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【評価実施概要】 

 

事業所名 株式会社 クオリス クオリスキッズ鴨居駅前保育園 

事業所への報告書提出日 2014年 3月 19日  （評価に要した期間）4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 評価機関より説明を受けた後、全職員がそれぞれ個々に記入した。

② 個々で記入したものをクラスごとにまとめた。 

③ さらに、リーダー会議で園として1つにまとめた。 

実施期間 

2013年 11月 22日 

～ 2014年1月20日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（56 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 12月 2日～12月 16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：2014年 2月 10日 

    第 2日：2014年 2月 14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。園長・主任にヒアリング 

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4名、看護師1名、栄養士1名、     

非常勤職員1名、主任2名に順にヒアリング。 

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：2014年 2月 10日 

    第 2日：2014年 2月 14日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

「クオリスキッズ鴨居駅前保育園」は、JR横浜線「鴨居」駅から徒歩4分ほどの鶴見川沿いに位置しま

す。開設は2012年（平成24年）4月で、運営法人は「株式会社 クオリス」です。法人では、横浜市を

中心に４園の保育園を運営しているほかに、大阪府を中心に10事業所のケアセンターも運営しています。 

  施設の定員は 60名、開園時間は、平日は午前 7時３０分から午後８時３０分、土曜日は午前 7時３０

分から午後７時です（延長保育時間含む）。 

平屋建ての園舎内は、床と壁に天然木を使用し、保育室は十分な陽光が取り入れられ、温かく・明るい雰

囲気が演出されています。また、３～５歳の保育室と１・２歳の保育室の壁は開閉が自在で、保育内容によ

って、広々とした空間の利用が可能です。その他、図書室、ホール、調理室、事務室、倉庫、更衣室、遊具

を備えた園庭があります。 

保育理念は「保育サービスを通じて、地域社会に貢献する」とし、保育方針は「豊かな人間性をもった子

どもを育成すること」を掲げています。また、保育目標は、「子どもの健康、安全で情緒の安定した生活が

できる行き届いた環境を提供する」「人とのかかわりを大切にし、人に対する愛情と信頼感を育てる」「自

然や社会への興味や関心を育て喜んで話したり、聞いたりする」の3つを掲げています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは、自分のペースで気持ちを素直に表現し、安心して過ごしています 

保育士は、子どもの気持ちや一人ひとりのペースを大切にし、できる限り子どもたちのやりたいこと・好

きなことを取り入れながら、無理強いせず安心して過ごせるような保育を展開しています。 

０歳児クラスでは、子どもの生活リズムに合わせ、眠くなったら寝られるような配慮があり、ペットボト

ルで作ったマラカス・ボール・車などのおもちゃで思い思いに遊んでいます。1・2歳児クラスでは、食事

をしているグループと少人数でにぎやかに遊んでいるグループの 2 グループに分けることにより、子ども

たちのやりたいことを思う存分させるよう配慮しています。そのような保育中には、例えば保育士がボール

を転がして遊んでいる子どもの「行っちゃった」という言葉に、「行っちゃったって言えるようになったね」

などと優しく声かけをする場面が数多く見受けられます。たくさんの声かけを受けて、子どもたちは安心し

た笑顔で保育園の生活を楽しんでいます。 

3・4・5歳の幼児クラスには、「朝のお仕度」・「ご飯を食べた後にすること」・「帰りのお仕度」など、自

分でやることが分かりやすいイラスト付きで掲示されています。子どもたちは、自然と自分自身で行動をす

ることを覚えていきます。保育士は、まだ着替えが十分にできない子どもにはさりげなく手伝い、遊びで夢

中になっている子どもに対しては無理なく終わることができるように配慮しています。また食事の時間は子

どもたちが食べたい分だけ取り分けるバイキング形式を採用するなど、子どもたち一人ひとりのペースを大

切にしながら日々の保育を展開しています。 

子どもたちの素直な表現に対して、保育士は一つひとつ丁寧に受け答えをしながら、一人ひとりのペース

を守る温かい保育を心がけています。子どもたちは全職員に見守られながら、安心して園生活を楽しんでい

ます。 

 

【2】園長・主任を中心に、全職員の連携を大切にした良好な職場環境づくりに励んでいます 

園では、保育理念・方針・目標を実現するため、全職員が話し合う機会を大切にしています。具体的には、

園長や主任の会議、月 1回の職員会議とカリキュラム会議、週 1回のリーダー会議、その他行事開催のた

びに打ち合わせや反省をするための会議です。そこでは、全職員が積極的に意見を出し合い、より良い保育
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活動や園の運営について検討・見直しを行っています。非常勤職員も含め全職員が参加する職員会議では、

保護者向けのおたよりに関すること、行事に関すること、看護師や栄養士からの報告や提案、園長からの連

絡事項などの項目について話し合われます。会議の司会進行役（担当）は当番制とし、担当となった職員が

その都度必要な議題を全職員に聞きながら事前に把握し、会議の効率化を図ります。その結果、全職員が解

決すべき課題を共有し、より良い保育を実現するためのスムーズな連携が実現できます。さらに、園に求め

られている要望や意見などは、迅速に対応することが可能となります。 

そのほか、定期的な会議だけでなく、園長や主任は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っています。主任はクラスリーダーを兼務してい

るため、現場での保育に関する指導やアドバイスをその都度行います。園長や主任は、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、日常保育

に関する不安や人間関係の悩みなどには常に配慮するように心がけています。 

このように、園では日常的な話し合いや定期的な会議を行うこと、全職員がかかわること、意見を積極的

に聞き入れること大切にしています。その結果、働きやすい職場環境が実現でき、全職員が理念や方針に基

づいた保育を目指しています。 

 

●独自に取り組んでいる点 

子どもたちは、「言葉の教育（サントレ）」で集中力やさまざまな言葉を学んでいます 

園では、特別教室としてのプログラムを複数用意しています。1～5 歳児で行うリトミックのほかにも、

幼児クラスでは、体操教室、「幼児のための言葉の教育（サントレ）」を取り入れています。 

特に「幼児のための言葉の教育（サントレ）」は、絵本・カード・ＤＶＤを使いながら、講習を受けた保

育士がお手本となって行うプログラムです。この教室では、まず姿勢を正し、心を落ち着かせることから始

まります。その後、昔話・漢字・論語・詩・童謡などと触れ合います。子どもたちは集中しながら、また楽

しみながら、さまざまな言葉を学ぶ機会となっています。 

 

