーダークラス職員・主任クラス職員など、経験や階層に応じた専

門知識・技術、一般的知識などを期待水準として明文化するには至っていませんが、これを明文化し職員に

も周知すると、職員が自己目標を設定するときの目安になると期待されます。 
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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。 

・保育理念を「自分も友達も大切に認め合い未来を切り開く生きる力を育

てる」と定め、それに基づき、園目標を「自分の気持ちを表せる子ども

自分も友達も大切にできる子ども のびのびと遊べる子ども」としてい

ます。 

・職員に対して、保育理念、園目標、保育姿勢を入職時に園長が説明する

ほか、毎年度初めには、全職員にも園長が説明しています。また、職員

は自己評価表を毎年提出することとなっていて、園長はその記述から、

職員が保育理念、園目標などを理解しているかどうかを把握する機会を

持っています。 

・保育課程は、子どもの最善の利益を第一義にし、保育課程に基づき、年

齢ごとに、年間指導計画・月間指導計画・週案・日案を作成しています。

・子どもの意見・意思をくみ取り、指導計画の見直しに生かすようにして

います。例えば、子どもたちが「もう一度やりたい」などと興味を持っ

た活動は回数を増やしたり、休んでいた子どもが登園してきたとき、ほ

かの子どもたちの了解を得て、もう一度同じ活動を取り入れたりしてい

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、子どもの生育歴や家庭での様子・家庭の状況などについ

て、あらかじめ保護者に記入してきてもらったものをベースに、詳しく

聞き取っています。また、個別面談の際には子どもを連れてきてもらい、

面談しながら子どもの様子を把握しています。 

・入園後の短縮保育（ならし保育）は、子どもの様子や保護者の状況を踏

まえて、保護者と個々に話し合いながら進めています。幼稚園やほかの

保育園から転入したときは、短縮保育をしないときもあります。 

・全園児に対し、毎日連絡ノートを用いて、園での様子、家庭での状況な

どを保護者と連絡しあっています。 

・子どもの発達や状況に応じて、月間指導計画・週案の作成、評価、見直
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しを行っています。評価、改訂にあたっては、朝夕送迎時の保護者の意

見や、保護者会からの要望などを反映させるようにしています。 

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。 

・職員が、園内だけでなく、園の周囲や隣接する公園も含めて清掃を行い、

清潔に保つようにしています。 

・各室に、空調設備、空気清浄機、扇風機を設置し、通風・換気・適切な

温度を確保するようにしています。 

・1、2、5歳児室はそれぞれ独立していて、ほかのクラスの活動の音など

が気になることはほとんどありませんが、3、4 歳児室の間は仕切りの

ない構造なので、週案作成の段階にリーダー間で屋外と室内活動の時間

帯を調整し、音楽や保育士の声などが他クラスの活動の妨げにならない

よう配慮しています。 

・温水シャワーを、1歳児室トイレ、全体トイレ、園庭の足洗い場の3個

所に設置しています。 

・子どもの発達や活動内容に応じて、床にマットを敷いたり、背の低いパ

ーティションや戸棚で仕切りを作ったりして、小集団活動が行えるよう

保育室の使い方を工夫しています。 

・玄関脇にある「はらっぱ文庫」前のスペースは、異年齢児間交流の場と

なっています。 

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。 

・1、2 歳児に対しては、個別指導計画を作成しています。また、幼児の

場合は、障がいのある子ども、特別な課題のある子どもについて、個別

指導計画を作成しています。 

・保育所児童保育要録を小学校に送付するほか、担当者が小学校を訪問し

育ちのつながりを共有しスムーズに移行できるようにしています。 

・子どもや家庭の個別の状況・要望、入園後の成長発達の記録などを個人

別にファイリングしています。個人別ファイルは、必要に応じて全職員

が見ることができるようにしていますが、使用しないときは、鍵のかか

る書棚に保管しています。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報が

職員間で共有化されているか。 

(2) 障害児保育のための環境整備、保

育内容の配慮を行っているか。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

・特に配慮を要する子どもを積極的に受け入れる姿勢があり、障がいの特

性などを考慮した個別指導計画を作成しています。また、障がいのある

子ども担当の保育士を配置しています。さらに、障がい児保育に関する

研修に職員が積極的に参加し、参加した職員が研修報告書を作成し、回

覧したり、園内研修の場で報告したりするなど、全職員が情報を共有で

きるようにしています。 

・保護者の同意を得て、横浜市西部地域療育センターから情報を得られる

体制ができているほか、専門家を派遣してもらい、保育の現場観察をも
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(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。 

とに、職員が助言・指導を受けています。また、保育士が地域療育セン

ターに出向き、子どもの様子・過ごし方を見学する機会を設けています。

・虐待防止マニュアルを作成し、その中に虐待の定義が記載されていて、

全職員に周知しています。虐待が明白になった場合や虐待が疑わしい場

合や見守りが必要な場合は、横浜市西部児童相談所および保土ケ谷区役

所に通告・相談、連携を取ることとしています。 

・アレルギー疾患に関する知識を、園内研修や職員会議で説明し、全職員

に周知しています。また、アレルギー疾患のある子どもに対しては、か

かりつけ医の診断書や意見書に基づき、保護者と話し合い、適切な対応

をしています。 

・食物アレルギーへの対応に際しては、事前に保護者に献立表をチェック

してもらい、さらに栄養士もチェックして、事故が起こらないようにし

ています。 

・アレルギー対応マニュアルを作成し、配慮事項などを記載し、さらに、

具体的手順を別途定めています。例えば、食器やトレイは色の違う専用

の物を用い名札を付けること、調理室からの受け渡し時に調理職員と保

育士が声をかけあい、受け取り表にチェックすること、保育室での配膳

時に子どもの座る位置を確認すること、喫食を確認し下膳時にチェック

表に記入すること、などです。 

・文化（言語・表現・食事）や生活習慣、考え方の違いを認め、尊重する

姿勢があります。また月 2 回程度、「英語であそぼう」の時間があり、

外国人講師が来園し、英語を楽しみながら文化の違いを子どもたちが知

ることができるようにしています。 

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。 

・苦情対応マニュアルを作成しています。苦情受付担当者は主任保育士、

苦情解決責任者は園長であり、第三者委員（2 名）に保護者は直接苦情

を申し立てることができることを保育園のしおりに記載し、保護者に説

明しているほか、園内に苦情解決制度の概要を掲示しています。 

・玄関に意見箱を設置しているほか、クラス懇談会、個人面談、保護者会

などで要望や苦情を聞いています。また、市立保育園からの移管園のた

め、三者協議会（保護者、施設、横浜市）を設置していて、ここでも保

護者の要望を聞く体制があります。さらに、年度末には保護者に向けて

保育内容についてのアンケートを実施し、その結果を分析して公表して

いるほか、さまざまな行事の後でもアンケートを行っています。 
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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。 