●今後の取り組みが期待される点 

地域支援機能として、積極的な地域コミュニティーへの働きかけが望まれます 

当園では、地域に向けた子育て支援として、一時保育・月 1回の園庭開放・月 1回の親子遊びサロンを

展開しています。その中では、地域子育てへの支援ニーズを把握するように努めています。さらに、園の見

学者からも子育てにおける悩みごとの相談を随時受け付けています。また、園の行事などは地域の掲示板に

てお知らせし、できるだけ多くの地域の方たちが参加できるように配慮しています。 

しかしながら、開設 2 年目ということもあり、地域住民の参加者は少数にとどまっています。3 年目を

迎える来年度は、地域に向けた子育て支援機能の強化を園の課題と位置づけています。今後は、数多くの地

域住民が参加できるようにするため、地域コミュニティーへの積極的な周知活動や働きかけが望まれます。 
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 分類別評価結果  

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

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

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

(1) 保育の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものになってお

り、全職員が理解し、実践してい

るか。 

(2) 保育課程は、保育の基本方針に基

づき、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「保育サービスを通じて、地域社会に貢献する」とし、保育

方針は「豊かな人間性をもった子どもを育成すること」を掲げています。

また保育目標は、「子どもの健康、安全で情緒の安定した生活ができる

行き届いた環境を提供する」「人とのかかわりを大切にし、人に対する

愛情と信頼感を育てる」「自然や社会への興味や関心を育て喜んで話し

たり、聞いたりする」の3つを掲げ、すべてが利用者本人を尊重したも

のとなっています。 

・保育理念や保育目標は、月1回開催の職員会議、週1回開催のリーダー

会議、年1回の園長面談、事業計画等で、全職員に向け周知を図るとと

もに、全職員に配付する「保育マニュアル」にも記載されていて、理解

を深めるよう促しています。 

・保育課程は、保育理念・方針や目標に基づいて作成し、子どもの最善の

利益を第一義に考えています。また保育課程は、年度始めに保護者へ説

明し、全職員が保護者との日々の会話を大切にしながら、意向をくみ取

るよう努力しています。 

・保育士は理解できる子どもに対して、必要なことをきちんと説明しなが

ら「自分たちで判断すること、取り組むこと」を大切にしています。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

考慮しながら、個々の成長に合わせて丁寧に作成をしています。 

 

【さらに望まれる点】 

・運営法人・園長・主任の幹部職員により園を開設する2年前に保育課程

を作成しました。今後は、全職員がかかわりながら保育課程の効果を確

認し、見直しを行う予定です。 
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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。 

・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（必要に応じて、園長・主任・栄養士・

看護師が同席しながら）が個別面接を実施しています。また、入園時の

面接内容は個人ごと記録し、全職員が子ど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。 

・新入園児に対しては、個々の子どもの様子を観察しながら、子どもと保

育士がたくさん触れ合えるよう配慮しています。そしてできるだけ同じ

保育士が受け入れるような体制になっています。また子どもの様子は、

乳児・幼児すべての子どもに対してこまめに連絡帳に記録しています。

全職員が保護者との連携を密にするよう心がけています。 

・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1～5歳児で項目が異なる）を主にカリキュラム会議で園長・主

任・クラス担任が話し合いをしながら作成し、確認・評価・見直しを行

っています。なお、3・4・5歳の異年齢児保育についても年間計画を策

定しています。 

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。 

・時系列にどこを掃除するかが記載されている「掃除チェック表」を活用

しながら、丁寧な清掃をしていて、園舎内を常に清潔に保っています。

また、すべての保育室内に大きな窓を備え、十分な陽光が取り入れられ

ています。 

・沐浴設備と温水シャワーの設備を備え付け、毎日清掃・点検を実施して

います。 

・1歳児以上は、ホールで食事をしています。また、保育室内では着替え

を一定の場所に定めるなど機能別空間を確保し、子どもたちが安心して

過ごせるよう配慮しています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人ひとりの状況に応じ

て保育目標を設定し、それに応じ

た個別指導計画を作成している

か。 

(2) 子ども一人ひとりの発達の過程

に応じた対応をし、その記録があ

るか。 

・0、1歳児は、個別指導計画（子どもの姿、生活、遊び、援助・配慮、

ねらい、行事予定、食育、活動内容、家庭連絡、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、指導計画を作

成し、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

底しています。計画は、子どもの個々の発達記録や実態に応じて、変更

と見直しを行っています。 

・子どもや家庭の状況は児童票に記録しています。また、一人ひとりの子

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「発

達経過記録」に記録しています。記録はすべて個人ごとにファイリング

し、保管しています。 
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Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報が

職員間で共有化されているか。 

(2) 障害児保育のための環境整備、保

育内容の配慮を行っているか。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

(4) アレルギー疾患のある子どもへ

の適切な対応ができているか。 

(5) 外国籍や帰国子女など、文化の異

なる子どもに対して適切な配慮

がされているか。 

・特に配慮の必要な子どもに関しては、カリキュラム会議・職員会議で話

し合い、その記録は全職員が見ることのできるように事務室に保管して

います。また、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、区の保健師や横浜市北部地域療育センターと

連携を図りながら、いつでも相談できる体制を整えています。また、障

がい児保育の専門的な知識について、研修受講者は学んだ内容を職員会

議で報告しています。なお、研修記録は全職員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。 

・虐待については、研修受講者が職員会議で報告し、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、毎朝チェックをし、虐

待が疑われるケースを敏感に察するように心がけています。 

・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、「食物アレルギー個別面談調査記録表」に詳細を記載し、栄養士・

看護師を含め全職員が情報を共有しています。また、園では誤食事故防

止のため、チェック体制を十分に整えています。具体的には、保護者に

よる献立表の確認、毎朝の該当園児登園状況チェック、調理室から搬出

する際の受け取りチェックおよび声出し確認、提供時の確認、専用トレ

イを使用し食事の場所を区分しながら保育士が付き添うなど、誤食のな

いように努めています。 

・保育士は、子ども同士が文化や生活習慣の違いがあることで特別に変わ

ったかかわりをすることがない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）受付担当者を園長、解決責任者を運営法人代表者として