・おもちゃの収納は各保育室・園庭とも、中のおもちゃの写真を収納ケー

スの側面に貼り、子どもが自分で取り出して遊び、自分で片付けもしや

すいように、わかりやすくしています。 

・子どもの発達に即した環境構成について、乳児会議・幼児会議で検討し、

適宜おもちゃの入れ替えなどの配慮をしています。 

・絵本は各保育室に備えるほか、さらに「はらっぱ文庫」としてほぼ500

冊の本を備えるコーナーがあります。はらっぱ文庫の本は貸し出しルー

ルがあり、子どもが保護者とともに絵本を選び自宅に持ち帰って楽しむ

ことができます。 

・一斉活動では、みんなで楽しく遊ぶためのルールや友達関係、年齢の低

い子どもや体の弱い子どもへの思いやりなどを子どもが自然に身につけ

られるように配慮しています。 

・園庭の一角にある畑やプランターで多種類の野菜を栽培しています。子

どもたちは種まき・苗植え・雑草取り・収穫などの畑仕事を、年齢に応

じたかかわり方で楽しんでいます。収穫した野菜はクッキングの材料に

して給食で食べるほか、収穫量が多いときには園児が家庭に持ち帰るこ

ともあるほどです。 

・園庭に小さなビオトープがあり、そこではメダカが生息しカエルが毎年

産卵に来ています。ビオトープの手入れは、4 歳児後半から子どもたち

も当番で加わっています。 

・園は豊かな自然に恵まれた立地にあり、散歩などの屋外活動の場が豊富

にあります。多くの人と行き交うような環境ではありませんが、顔見知

りの方が多く子どもたちは温かく地域に見守られています。 

・毎日の散歩のほか、少し離れた地元の商店街へのクッキング材料の買い

物や、近隣の高齢者施設の訪問、地域の消防署・郵便局・駐在所の訪問

などを実施し、地域の中の保育園としての意識を強く持っています。 

・子どもの自由な表現を育てる工夫として、月2回のリズムの日や、年に

6、7回開催のリトミック、夏場のボディーペインティングなどのほか、

日々の保育においても、子どもたちが自分の気持ちを表現できるように

成長するプログラムを取り入れています。 

・3・4・5歳児の異年齢保育週間を秋に設けています。また日常の保育に

おいても、毎日 3・4・5 歳児が合同の歌の時間を持つほか、この幼児

クラスと 1・2 歳児クラスの子どもが手をつないで散歩に行くなどのか

かわりが多くあります。当園は兄弟数の多い家庭が多く、子どもは異年

齢での遊びが上手にできるという特徴も持っています。 



8 
 

・天気の良い日には、ほとんど毎日、散歩や園庭遊びなどの屋外活動を実

施しています。 

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。 

・食育活動として子どもたちは、クッキング（ジャム・クッキー・カレー

作り）や、野菜の栽培・収穫・調理、サンマの塩焼き一尾丸ごとの食べ

方講習（5歳児のみ）、などの体験をしています。 

・園の給食は、正月の七草がゆ・クリスマスケーキ・畑で収穫した夏野菜

や秋野菜の料理など、季節感のある献立の工夫を心がけています。 

・園長・主任・全保育士・栄養士・調理員の参加による給食会議を毎月実

施しています。会議では子どもの喫食状況・献立・調理などの話し合い

を行い、子どもたちの食欲をそそるような給食作りに役立てています。

・毎月「給食だより」を保護者に配付し、栄養・衛生などの食に関する情

報の提供を行っています。 

・玄関に設置したデジタルフォトフレームによる画面で、毎日の給食の掲

示をしています。また、過去の人気メニューは写真とともにレシピを置

き、保護者が選んで気軽に持ち帰ることができるようにしています。 

・午睡時間の保育室は、カーテンを引いて明かりをさえぎり、乳児には保

育士がそばに寄り添いトントンするなどのスキンシップで、子どもが安

心して眠ることができるようにしています。 

・トイレットトレーニングは保護者と各子どもに関係する職員が連携して、

あせることなくそれぞれの子どもに応じた対応で進めています。 

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。 

(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。 

・健康管理・衛生管理・感染症対応・安全管理に関するマニュアルがあり、

これらは職員が必要なときにいつでも活用できるよう、事務室および各

保育室に備えています。 

・子どもの健康管理に関するマニュアルに基づいて、毎日視診簿の記載を

しています。視診簿に前日夕方と当日朝受け入れ時の各欄を記入をする

ことにより、子ども一人ひとりの健康状態をより確実に把握しています。

・年2回の健康診断、年1回の歯科健診・視聴覚健診・ぎょう虫検査・尿

検査を実施しています。この健診結果は保護者に伝え、家庭と連携して

子どもの健康を見守っています。 

・感染症に関する最新情報は、区役所や運営法人理事長（小児科医師）な

どから得られ、職員へはミーティングノートにより周知を図っています。

・園児に感染症が発生したときは、速やかに各クラスに掲示し、保護者に

情報提供をしています。 

・入園時に配付する「保育園のしおり」には、境木保育園の案内だけにと

どまらず、病児保育・病後児保育・休日保育・24時間型緊急一時保育・

横浜子育てサポートシステムなどの、緊急時の保育サービス・関係機関

についての情報も掲載しています。 
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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は、看護師を中心にして毎年度末に見直し・

確認を行っています。 

・園の清掃は、主に保育室内を保育士が、園庭や園周辺をパート職員が、

マニュアルに基づいて行い、園内外とも清潔です。 

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。 

・園舎は地震等を想定して、免震工事を施しています。また室内の棚など

には転倒防止対策を講じています。 

・災害時などは、保護者への緊急連絡として、園と運営法人本部の2個所

のどちらからでも一斉メールを配信できる体制があります。 

・事故やケガの報告は、日々のミーティングと職員会議で行い、その都度

再発防止策を検討しています。子どものケガについては、軽いものであ

っても必ず保護者に報告し、状況は「ヒヤリハット報告書」または「事

故報告書」に記録し、全職員に回覧しています。 

・不審者対策として、各保育室に緊急通報ボタンを設置し、直接、警備会

社に通報できるようにしています。また不審者侵入時の合い言葉を決め、

不審者対応訓練も実施しています。 

・不審者情報は、保土ケ谷区・横浜市・地元自治会・近隣幼稚園などから

得ています。また、警察官OBによるスクールサポーターの訪問や地元

自治会の有志による週1回の見守り活動などの支援も受けています。 

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

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。 

・運営法人理事長は、職員に対し「子どもに罰を与える」「代償物で子ども

の気持ちを釣る」などの保育をしてはならず、「子どもの権利を守る保育」

の実践を求めており、この思いは職員に浸透しています。 

・子どもが人の視線を気にせずに過ごせる場所として、1 歳児室には押し

入れの下段を子どもが入り込める場所として確保し、ほかの保育室は可

動式の棚などでコーナーを作るなどの工夫をしています。 

・子どもが一人になりたいときのための場所としては、室内のコーナー部

分や手作りのパーティションで仕切った場所を作っています。また事務

室も、そうした子どもが来室し、しばらく静かに過ごしていく場所にな

っています。 

・守秘義務の意義については、運営法人に個人情報保護に関する服務規定

があり、入職時に全職員に周知しています。ボランティア・実習生に対

しても活動前に守秘義務について説明し、個人情報保護に関する誓約書

の提出を求めています。 

・個人情報の取り扱いについて、保護者には入園時の説明会で取り上げ説

明しています。また園だよりなどに掲載する子どもの写真についてはそ

の都度保護者に確認し、ホームページ上の子どもの写真等の閲覧はパス
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ワードで規制しています。 

・性差についての配慮としては、遊びや行事の役割・順番・グループ分け

などを性別で決めることはせず、異年齢合同保育でも大きな2グループ

（「りすグループ」と「うさぎグループ」）で活動し、男の子グループ・

女の子グループのような分け方はしていません。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行って

いるか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

・園の保育方針についての保護者の理解については、毎年度末に保護者に

向けて保育内容についてのアンケートを行っています。このアンケート

は結果を分析し、保護者に公表しています。 

・子どもについての保護者との情報交換については、全園児（乳児・幼児

とも）に連絡ノートがあり、毎日双方で子どもの様子を確認しています。

・保護者からの相談事に応じる場所は事務室を用意し、他人に内容を聞か

れない配慮をしています。 

・子どもの送迎時などに保護者から相談を受けた職員は、相談内容に応じ

て主任や園長につなぎ適切に対応する体制を作っています。 

・毎月、「園だより」と「給食だより」を発行・配付しています。 

・子どもたちの日常の保育の様子は写真やビデオで撮影し、1 枚ずつ、あ

るいはクラスごとのアルバムやＤＶＤにまとめたものを、希望する保護

者に販売しています。 

・保護者の保育参加は、特に対象期間の設定はせず、保護者の都合のよい

日にいつでも来てもらえるようにしています。 

・保護者会と園の交流としては、保護者会役員会への園職員の参加や、保

護者会主催の行事の手伝い、園側からは役員会への場所の提供などを年

間通して行っています。また個別の保護者からの園行事への手伝いの申

し出などもあり、日常的に保護者との良好な交流があります。 
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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。 

・地域の自治会館が園に隣接していることから、自治会との交流は頻繁に

行っています。自治会の班長会には園長が定期的に出席し、地域との交

流・連携は良好に行われています。 

・地域への子育て支援については、毎年度末に職員会議で話し合い、次年

度の年間計画を立てています。 

・地域に向けた育児支援として、一時保育・園庭開放・「はらっぱ文庫」の

絵本の貸し出し・施設開放などのさまざまな取り組みを積極的に行って

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。 

・地域住民に向けた育児相談は、毎週水曜日に行っています。また、毎日

実施している園庭開放の利用者にもできるだけ声をかけ、子育てについ

ての質問に応える配慮をしています。 

・地域住民からの相談内容に応じた関係各団体は一覧にし、必要な職員が

いつでも活用できるようにしています。また関係各団体との連携ができ

ています。 
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評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

(1) 保育園に対する理解促進のため

の取り組みを行っているか。 

(2) 子どもと地域との交流により、子

どもの生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

・保育園の地域開放として、園の運動会・お楽しみ会（発表会）・卒園式・

夏まつりなどの行事に地域住民を招待しています。 

・地域コミュニティへの働きかけとしては、園周辺および隣接する公園の

日常的な清掃や公園花壇の手入れ、また自治会館利用者への駐車場の提

供などを行っています。 

・公立園時代から、地域の人による自然教育・園内環境・おはなし・保育

園見守り・あそびなど各種の「境木保育園応援隊」があり、不定期なが

ら多くの人々に子どもたちの園生活を応援してもらっています。 

・園は町の中心から離れた立地のため、文化・レクリエーション施設が近

くにはない環境ですが、子どもたちが公共の交通機関を利用する経験も

兼ねて、横浜市今井地区センターや保土ケ谷図書館の利用をしています。

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園の情報は、横浜市のホームページや園のホームページに掲載していま

す。ホームページやパンフレットには、園の保育目標やサービスの内容

など、将来の利用者に必要な情報を載せています。 

・保育園利用希望者には園の見学ができることを伝えています。見学希望

者には、「子どもの様子が見たい」人には、園児が活動している時間帯を、

「ゆっくり保育についての話が聞きたい」人には、園児の午睡時で園長

などと十分に話ができる時間帯を勧め、希望に沿う時間帯を選んでもら

うなどの対応をしています。 

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・実習生受け入れのためのマニュアルがあり、受け入れの

際はこれに基づきオリエンテーションを実施しています。 

・保育実習生、中学生高校生の職場体験、「夏休みちょっとだけボランティ

ア」の受け入れを行っています。 
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評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・研修計画に基づき、園内研修、運営法人本部が関東地区で開催する研修

会や、横浜市などが行う外部研修へ職員が参加しています。外部研修に

参加した職員は、研修報告書を作成し園内回覧したり、園内研修の場で

報告したりするなど、全職員が情報を共有できるようにしています。 

・業務マニュアルは各保育室に備えられていて、非常勤職員も見ることが

できようにしています。また業務にあたっては、非常勤職員だけの時間

帯がないように、勤務シフトを考慮しています。さらに、市立保育園の

ときから引き続き勤務している非常勤職員については、本人の希望を考

慮し、その当時の勤務時間帯とほぼ同じになるように工夫しています。

 