います。苦情解決体制・申し出方法が掲載されている入園のしおりは、

保護者へ配付するとともに説明もしています。さらに、苦情相談の案内

として、園の入り口に、苦情解決の仕組みとフローチャート（原因調査

→対策検討→対策実施→対策の効果→効果の確認）・第三者委員の連絡

先・横浜市福祉調整委員会の連絡先などを紹介しています。 

・園では、保護者からの要望や意見に対して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。保護者からの要望や苦

情については、職員会議で内容や対処方法などを共有し、報告書に記録

してファイリングしています。その後のトラブルの防止・解決に役立て

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。 

・子どもはおもちゃやゲーム、本などを自由に取り出して遊んでいます。

おもちゃは子どもが手に取れる棚に置き、収納する箱に写真を貼って中

の物が分かるようにしています。おもちゃは各保育室に年齢に合わせた

ものを十分に準備しています。0歳児保育室はベビーベットの配置によ

り部屋を区切り、1、2歳児保育室ではマットによりコーナーを作り、3、

4、5歳児では机とマットを使ってゲームやお絵描きをする場と、車やブ

ロックで遊ぶ場などを分けるなど、年齢や発達にふさわしい環境構成に

しています。絵本とテーブルを置いた小さな図書室や、園庭のあずまや

により、少人数で落ち着いて遊べる場所を作っています。朝・夕を中心

に、自由に遊ぶ時間があり、子どもたちはおもちゃを出して思い思いに

遊んでいます。 

・子どもの意見を取り入れて、週案を変更して次の日も同じ遊びをするこ

とがあります。また生活発表会では、普段子どもたちが遊んでいること

や好きな踊り等を劇に取り入れています。 

・ブロック、車、ままごと、手提げ袋等があり、子どもたちは「ごっこ遊

び」を楽しんでいます。さらに遊びが発展するよう、コックさんの帽子

や医者の聴診器等の小道具を手作りしています。 

・一斉活動ではルールのある遊びを取り入れて、2歳児から鬼ごっこやし

っぽとりで遊び、4、5歳児はドッジボール、動物将棋やオセロなどを楽

しんでいます。 

・保育士は子どもたちの様子をよく見て、遊びに入っていけない子どもに

は遊べるように誘っています。また上手にできたときは一緒に喜び、お

友達におもちゃを貸してあげられたときはほめ、さらに子どもたちの遊

びが続いていくように支援をしています。 

・自然に親しむ活動として、夏にはプランターや土のうでオクラ、ナス、

ミニトマト、サツマイモなどを栽培・収穫し、収穫したものは説明をし

て給食に出しています。近隣の人からもらったカブトムシや、保育士や

子どもたちが捕まえてきた虫を飼育かごで飼って観察しています。また

園が面している川の土手を活用して、お弁当を食べたり、凧あげをした

り、雪が降ると段ボールを利用してそり遊びをしています。子どもたち

が散歩等に出かける際は近隣の人とあいさつをし、地域とかかわる体験

ができるように図っています。 

・子どもたちはペットボトルを使ったガラガラを楽しそうに鳴らし、リト

ミックの際は音楽にのってうれしそうに体を動かしています。自由時間

には、クレヨンやハサミ、色鉛筆、さまざまな色の紙、塗り絵等を自由
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に使って遊ぶほか、ブロックやビーズ等で好きな作品を作り、また好き

な歌を歌っています。 

・3、4、5歳児は異年齢合同のクラスを基本として活動しています。「異

年齢児童保育 年間計画」を作成し、時期により「郵便コーナー」「変身

コーナー」等を設置して、保育室の仕切りを開けて一つの部屋にし、ク

ラスに関係なく遊びたい子どもが遊べるようにしています。活動によっ

ては、4、5歳児のみのときや各クラスで行うこともありますが、給食の

時間を含めて多くの時間を一緒に過ごしています。0、1、2歳児も、リ

トミックのときや給食前の遊びの時間などは一緒に過ごしています。 

・けんかの際、保育士は危険がないよう配慮しながら、子どもが自分たち

で解決できるよう見守っています。また双方の話を聞きながら、子ども

自身が相手の話を聞いたり自分の気持ちを伝えたりするよう勧め、お互

いの気持ちを理解しあうように支援をしています。保育士の態度や言葉

遣いは公平で温かく、子どもたちからの希望や訴えを聞いて、思いがか

なうように対応したり自分でやってみるよう勧めたりしています。 

・健康増進のため、屋外活動は、朝・夕の園庭遊びや散歩、隣接している

土手での遊びなどの活動を行い、夏には園庭でプール遊びをしています。

紫外線対策として、後ろに垂れの付いた帽子を使用し、夏季には砂場や

園庭への出入り口にテントを張り、保護者が長袖シャツの着用を希望す

る場合は対応しています。運動能力の向上を意識して、全園児が週1回

リトミックを行い、3、4、5歳児は月に1回体操教室を行っています。

保育室に体操教室で使う鉄棒と平均台を置いて自由に使えるようにし、

園庭に砂山を作って上り下りをしながら遊べるようにしています。屋外

活動は一斉活動とせず、希望しない子は屋内で遊べるようにしています。

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。 

・子どもの食べたい気持ちを尊重し、授乳は家庭での授乳時間に配慮して

欲しがるときに抱っこして与えます。0、1、2歳児は、保育士はおかず

を小さくしたりスプーンに乗せて、子どもが自分のペースで食べるよう

支援し、3、4、5歳児は自分で盛りつけるバイキング形式を取り入れ、

自分で適量を見極めて食べるようにしています。 

・1歳児から5歳児は給食をホールで食べます。一斉に食べるのではなく、

子どもに合わせて順番にホールへ行っています。1、2歳児は保育士が子

どもの様子を見て、遊びが途切れたり、お腹がすいていそうだったり、

眠そうな子どもから、少人数のグループにして順番に食べています。3、

4、5歳児は、朝食時間に差があり、食欲にも個人差があること、また遊

びを続けたい子どもが無理に止めなくても良いよう、自分の希望に合わ

せて食べたい子どもから食べるようにしています。0歳児も子どもの様

子を見ながら順に2、3人ずつで食べ、保育士は落ち着いて対応していま

す。 

・子どもたちはそら豆のさや出し、トウモロコシの皮むき等を手伝ったり、
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おにぎりを握ったりホットケーキを作るなどの調理を体験しています。