【課題】 

・園内研修や外部研修は行われていますが、人材育成の計画は策定されて

いません。また、個々の職員が、資質向上に向けて毎年自己目標を設定

し、年度末などに達成度を評価する体制を取り入れるには至っていませ

ん。 

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。 

・園長会などで得た工夫・改善した他園のサービス事例などについて、園

に取り入れられることがないか等、職員会議などで検討しています。ま

た、リトミック担当の外部講師から、子どもたちが音楽などを楽しむた

めに、どのように保育士が援助したら良いかの指導を受けたり、横浜市

西部地域療育センターから専門家に来てもらい、障がいのある子ども・

特に配慮を要する子どもなどへの接し方や支援方法などの指導を受けた

りしています。 

・毎年度末、職員は運営法人が定めている自己評価表の様式・評価項目に

沿い、自己評価を行い提出しています。 

・園長は、年度事業計画中の事業方針・事業内容について、年度末に振り

返りを行い、次年度の課題設定・改善策に生かしています。 

 

【課題】 

・園としての自己評価を、保育理念や園目標、保育課程に沿った形で行う

には至っていません。 
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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。 

・園長は、年1回職員一人ひとりと面談し、満足度・要望などを把握して

います。また、会議の場だけでなく、いつでも園長や主任に、改善提案

したり意見を述べたりできることが、職員ヒアリングで確認されました。

さらに、意見・要望などを直接理事長に言うことができるよう、理事長

のメールアドレスや直通の電話番号を職員に伝えています。 

 

【課題】 

・初任者・中堅職員・リーダークラス職員・主任など、経験・能力に応じ

た専門知識・技術などの期待水準を作成するまでには至っていません。

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 
 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境に

配慮しているか。 

・運営法人が、職員倫理規程、職員服務規定を定め、職員に周知していま

す。また、他施設での不正・不適切な事例を入手したときは、職員会議

や園内研修で取り上げ、職員に啓発しています。 

・ゴミの分別を行っているほか、ペットボトルキャップの回収を行い、子

どもたちにも呼びかけ、関心をもってもらうようにしています。また、

冷暖房温度を適切に設定したり、無駄な電灯をこまめに消したりするな

ど省エネルギーに努め、夏は、ゴーヤーを育てグリーンカーテンをつく

り緑化に取り組んでいます。 

 

【課題】 

・環境配慮への取り組みを、園の運営方針や目標として明文化するには至

っていません。 

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・園目標を各保育室に掲示し、毎年度初めに全職員に対し、園

長が保育理念・園目標・保育姿勢について説明しています。また、園内

研修の場で、理事長が保育理念など法人の考え方などを講話することも

あります。 

・市立保育園から民間移管された経緯があり、公立時代と異なる重要な決

定や変更がある場合は、三者協議会（保護者代表、園関係者、横浜市）

で十分に説明してきています。また、園長は、保護者会役員会に出席し、

継続的に情報交換・意見交換をしています。 

・主任は、日々現場に出て子どもたちと接していて、同時に個々の職員の
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業務状況を把握するとともに、できるだけ声かけし、個々の職員の能力

や経験にあわせ、的確な助言や指導を行っています。また、勤務シフト

の原案は園長が作成しますが、主任が個々の職員の状況を考慮して微調

整するなど、職員が精神的・肉体的に良好な状態で仕事に取り組めるよ

う、配慮しています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 保育園運営に関して、中長期的な

計画や目標を策定しているか。 

・事業運営に影響のある情報は理事長から入手できるほか、横浜市などか

ら得ていて、重要な情報は職員会議で議論・意見交換しています。また、

現在の重点課題として、保育の質をさらに向上し、保護者から選ばれる

保育園として地域にアピールできるよう職員全員で取り組んでいます。

・運営法人本部が、中長期計画を作成し、それに基づきさまざまな今後の

事業展開を検討しています。 
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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   

2013年 10月 21日～11月 5日 

●実施方法   

① 保育園から全園児の保護者に直接配付（手渡し）し、回答を依頼。 

② 各保護者より、同封の返送用封筒で、評価機関あてに無記名で返送。 

●回収率    

48.9% （45枚配付、22枚回収） 

 

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

＊回収率が50％弱なので、以下のコメントは必ずしも全保護者の意見を反映しているとは限りません。 

 

【結果の特徴】 

・全体を通して、大変高い満足度の回答が寄せられています。 

・下記の質問に対して100%の満足度でした。 

「問 2 入園時の状況」についての質問6問全部 

「問 4 日常の保育内容」遊びについての６問中４問、同じく生活についての７問中４問 

「問 5 快適さや安全対策」のうちの1問（子どもが落ち着いて過ごせる雰囲気か） 

「問 6 園と保護者の連携・交流」についての7問中4問 

「問 7 職員の対応」についての5問中4問 

「問 8 保育園の総合的な評価」について 

・満足度が100% に届かない質問についても、ほとんどが90%以上の満足度です。 

・「問5 快適さや安全対策」のうちの不審者対策については、81.8%の満足度となっていますが、具体的な

不満記述はありません。 

・「おむつはずしへの対応」「アレルギーや障がいのある子どもへの対応」については、ともに86.4%の満足

度ですが、残りの回答は、「満足」「不満足」のどちらにも相当しない、自分の子どもがこの質問にあたらな

いための「その他」回答等になっています。 

・自由記述欄では、職員への感謝の言葉とともに、「安心して預けられる・安心して働ける」との声が多く寄

せられ、保護者との良好な関係がうかがわれます。 



■ 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

13.6%

まあ

知っている

72.7%

どちらとも

言えない

13.6%

賛同できる

68.4%

まあ

賛同できる

31.6%
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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 81.8 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0
入園前の見学や説明など、園からの情
報提供については