・園独自の献立を作成し、安全に配慮した季節の新鮮な食材を使って給食

を提供しています。またクリスマスなど行事の日は特別なメニューにし

て、楽しんで食べられるようにしています。食器の大きさは年齢に合わ

せ、はしは3歳クラスに進級する時点で全員が使用できるようにしてい

ます。 

・調理室からホールが見えるので、栄養士は常に子どもたちの食べる様子

を確認しています。残食を給食日誌に記録し検討するほか、クラスの喫

食状況を担任が毎日記録して、毎月行われる担任と栄養士の給食会議で

子どもたちの喫食状況や感想について検討し、献立の参考にしています。

1ヶ月の献立は同じ内容を2週間後に繰り返すようにして、1回目の様

子を踏まえ、2 回目は子どもが嫌いなものでも食べられるよう工夫をし

ています。 

・栄養士は前月末に翌月の献立表を作成し、また毎月給食だよりも作成し

て、保護者に配付しています。旬の食材や健康に良い食材、人気メニュ

ーの作り方を載せ、保護者から希望があれば随時給食のレシピを提供し

ています。給食のサンプルを玄関に置いて保護者が確認できるようにし、

また夏祭りの際に試食できるようにして、味付けや量を確認してもらっ

ています。 

・午睡の時間は無理に寝せることなく、心地よい眠りに付けるよう静かで

薄暗い環境にして、自然に眠れるようにしています。乳幼児突然死症候

群への対策として、乳児は5分おき、幼児は10分おきに呼吸チェックを

行っています。また年長児は1月から入学準備として午睡をやめていま

す。 

・排泄は子どもたち一人ひとりのリズムをとらえ、おむつ替えや声かけを

行っています。活動の切れ目にトイレに誘い、1歳からトイレに座るよ

うにして、上手にできたときはほめるようにしています。園での排泄の

様子は連絡帳で保護者に知らせ、またおむつはずしは保護者と連携を取

り、子どもの成長に合わせて行っています。おもらしをした子どもは、

速やかに幼児用トイレのシャワーに誘導しています。 

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。 

・子どもの健康管理に関するマニュアルがあり、毎日子どもの健康状態を

見ています。看護師は子どもの体調や気になる症状、けがに対応してい

ます。既往症や予防接種状況は入園時に把握し、変化があったときは随

時知らせてもらうようにしています。園での子どもの健康状態に変化が

あった場合は、必要に応じて電話で連絡をしたり、降園時に口頭で伝え

たりし、必要な場合は看護師が保護者と話をしています。 

・健康診断を年2回、歯科健診を年1回実施し、毎月身長・体重測定を行っ

ています。これらの結果は児童票に記載し、また連絡帳に記載して保護

者に伝えています。健康診断、歯科健診の際に、看護師は事前に保護者
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からの子どもの健康についての質問を把握し、嘱託医や歯科医師から回

答を得て、保護者に伝えています。 

・食後に3、4、5歳児は自分で歯磨きをし、上手に磨けない子どもには保

育士が援助しています。歯科健診の際に歯科衛生士により歯磨き指導を

してもらっています。 

・感染症に関するマニュアルがあり、感染症等の疑いが生じた場合は看護

師を中心に対応を行っています。登園停止基準は保護者に入園時に配付

し、また園では問い合わせがあった際に即答できるようにしています。

感染症対策用のバケツを設置し、必要な備品を入れ消毒液の希釈法も付

けています。保育中に発症した場合は、保護者に速やかに連絡をして迎

えに来るよう依頼し、事務室で静かに寝かせています。感染症が発生し

た場合はお知らせを貼って保護者に知らせています。看護師は毎年研修

に参加し、最新情報を入手して職員に周知しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生管理に関するマニュアルは、清掃マニュアルとしてまとめています。

マニュアルは看護師を中心に作成して随時見直しを行い、年度末には職

員参加による見直しをしています。マニュアルに基づいて清掃を行い、

保育士は随時テーブルやトイレの便座などを消毒し、乳児のおもちゃは

毎日消毒を行っています。 

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。 

・危機管理マニュアルを作成しています。地震等を想定して、移動できる

棚は低い棚に統一し、壁際の棚は固定されています。マニュアルには地

震、火災、事故、不審者への対応についての記載があり、内容は職員会

議や避難訓練の際に職員に周知しています。緊急時の連絡のため、保護

者や主治医の連絡先を把握し保管しています。災害時には「災害用伝言

サービス」を利用して情報を発信することを、保護者に伝えています。

毎月避難訓練を、園内の地震、散歩中の地震、火災、不審者等設定を変

えて行い、避難場所の小学校に行くこともあり、また引きとり訓練も行

っています。職員は看護師による救急救命法の研修を受けています。 

・事故対応マニュアルがあり、また安全点検リストにより園内の安全点検

をしています。事故やけがが発生した際には、看護師による判断に基づ

き保護者への連絡や病院での受診を行っています。事務室には看護師に

より緊急病院の一覧があり、緊急時への対応が整えられています。子ど

ものケガについては軽重にかかわらず、保護者に降園の際に伝えること

にしています。また事故やケガについては職員会議などで検討し、乳児

のかみつきや手が出ることについても職員会議やリーダー会議で話し合

って、防止に努めています。 

・玄関は常に施錠を行い、保護者はセキュリティカードで解錠して園に入

っています。民間セキュリティ会社と契約を結び、また警察へ直接通報
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できる非常通報装置を設置しています。不審者が侵入した場合の対策を