72.7 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0

園の目標や方針についての説明には 63.6 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0
入園時の面接などで、お子さんの様子
や生育歴などを聞く対応には

54.5 45.5 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

59.1 40.9 0.0 0.0 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）

63.6 36.4 0.0 0.0 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 59.1 36.4 4.5 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

54.5 36.4 4.5 0.0 4.5 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）

72.7 27.3 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

86.4 13.6 0.0 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）

77.3 18.2 0.0 0.0 0.0 4.5

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

86.4 9.1 0.0 0.0 0.0 4.5

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

81.8 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0

遊びを通じたお子さんの健康づくりへ
の取り組みについては

63.6 36.4 0.0 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 68.2 27.3 4.5 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

68.2 31.8 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

59.1 36.4 0.0 0.0 4.5 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

72.7 27.3 0.0 0.0 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

50.0 36.4 0.0 0.0 13.6 0.0

お子さんの体調への気配りについては 72.7 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0
保育中にあったケガに関する保護者へ
の説明やその後の対応には

68.2 31.8 0.0 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

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 9.1 81.8 9.1 0.0 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

50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

外部からの不審者侵入を防ぐ対策につ
いては

22.7 59.1 18.2 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 45.5 4.5 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

50.0 45.5 0.0 0.0 4.5 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

72.7 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0

園の行事の開催日や時間帯への配慮に
ついては

72.7 22.7 4.5 0.0 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

77.3 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0

お子さんに関する重要な情報の連絡体
制については

72.7 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 72.7 27.3 0.0 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

77.3 18.2 0.0 0.0 4.5 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

72.7 27.3 0.0 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

81.8 18.2 0.0 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

59.1 27.3 0.0 0.0 9.1 4.5

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

68.2 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0

意見や要望への対応については 63.6 36.4 0.0 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 77.3%

どちらかと

いえば満足

22.7%

23



【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 65.9 100.0
問３　年間の計画について 58.1 95.4
問４　日常の保育内容　「遊び]について 79.3 100.0
問４　日常の保育内容　　「生活」について 67.1 99.4
問５　快適さや安全対策などについて 33.0 92.1
問６　園と保護者との連携・交流について 71.6 99.4
問７　職員の対応について 70.9 100.0

※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
.794
.741
.733
.660

※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４：子どもが戸外遊びを十分しているかについては
問６：園の行事の開催日や時間帯への配慮については

　中項目

設問項目
問７：話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては
問６：送り迎えの際、お子さんの様子に関する情報交換については

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：2013年 12月 16日（月）、12月18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。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●1 歳児クラス 

朝の集まりでは、「おはよう」の歌やダンスの後、みんなで朝のあいさつをします。その後、靴下と帽子

をつけ、園庭へ出て外遊びです。それぞれが一斉に好きな遊びを始めます。かけっこや、三輪車・四輪車に

乗ったり、フラフープを投げたりしています。砂場の子どもたちは保育士を真似て、ままごとの型に砂を入

れ、プリン・おにぎり・ドーナッツなどを作っています。すべり台では2歳児が加わって人数が多くなり、

保育士からは順番に並ぶことや、前の人を押さないことなどの注意が子どもたちに伝えられます。みんなと

離れて一人で遊んでいる子どもには、「このままでいる？」「あっちへ行ってみんなと一緒になる？」など、

保育士は声をかけています。 

給食の時間、子どもたちは配られたエプロンを自分で着けます。お腹がすいたらしく、配膳途中で待ちき

れずに食べ始めようとする子どもが数人。全員分の配膳が終るまで「待っていてね」「まだよ」と、保育士

が優しく言い聞かせます。子どもたちは全員が、フォークとスプーンを使って自分で食べていて、保育士が

口へ運んで行くなどの場面は見られませんでしたが、おかずを取りにくそうにしていると、保育士は「ちょ

っきんする？」などと子どもに聞き、小さく刻むなどの配慮をしています。 

子どもたちはトイレの入口で、保育士にズボンとおむつを脱がしてもらい便器に座り、トイレットトレー

ニングが始まっています。便器でおしっこができると、保育士がほめています。トイレを出たところに、低

いベンチがあり、子どもたちはここに座って、おむつをはく練習です。着やすく広げられたズボンをはくの

も頑張っていますが、できないところは、保育士が手助けしています。 

 