職員間で決めています。 

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。 

・保育士は子どもたちに優しく話しかけ、話を聞いたり勧めてみたりしな

がら子どもたちの生活を支援しています。保育士は子どもの気持ちを受

けとめ、頑張ったり上手にできたとき、友だちに譲ってあげられたとき

などは、拍手をしたりほめたりしています。また、保育士は子どもたち

が自分の判断で行動ができるように支援しています。言葉がけは穏やか

で、子どもたちが理解しているかを確認しながら話をしています。けん

かは、子ども同士で解決が図れるように安全を確認しながら見守り、支

援が必要な場合は双方の話をよく聞いて、互いの気持ちが理解できるよ

うに言葉を添えています。 

・接遇については、職員は毎年子どもへの態度について振り返りを行い、

随時職員同士で注意をし、園内研修も行っています。職員会議で、保育

指針を定期的に読み合わせています。 

・子どもが静かに過ごしたり保育士から丁寧に話をする場合は、図書室を

利用しています。また子どものプライバシーを守れる場所としても、図

書室や事務室を使っています。 

・守秘義務の意義や目的は全職員に周知し、契約時に誓約書をもらってい

ます。保護者には入園時に個人情報の取り扱いについて説明し、写真掲

載時には承諾書をもらっています。個人情報に関する記録は、事務室内

の施錠できる棚に保管しています 

・遊びや行事の役割、持ち物、グループ分け、整列等は性別で分けず、子

どもたちの自主性に任せています。子どもや保護者に対して父親、母親

の役割を固定的にとらえた話し方はせず、さまざまな家庭があることに

配慮して、性差のみに限らず言葉がけには常に気を付けています。気が

付いたときは職員間で話をし、また職員会議でも話題に出して検討して

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。 

・保護者に対しては、入園説明会や懇談会の際、保育方針について確認を

しながら話をし、年度初めの園だよりでも保育の基本方針について伝え

ています。また、入園のしおりや運営法人のホームページにも保育方針

と保育目標を記載しています。 

・子どもの様子については、登園・降園時に保育士が保護者へ伝えるよう

にし、担任が会えない場合は、職員連絡ノートで保育士間の連携を取っ

て、伝えるようにしています。乳児、幼児にかかわらず全園児が連絡帳

を持ち、園からその日の様子を一人ひとりについて伝え、保護者からも

帰宅後や休日の様子が伝えられ、保護者と保育士との情報共有や信頼関

係構築のための有効な手段となっています。 
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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。 

・年1回個別面談を実施し、また随時相談を受け付けています。保護者懇

談会を年3回実施して、クラスの様子を伝えるとともに保護者間の親睦

を図っています。 

・保護者の相談は、図書室やほかの外部から見えない場所で行っています。

相談はなるべく園長と担任で話を聞くようにし、また送迎時の相談でも

必要な場合は園長や主任に助言を受けています。相談は相談記録にまと

め、継続的なフォローをしています。 

・｢園だより｣｢クラスだより｣｢ほけんだより｣｢給食だより｣を毎月発行し、

園での様子、クラスの様子、健康や給食の情報を保護者に伝えています。

日常の保育の様子を写真に撮り掲示することもあります。クラスごとの

保護者懇談会では、保育の内容や目的、年齢に応じた子どもの姿を伝え

るとともに、子どもには個性があり成長は一律ではないことを伝えてい

ます。 

・保育参観は年度始めに年間行事予定で知らせ、年1回、月曜から金曜ま

での5日間、時間を設定せずに保護者の都合に合わせて観られるように

しています。また、設定された保育参観の時期にかかわらず、随時参観

ができます。保育参観、懇談会等に出席できなかった保護者には、送迎

の際に内容を口頭で伝えています。 

・保護者から、自主的活動での部屋利用の依頼等はまだありませんが、あ

った場合は保育室が空いている時間なら使えることを伝える予定です。

・年3回運営委員会を開催し、運営委員として各クラスの保護者代表や第

三者委員が参加し、設置者、園長、主任等から保育内容の説明や今後の

方針について説明を受け検討をしています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園としては要請があれば保護者の自主的活動に職員も参加する予定です

が、現在のところは実績がありません。保護者の自主的活動を促進する

ような取り組みが望まれます。 
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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。 

・地域住民に向けて園で行っている子育て支援や園庭開放に訪れた人との

会話の中で、子育て支援に対する要望や子育ての悩みをくみ取り、地域

の子育て支援ニーズを把握するよう努めています。 

・職員会議で、地域の子育て支援ニーズについて園に望まれていることな

どを話し合っています。また、事業計画に地域子育て事業の項目を設け、

毎年検討しています。なお、地域に向けた子育て支援として、一時保育・

園庭開放（月1回）・親子遊びサロン（月1回）を実施しています。 

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。 

・園庭開放（月1回）や親子遊びサロン（月1回）を行い、そこでは、地

域住民を対象にした育児相談もあわせて実施しています。地域への案内

としては町内会の掲示板を活用しています。 

・関係機関との連携は園長が担当しています。日常的に、電話連絡や訪問

をするなど、関係機関との連携ができています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園庭開放（月1回）や親子遊びサロン（月1回）のほかに、園の見学に

訪れた人からも育児相談を受けているものの、週1回以上の定期的な相

談日を設けるまでには至っていません。 

 

 

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。 

・保育園への理解を促進するため、夏祭りや運動会などの際に近隣住民に

声をかけています。また保育士はほかの保育園とともに地域の親子との

交流会に参加し、手遊びを行い相談コーナーを設けています。小学校と

交流があり、5歳児は近隣の小学校へ学校訪問に行き、園の運動会は小

学校の体育館を借りて行っています。近隣住民とは日常的に交流があり、

行事に誘ったりカブトムシをもらったりしています。 

・地区センターでドッジボールの合同練習をしたり、遠足でズーラシアに
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行くなど地域の資源を活用しています。散歩に行く際は地域の住民とあ

いさつなどをしています。5歳児は区主催のドッジボール大会に参加し、

園の5歳児だけでは人数が足りないため、他の園と合同チームを組んで

います。玄関の掲示板には地域での講演会や野球チーム勧誘のお知らせ

を貼り、近くの土手で開かれる地域のお祭りに保育士が参加して、園児

にも参加を勧めています。 

 

【課題・望まれる点】 

・町内会等とつながりを持ったり、図書室の本や備品の地域への貸し出し

などにより、地域の保育園としてさらに認知されることが期待されます。

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・入園のしおりにはサービス内容の詳細や職員体制を記載し、近隣の区役

所に置いています。また園のホームページがあり、園内施設を写真で紹

介し、料金についても知らせています。ホームページから問い合わせが

できるようになっています。 

・利用希望者に対して、保育所の基本方針、利用条件、サービス内容等の

説明を入園のしおりに基づいて行っています。事務所に入園のしおりを

置き、問い合わせに対応しています。相談を受けた場合は、見学をする

ように勧め、見学は可能な限り随時受け入れています。見学の際は午前

中なら活動や昼食の様子が見られることを伝え、見学には可能な限り園

長が対応しています。 

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。 

・開園2年目であり、園長会で中学生の職業体験等を受け入れることを伝

えていますが、ボランティア受け入れの実績はまだなく、マニュアル作

成にもまだ着手していません。受け入れ担当者は園長であり、ボランテ

ィアを受け入れる場合は、職員や利用者にボランティアについての基本

的な考え方を説明し、ボランティアからは感想や意見を聞く予定です。

ボランティア受入れのマニュアルは実習生受け入れマニュアルを参考に

作成する予定です。 

・実習生受け入れのためのマニュアルがあり、マニュアルには基本的態度

や個人情報保護のための注意が書かれています。受入れにあたり職員や

利用者に説明をしています。受け入れ担当者は園長であり、専門学校や

大学から実習生を受け入れ、受け入れ時の記録が整備されています。受

け入れにあたりオリエンテーションを行い、園での方針や保育内容を実

習生に理解してもらい、また実習生の希望を聞いた上で実習に入っても

らっています。毎日実習終了後に担当保育士と反省会を行い、次の実習

につなげています。実習を指導することにより、保育士が自らの保育を

見直すきっかけになっています。 
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【課題・望まれる点】 

・現在ボランティアの希望者がなく、マニュアル作成に至っていません。

今後ボランティア希望者が来園するときのため、マニュアルの作成が望

まれます。 

 

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。 

・園長は、年1回全職員と「自己評価シート」を活用しながら丁寧な面接

を行い、園として必要な人材の確保・育成に努めています。面接では、

個人の目標・自己評価・振り返りなど、各職員の目標・達成度・課題点・

反省点・期待点などの確認を行っています。また園長は、実情に合った

人材の確保、または欠員の補充を適切なタイミングで行っています。 

・園長は、各職員からのニーズを把握しながら、年間の研修計画を策定し

ています。園内外の研修については、常勤・非常勤の区別なく全職員が

積極的に参加できるように声かけを行いながら、研修への参加を推進し

ています。また、研修の成果を職場で生かすため、研修受講者は「研修

報告書」に記載の上、職員会議で報告しています。 

・園では、非常勤職員にも常勤職員と同様の「保育マニュアル」を配付し

ています。また、非常勤職員の特性や経験などを配慮し、常に主任やク

ラスリーダーからの指導が受けられるように、シフトのバランスに配慮

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。 

・日常の保育について、職員会議などで振り返る機会を設けて、丁寧な自

己の保育の振り返りを行っています。また、年1回の園長面接時に職員

が記載する「自己評価シート」においても、保育の内容に関する評価・

発達援助の基本・健康管理や食事・保育環境など、日常の保育や自己の

保育を振り返る項目を設け、丁寧な振り返りを行っています。 

・保育業務における保育士等の振り返りの結果は、毎月開催しているカリ

キュラム会議や職員会議等で報告しています。必要に応じて、主任・園

長に相談しながら、気付き・改善点の提案を職員会議の議題として、全

職員で検討・見直しをしています。 

 

【さらに望まれる点】 

・総合的な園の自己評価を、事業計画策定時等に検討しているものの、「保

育所の自己評価」として公表するまで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。 

・園では、年1回「自己評価シート」により、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、日常における職員からの意見を大切にし、気軽に意見を言える

ような良好な職場内雰囲気を構築するよう努めています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保育マニュアルには、運営法人が求めている人材像が記載されています。

今後は、職員の経験・能力・習熟度に応じた期待水準の明文化が望まれ

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。 

・園では、職員が守るべき法・規範・倫理等について、「保育倫理綱領」

を定めています。また、職員全員に配付される「保育マニュアル」にも

「職員の心得」等が記載され、会議等で読み合わせを実施することによ

り、周知徹底を図っています。 

・ゴミの分別・減量化などを、全職員が積極的に実践しています。また、

節水やソーラーパネルの設置などの省エネルギーの取り組み、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に徹底しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・全職員に対して、省エネルギーの促進や環境への考え方は徹底されてい

ます。今後は、園としての取り組みや考え方を明文化していくことが望

まれます。 

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・基本方針は明文化し、「保育マニュアル」として書面化した

ものを全職員に配付し、読み合わせを行って周知しています。 

・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、その後意見交換をしています。また、日常の保護者とのコミュニ

ケーションを大切にし、園の重要な意思決定についてはもちろんのこと、

日々の悩みごとに関しても気軽に相談に応じています。 

・主任は、クラスリーダーも兼務しているため、日常保育の状況を把握し、

現場での相談についてもすぐに対応しています。また、日々の会話や職

員の能力・経験などに応じて、必要な指導や効果的な指導をタイミング
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よく行えるように努めています。 

 

【さらに望まれる点】 

・スーパーバイズできる主任クラスを計画的に育成するプラグラムは、今

後策定する予定です。 

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、運営法人本部からの情報提供、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。また、運営面での重要課題（保育指針の改定・保育内

容の向上・職員体制および職員の労働条件など）については、運営法人

本部と話し合い、検討した後に、園長が必要に応じて職員会議で説明し

ています。 

・運営法人本部で作成している中長期計画には、運営方針や目標のほかに、

職員確保に向けた取り組み・人材育成に向けた取り組み・特別保育の事

業計画・その他事業運営に向けた取り組みなどが記載され、中長期的な

展望のもと、新たな仕組みを常に検討しています。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2013年 12月 2日～12月 16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    

62.5% （56枚配付、35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、94%です。「大切に保育して

いただいていると感じています」・「すべての先生方にいつも感謝しております」との声があります。 

 

・日常保育「遊び」について、①園のおもちゃや教材について、②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２つの項目で非常に満足度が高く、それぞれ100%、97%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、①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、については非常

に満足度が高く94%となっています。その他では、①お子さんが給食を楽しんでいるか、②基本的な生活

習慣の自立に向けての取り組み、③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、について

はすべて89%で、満足度が高い項目として挙げられます。 

 

・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 91%、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 94%、 ③外部不審者対策について 94%、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園の行事の開催日や時間帯への配慮について 97%、②保護者からの

相談事への対応について 94%、③あなたのお子さんが大切にされているかについて 100%、④あなたの

お子さんが保育生活を楽しんでいるかについて 100%、⑤職員が話しやすい雰囲気・態度であるかについ

て 97%、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、の20%が挙

げられます。「個人面談や懇談会の機会を増やしていただければうれしいです」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

5.7% まあ

知っている

40.0%

どちらとも

言えない

14.3%

あまり知らない

28.6%

まったく

知らない 11.4%

賛同できる

81.3%

まあ

賛同できる

18.8%
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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 68.6 11.4 0.0 0.0 20.0 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