●2歳児クラス 

朝の集まりの後、園庭遊びです。一人ひとりが好きな遊びに熱中しています。保育士は、見守りながら、

励ましの声などをかけています。園庭の一隅にある小屋に入った子どもが、プラスチック製のシートを、小

屋の入口に風除けのように立てかけると、保育士が「あったかいね」と声をかけます。ほかの遊びをしてい

た子どもたちも気がついて、小屋に入ってきました。園庭遊びの最後は園外に出て、隣接する住宅地を全員

で一周してから園に戻りました。 

以前に作った“どんぐりの製作物”に、絵の具で色を塗る製作の時間です。どんぐりは銀色に塗られてい

て、ハート型の白い木片に貼り付けられています。一人ずつ順番に挑戦します。「何色にする？」と保育士

に聞かれて子どもは好きな色を答え、準備してある絵の具で筆を使って塗っていきます。違った色を重ね塗

りする子どももいます。狭いところを塗るのは難しそうでしたが、保育士は無理にはさせず、白いままのと

ころが残っている作品もありました。絵の具塗りの順番を待っている子どもたちは、みんなでブロック遊び

をして過ごしていました。 

給食の時間では、保育士が一人ひとりの子どもに合わせて、おかず、ご飯の量を加減し、配膳します。保

育士はおかずが少なくなって食べにくくなってきた子どもには、器の中の食べ物をまとめ“集まれ 集まれ”

などと援助しています。食後の歯磨きは、手洗い場の脇にいすが置いてあり、そこに座って歯磨きをする約

束があり、子どもたちはきちんと守っています。仕上げ磨きを保育士がしています。 
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●3 歳児クラス 

3、4歳児は一緒に朝のあいさつと出欠をとった後、別々の活動に移りました。3歳児は、お絵かきです。

保育士が、自画像を描くことを説明します。当番表に貼ってある子どもたち一人ひとりの自画像が、4月に

描いたものであり、みんなが成長しているので新しい画にしたいとのことです。子どもたちは、配られた画

用紙に、クレヨンで自分の顔を描いていきます。顔の輪郭から描く子ども、髪の毛から描く子どもなど、さ

まざまです。保育士は見回りながら、「こうしたら」とか、「うまいね」などと声をかけています。 

近くの“はらっぱ公園”に散歩に出かけます。坂道を登ると、枯れた芝生が広がった公園に着きます。小

さな山があり、すぐに 2 人の男の子が登り始め、てっぺんから横になって転がりながら下って来ます。芝

が頭や衣服に付くのも構わずに、何回も上り下りして楽しんでいます。ほかの子どもたちも、かくれんぼを

したり、落ち葉を踏んで音を楽しんだり、どんぐりを拾って袋に入れたりして遊んでいます。 

 園に戻ると、たらいの湯で足洗いした後、手洗いとうがいをし、全員がズボンを取替えます。原っぱの遊

びで上着も汚れた子どもには、取り替えるように保育士が声をかけています。 

給食の時間では、当番の２人がエプロンとキャップを着けて、はし・フォーク・コップ・おかず（２皿）

を配ります。壁に「配膳の仕方」の絵が貼ってあり、ご飯、汁、主菜・副菜の位置が示されています。保育

士が献立メニューを読み上げた後、食べ始めます。子どもの半数がはし、半数がフォークを使っています。

保育士が一人の子どもに「おはしはどう？」と声をかけると、その子どもはフォークをやめて、はしを使い

始めました。 

 

●4歳児クラス 

3歳児と一緒の朝の集まりが終わると、しばらく自由遊びの時間です。絵本を読んだり、ブロックで遊ん

だり、絵を描いたりしています。保育士が、“はらっぱ公園”に出かける準備をするように言い、朝、職員

が通ったとき、霜柱を見つけたので、みんなも見つけてみようと伝えます。トイレに行く順番を、保育士と

のじゃんけんで決めています。 

坂道を登りながら、みんなで“ソーラン音頭”を歌ったり、遠くに富士山が見えてくると「ヤッホー」と

呼びかけたりしています。保育士が「返事あるかもよ」と応じています。芝生のある公園に着くと、「この

前やったマラソンをします」との保育士の声に合わせて、手足を伸ばしたり、ジャンプしたりして準備体操

をします。「がんばるぞ。エイエイオー！」の掛け声で、保育士を先頭に走り始めます。約100ｍの公園の

外周を 10 周くらい周りました。次は、しっぽ取りゲーム。被ってきた帽子をズボンの後ろに挟み込んで、

しっぽの代わりにしました。 

給食の時間は、当番の子どもがはし、おかず、お茶を配り、保育士がご飯を配ります。食べ終わると、各

自で歯磨きをし、パジャマに着替えます。一人の子どもが、保育士と一緒に“はらっぱ文庫”へ行き、自分

のお気に入りの本を選んできました。午睡前の絵本読み聞かせのとき、この本も読んでもらっていました。 

 

●5歳児クラス 

異年齢合同保育の日で、3、4、５歳児が一つの部屋に集まっています。保育士の「本を選ぼう」の声か

けで、室内の本箱から好きな本を選んできます。4、5人のグループで保育士に読んでもらったり、一人で

読んだりしています。年下の子どもをひざに抱いて本を読んであげる年上の子どもの姿も見られます。 

次の日に予定している近くの高齢者施設の訪問時に発表するクリスマスソングの練習もありました。鈴、

タンバリン、カスタネットの演奏も交えて歌っています。 

園の隣にある公園に出かけます。3、4、5 歳児全体が２グループに分かれ、しっぽとりゲームです。保

育士からゲームのルールとしっぽを取るときに乱暴にならないようにと注意があり、ゲーム開始。子どもた
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ちは公園中を元気良く駆け回って、ゲームに集中しています。しばらくして、保育士が、「次のゲームは何