57.1 31.4 5.7 0.0 5.7 0.0

園の目標や方針についての説明には 42.9 31.4 14.3 0.0 11.4 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

68.6 28.6 0.0 0.0 2.9 0.0

保育園での１日の過ごし方についての
説明には

60.0 37.1 0.0 0.0 2.9 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）

45.7 45.7 8.6 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 40.0 42.9 8.6 2.9 5.7 0.0
年間の保育や行事に、保護者の要望が
活かされているかについては

28.6 42.9 5.7 5.7 17.1 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）

62.9 22.9 8.6 2.9 0.0 2.9

子どもが戸外遊びを十分しているかに
ついては

57.1 28.6 2.9 8.6 2.9 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）

74.3 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0

自然に触れたり地域に関わるなどの、
園外活動については

51.4 17.1 20.0 5.7 2.9 2.9

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

54.3 42.9 0.0 0.0 0.0 2.9

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

45.7 34.3 11.4 2.9 2.9 2.9

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 62.9 22.9 11.4 0.0 2.9 0.0
お子さんが給食を楽しんでいるかにつ
いては

65.7 22.9 0.0 2.9 8.6 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

62.9 25.7 5.7 0.0 5.7 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

71.4 22.9 0.0 2.9 0.0 2.9

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

45.7 20.0 8.6 2.9 20.0 2.9

お子さんの体調への気配りについては 57.1 28.6 11.4 2.9 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

60.0 28.6 11.4 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 60.0 31.4 5.7 0.0 2.9 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

74.3 20.0 5.7 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

51.4 42.9 5.7 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

51.4 31.4 5.7 8.6 2.9 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

31.4 42.9 14.3 5.7 5.7 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

57.1 28.6 8.6 2.9 0.0 2.9

園の行事の開催日や時間帯への配慮に
ついては

68.6 28.6 2.9 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

51.4 37.1 5.7 2.9 2.9 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

48.6 42.9 5.7 2.9 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 45.7 48.6 5.7 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

54.3 34.3 2.9 5.7 2.9 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

74.3 25.7 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

65.7 34.3 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

37.1 28.6 0.0 2.9 17.1 14.3

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

60.0 37.1 2.9 0.0 0.0 0.0

意見や要望への対応については 40.0 51.4 2.9 2.9 0.0 2.9

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

62.9%

どちらかと

いえば満足

31.4%

どちらかと

いえば不満

5.7%
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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 62.1 94.9
問３　年間の計画について 38.5 87.1
問４　日常の保育内容　「遊び]について 59.5 89.0
問４　日常の保育内容　　「生活」について 64.7 90.8
問５　快適さや安全対策などについて 60.1 92.0
問６　園と保護者との連携・交流について 52.0 90.3
問７　職員の対応について 59.1 97.4

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

※ここでの「満足度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【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
.752
.679
.661
.636
.610

※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５：施設設備については
問７：意見や要望への対応については
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４：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
問３：年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされているかについては

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

26



27 
 

 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：2月 10日（月）、2月14日（金） 

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 歳児は子どもの生活リズムに合わせて保育を行っています。ベビーベットを置いて眠くなったらいつで

も寝られるようにし、また給食も月齢や睡眠の状態に合わせて、2、3人ずつで食べます。 

 朝の時間は子どもたちは車やボール、ペットボトルで作ったマラカスなどを手に取り、思い思いに遊んで

います。ボタンを押すと音楽が鳴るおもちゃが気に入り、何度も押している子もいます。ボールが転がった

ので｢行っちゃった｣といった子どもに、保育士が｢行っちゃったって言えるようになったね｣と声をかけてい

ます。保育室にマットなどで小さな山を作り、子どもたちが登ったり降りたりすることもあります。この日

は前の日に雪が降ったので、ベランダにたらいを出して雪を入れ、みんなでさわってみました。手を出す子

どもや尻込みする子どもがいて、保育士は雪玉を作って渡したり、泣いた子どもを抱っこしていました。 

 給食は保育室で食べます。保育士が１人付き、月齢の低い子や眠そうな子どもから、２、3人ずつで食べ

ます。ほかの子どもは、自分の番が来るまでほかの保育士と遊んでいます。子どもたちは手やスプーンを使

って自分で食べ、進まないときは保育士に食べさせてもらっています。保育士は大きい食材を小さくしたり、

スプーンに乗せて｢○○ちゃんお野菜食べる？｣と声をかけたりしています。アレルギーの子どもは別に食べ

るようにしています。 

 子どもの状態に合わせて睡眠を取っているため、午睡の時間に眠くない子どもは保育室で遊んでいます。

月齢が高く午睡の時間にしっかり眠れるようになった子どもは、１歳児と一緒に寝るようにしています。 

 

●1歳児クラス 

 朝の会から 1 日が始まります。保育士が手遊びを始めると、遊んでいた子どもたちは自然に集まってき

ます。名前を呼んでもらってから、また手遊びをしてもらいます。 

今日はリトミックの日で、０歳児と一緒に行います。先生の弾くキーボードに合わせて身体を動かしたり、

鈴を振ったりします。上手にできると保育士がほめています。保育士に抱かれて見ている子どももいます。 

給食は、子どもの様子を見ながら６人程度のグループでホールに行って食べます。２つのテーブルに分か

れ、それぞれのテーブルに保育士がついています。子どもたちは自分で食べていますが、様子を見ながら保

育士がおかずをスプーンに乗せたりフォークに刺したりしています。食事が進まない子どもに、保育士が｢こ

れ食べてみる？｣などとスプーンに乗せていますが、無理には勧めません。これから食べる子どもたちは保

育室でブロックやぬいぐるみで遊び、保育士に手を持ってもらってぴょんぴょん飛んでいる子どももいます。

時間が来ると交代で給食を食べます。 

排泄は活動の切れ目などに声をかけ、興味を持つ子どもは出なくてもトイレに座ってみるようにしていま

す。 

 

●2歳児クラス 

 ２歳児は、このクラスだけでリトミックをします。リズムに合わせて鈴を鳴らしたり、床に張ったテープ

に沿ってケンケンパをしてみたりします。子どもたちは、音楽が始まるとうれしそうに声をあげ、ヘビの格

好をしたり飛行機になったりして自由に体を動かしています。その後は雪遊びをしに園庭に出ます。靴下は
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自分ではけますが、ジャンパーは保育士に助けてもらって着る子どもが多いです。園庭では雪を踏んでみた

り、バケツで泥と雪とを混ぜたりしています。保育士は尻込みする子どもに雪玉を渡したり、｢ここに氷が

あるよ｣と声をかけています。最後に土手に行き、段ボールでそり遊びをしました。 

 給食は８人程度のグループでホールへ行き、自分でスプーンとフォークを使って食べています。保育士が

１人ついてお代わりをよそったり声を掛けたりしています。アレルギーのある子どもは別のテーブルを使い、

保育士が１人ついて見守っています。 

保育士は、活動の合間にトイレに行きたい子どもは行くように勧めています。トイレでは保育士が一人つ

いて、様子を見ています。ズボンとパンツは自分で脱ぐことができ、また並べておくとズボンとパンツを自

分ではいています。子どもの様子を見ながら保育士が手伝っています。 

 

●3、４、５歳児クラス 

3、4、5 歳児は異年齢での活動を多く行っています。自由遊びの時間は、保育室間の戸をあけて部屋を

広くし、3、４、5歳児が一緒に遊んでいます。机やマットでコーナーを作り、机でぬり絵やビーズ、動物

将棋で遊んだり、マットの部分で自動車やブロックで遊んだり、手作り投げ輪のコーナーで投げ輪をして、

それぞれが自由に遊んでいます。その後、園に隣接した土手で雪遊びをしました。｢雪玉は顔にあてない｣

という約束を保育士から聞いた後、雪玉を投げたり、シャベルで掘ったり、土手を段ボールで滑り降りたり

と、クラスに関係なくみんなで楽しそうに遊んでいました。 

また、保育室を区切って各クラスや合同クラスで活動を行うこともあります。園ではリトミック、体操、

「言葉の教育」等の活動を行っています。リトミックは3、4、5歳児合同で行い、その後5歳児だけ部屋

を分けてピアニカの演奏をしています。また3歳児が体操教室で鉄棒や飛び箱をしている間、4、5歳児は

「言葉の教育」で、姿勢を正し、ことわざや昔話、漢字等を聞いたり読んだりしています。その後部屋を変

わり4、5歳児が難度を上げた体操をし、3歳児は大きなブロックを使って身長より高く積み重ねたり戦い

ごっこの武器を作ってみたりしています。製作も内容によっては年齢ごとに行うほか、1 月から 5 歳児は

入学準備のため午睡をやめて独自の活動を行うなど、年齢に合った活動を行っています。 

給食は1歳児から5歳児までホールで食べています。3、4、5歳児の席は数が決まっていて、子どもた

ちはそれぞれの遊びの流れや食欲に合わせてホールへ給食を食べに行っています。給食はバイキング方式で、

おかずは自分の食べる量に合わせて自分で取っていきます。スープやお茶は保育士が出してくれます。席に

着くとそれぞれが「いただきます」をして食べ始めます。お代わりも自分で取りにいきます。 

3、4、5 歳児は一斉に行動しないことがあるので、子どもたちの写真を付けた磁石を準備し、ホワイト

ボードを保育室、ホール、トイレ前などに置いて、自分の磁石を今いる場所に自分で動かしています。また、

朝や帰りの準備、歯磨きや手洗いの方法を、写真や絵の付いたカードにして貼り、自分でできるようにして

います。取り合いになりやすいおもちゃの箱には、一人占めしないように絵が描かれていて、子ども自身が

自覚できるよう図っています。 

保育士は子どもの自主性を尊重し、無理に活動に参加するよう勧めてはいません。また自由時間や給食の

終了時間は「（時計の針が）9 のところにいったら終わりにしようね」などと話しかけて、無理なく次に移

行できるようにしています。 

 

●まとめ 

 幼児同士、乳児同士で遊ぶことが多く、保育士はほかのクラスの子どもについても把握し、連携を取って

保育にあたっています。子どもたちは自分のペースを尊重され、穏やかに過ごしています。給食を一斉に取

らず、乳児はグループごとに、幼児は各自好きなタイミングで食べていますが、混乱することなく、友だち

同士楽しそうに食べていました。 
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 事業者コメント     

 

 

クオリスキッズ鴨居駅前保育園は開園から２年目を迎える新しい保育園です。この２年

間「豊かな人間性をもった子どもを育成すること」を保育方針に、子どもたちが自分らし

く成長できるように、保護者の方が安心してお子様を預けていただけるようにと頑張って

きました。職員みんなで一から心を込めて作り上げてきた保育園ですが、自分たちが行っ

ている保育が本当に子どもたちにとって最善の保育なのかと自問自答することもあり、こ

のたび、第三者評価を受審する運びとなりました。名前のとおり第三者の方に評価してい

ただくということで、初めは職員間に不安もありましたが、職員全員で自分たちの保育を

振り返り、今まで疑問に思っていたことなども話し合って解決していくという経験はとて

も有意義なものになりました。自分たちでは気が付かなかったことや、気が付いていても

なかなか実践できなかったことなども浮き彫りになり、これから改善していかなければな

らないことがはっきりと見えてきたので、この経験をこれからの保育に役立てていきたい

と考えております。 

 

保護者のみなさまにはお忙しい中アンケートにご協力いただき、本当に感謝しておりま

す。開園したばかりの保育園で至らない点も多かったと思うのですが、今回評価結果の中

で、「あなたのお子さんが大切にされているかについて」と「あなたのお子さんが保育生

活を楽しんでいあるか」という項目に100％の満足度をいただけたことはとてもうれしく、

職員全員の励みになりました。いつも暖かく見守ってくださる保護者の方々の意向に少し

でも添えるよう、職員一同これからも丁寧な保育を心掛けていきたいと思います。 

また、改善してほしいとご指摘いただきました点に関しましては早急に改善に向けての取

り組みを始めたいと考えております。 

 

最後に私たちの思いをくみ取って、丁寧に評価してくださった評価機関のみなさまに心

から感謝申し上げます。評価機関の方からいただいた「この保育園は穏やかですね」とい

う言葉に、今までやってきた保育が間違っていなかったのかなと少し自信を持つことがで

きました。 

この受審をきっかけに、クオリスキッズ鴨居駅前保育園がさらに子どもたちが幸せに生

活し、成長していける場となるよう、毎日の保育に取り組んでいきたいと思います。 

                 

クオリスキッズ鴨居駅前保育園 

                   園長  吉野 清乃 
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