が良い？」と尋ねると、「しっぽ取りを、もう一回」の声が多く、もう一度、しっぽ取りゲームをしました。

その後は、自由遊びです。保育士との「花いちもんめ」・かくれんぼ・追いかけっこ・縄跳びひもで電車ご

っこなど、いくつかのグループに分かれて遊んでいます。少し離れて、枯れ枝・枯れ葉・石ころを拾ってい

る子どもや、枯れ葉の下にいた虫を見つけて喜んでいる子どもいます。 

給食の時間は、異年齢の子ども同士でテーブルにつきます。当番 3 人が配膳を手伝います。保育士は、

ご飯をよそって「これは誰ちゃんに」と言いながら当番に渡します。年齢の違う子どもが交じっているので、

一人ひとりの量を加減して配慮しています。ご飯・おかずを一通り配り終わると、「量が多い」という子ど

もからは、ご飯やおかずを子どもの希望に沿って減らしてあげます。 

 

●冬のパーティー 

 調査第二日の午後は、年間行事の 1 つ「冬のパーティー」でした。午睡後に全クラスの子どもたちが 1

つの部屋に集まります。テーブルには、色紙で作ったクリスマスツリーが飾られていて、調理員手づくりの

クリスマスケーキが一人ひとりのお皿にのっています。職員も全員そろっています。司会役の保育士はトナ

カイの顔がついた帽子を被り雰囲気を盛り上げます。調理員の心のこもったケーキに「給食室の人に感謝し

ましょう」と言うと、子どもたち全員が「ありがとうございます」と声をそろえます。ケーキやカルピスの

おかわりをする子どもも何人かいました。 

 いよいよ、サンタクロースの登場です。司会の保育士が声をかけると、大きな袋を背負い、赤い服、赤い

帽子、白い髭のサンタクロースが入って来ました。子どもたちから大きな歓声が上がります。（保護者であ

る一人の父親が扮していますが、子どもたちは誰であるかは知りません） 

 サンタさんが袋からプレゼントを出し、5歳児の一人ひとりに手渡します。子どもたちはテーブルに戻っ

て袋を開けて中を見て喜んでいます。4歳児、3歳児、2歳児、1歳児と、順に全員にプレゼントを渡し終

わると、サンタクロースは手を振って退場しました。 

 その後は、クリスマスソングなどをみんなで歌い、楽しい冬のパーティーは終わりました。 
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境木保育園は、平成24年 4月、横浜市より尚徳福祉会に移管された保育園です。移

管から1年半の月日の中で、公立時代の良いところを継承しつつ、私たちらしい保育園

をつくっていこうと意気込んではいましたが、日々の保育は手探りで、“保育には答え

やゴールがない”ということを、しみじみと感じていました。移管から3年以内に第三

者評価を受けることを横浜市や保護者の方ともお約束をしていましたが、現場にはなん

となく「来年でいいよね」とのんびりした空気が流れていました。そのような中、今年

度実施をした一番の理由は、私たちの保育は、そして保育園は、第三者の方の眼にどう

映っているのだろうかと考えたからです。私たちの保育の足りないところ、改善すべき

ところを明らかにし、より良い保育を目指すことが、元気な笑顔を見せてくれる子ども

たち、温かい気持ちで支えてくださる保護者や、地域の方たちへの恩返しになると思い

ました。 

 

自己評価を各自で作成し、その後小グループに分かれて討議をしました。日々顔を合

わせている職員同士でも、改めて話し合いをすると意見の違いも有り、保育を見つめ直

す機会になりました。 

保護者の方には、お忙しい中、アンケート調査にご協力いただきました。日々の保育

を温かい眼で見守ってくださっていることが伝わる結果で、大変うれしくありがたく感

じています。表面にあらわれている言葉だけでなく、深く潜んでいる要望や期待にも応

えられるよう、研鑽を重ねていきたいと気持ちを新たにしました。 

訪問実地調査においては、普段の姿を見ていただくことを心がけました。行事や活動

の変更はせず、散歩や冬のパーティーにも参加していただきました。境木保育園の子ど

もたちは“ひと”が大好きで、“おきゃくさま”との活動や食事を楽しんでいました。 

 

評価を終えて、私たちの抱える課題が明らかになりました。第三者評価の受審を数年

に一度のイベントにせず、結果を明日からの保育につなぐために、一人ひとりの職員が

できることから始めよう・・・そんな思いでいます。 

アンケートにご協力いただきました保護者のみなさま、保育や園の運営を丁寧に見て

下さった評価市民・ネクストのみなさまには深く御礼申し上げます。 
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合同会社 評価市民・ネクスト 
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