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基本情報 

 

対象事業所名 相模原市立 大沢保育園 （定員 120名） 

設立年月日 昭和 51年 5月 1日 

所在地 〒252-0136 相模原市緑区上九沢 383-3 

電話番号 042-761-0380 

評価年度 平成 28年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

結果公表 平成 29年 3月 

評価実施期間 

結果に要した期間 

平成 28年 11月 ～ 29年 2月 

4ヶ月 

評価項目 神奈川県社協版 

 

評価方法 

                

●自己評価 

 

（実施期間） 

平成27年9月1日～ 

平成28年10月31日 

 

 

 

（評価方法） 

・園内検討会グループにて自己評価票を作成。 

・全職員で周知し、確認。 

 

●評価調査員による評価 

 

（実施期間） 

平成28年11月24日 

 

 

 

 

（評価方法） 

調査員 2名が訪問し、園内の視察、保育現場の観察、インタビュー（園長及

び各職種責任者）、書類の確認を行った。 

 

 

●利用者家族アンケート 

 

（実施期間） 

平成28年9月26日～ 

成28年10月14日 

 

 

（実施方法） 

・家庭数で保護者に配布。 

・記入後、封をしてアンケート BOXに投函。 
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第三者評価結果報告書 

１．総合評価 

総合評価 

 

●相模原市立 大沢保育園の立地・概要 

 

・相模原市立大沢保育園は、JR横浜線橋本駅からバスで15分、下車5分程度の田畑に囲まれたのどかな良

い環境の所に位置しています。園から西を眺めると城山、小倉山の山地があり、相模川が流れ、2キロ圏

内には「相模川自然の村公園」や「大島キャンプ場」などがあり、自然豊かな環境に恵まれています。

また、近隣には小学校、中学校、病院、緑区役所大沢まちづくりセンターや高齢者施設が点在し、上九

沢・大島地区の文化施設が集中している利便性の良い地域でもあり、八王子・橋本の工業地帯の住宅地

域として近年益々発展が見られますが、昔ながらの住宅も多く残り、新旧入り交じった街並みを形成し

ています。 

調査訪問当日は関東南部には珍しい11月の大雪の日であり、お散歩はできませんでしたが、武蔵野が真

っ白になり、趣のある雪景色に触れると共に、相模原市立大沢保育園の子ども達は四季折々、豊かな感

性に育まれ、元気いっぱいの姿を見ることができました。 

・相模原市立大沢保育園は、鉄筋コンクリート造2階建ての白い園舎で、昭和51年に設立された歴史ある

保育園ですが園舎内外ともに掃除が行き届き、清潔に保持されています。保育室は園庭側に設定され、

明るい日差しが入り、換気により清々しい空気の入れ替えがされています。園庭で野菜を栽培し、園舎

の道を挟んで畑もあり、四季折々の季節に触れることができ、自然と共に五感が育まれる環境にあり、

相模原市立大沢保育園の子ども達は心身ともにのびのびと元気に育まれています。 

 

●相模原市立 大沢保育園の保育の方針 

 

相模原市大沢保育園の保育目標は、「意欲と思いやりのある子ども」であり、その目標に沿って 8項目の

目標を定め、保育を展開しています。8項目の目標は、「①心身の調和的な発達」、「②健康、安全な日常

生活」、「③『食を営む力』の育成」、「④人への愛情と信頼感、人権の尊重」、「⑤自然、社会現象に対す

る関心」、「⑥豊かなことば」、「⑦創造性の醸成」、「⑧豊かな感性、道徳性」であり、これらの実現に向

けて保育を積極的に進めています。園では、保育について「全園児を全職員で保育する」ことを目指し、

実現のために相模原市の保育方針である「オープン保育」及び「異年齢保育」の推進と併せ、子どもの

年齢・発達に応じた活動を有機的に図り、様々な環境設定を行いながら進めています。園では、地域の

文化施設の利便性を活用し、さらに、相模原の自然豊かな環境を取り入れた保育を進め、子ども達は心

身共に調和のとれた環境を享受しています。 
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≪優れている点≫ 

１．地域の自然を生かした保育と安全な保育生活 

 

相模原市立大沢保育園では自然豊かな環境を生かし、小さい子どももお散歩、戸外活動を積極的に推進

し、自然、社会現象に対する関心と豊かな感性が育まれる保育を行っています。近所の農業を営む人た

ちから、季節の野菜や果物の栽培の過程を見る機会や、実際に触れて野菜について教えてもらったり、

保育士と子ども達は「畑」の管理も学ぶ機会となり、食物を作る人・自然とのかかわりから子ども達は

様々に「気づき」を得、日々の保育に反映させています。また、園舎前の畑を所有する方から一部の畑

を借用して野菜の栽培を行い、子ども達は土に触れ、野菜の成長を観察し、園のクッキングや給食に活

用する等、恵まれた環境下でこその保育を実践し、環境教育が成されています。子ども達の安全面に関

しては、地域との関わりが良好であり、地域の「母の会」の方々に交通安全教室を開催してもらう機会

を持ち、その中で、警察署と交流・連携を図り、子ども達は日常的に地域の方々から安全を見守っても

らい、安心した保育園生活を送っています。 

２．異年齢によるオープン保育の推進 

 

相模原市立大沢保育園では、相模原市の方針に沿って異年齢によるオープン保育を展開しています。オ

ープン保育とは、子ども自身が遊びたいと思う遊び・場所を自分で選択し、「自ら選ぶ」ことを大切に、

自主性を身に付けながら遊びの中に様々な学びを見いだせるよう、個々の個性、成長を育みます。園で

は3歳、4歳、5歳児をオープン保育とし、年長児が午睡時に3歳児の寝かしつけを行い、お世話をする等、

小さい子も自然に慕い、一緒に生活・遊べる体制ができています。また、オープン保育による保育士間

の連携を強化し、子どもが自由に遊べる保育の推進と連携体制を構築しています。さらに、遊びのルー

ル等を知るために一斉活動も実施し、リズム遊び、楽器などを取り入れ、みんなで一緒に取り組むプロ

グラムも導入しています。園では、全保育士が全園児を見守る体制を整え、子ども達も子ども同士で遊

ぶルールを学ぶ等、のびのびとした風土が出来ています。 

3．体力向上のためのリズム遊びの推進 

 

相模原市立大沢保育園は、オープン保育と併せてリズム遊びを取り入れ、体力の向上につなげています。

子どものケガ防止のためにも体作りに力を入れ、オープン保育を推進する中で縦割り・クラス別の両面

でリズム遊びを推進しています。毎夕、歌を歌う時間を設け、音楽、歌に合わせて体操を行い、子ども

達はリズムに合わせて自由に体を動かし、全身で表現し、自然に両足跳びや、スキップ、ギャロップが

できるようになり、楽しみながら体力の向上を図っています。小さい子もオープン保育の相乗効果で、

大きい子の真似をして一緒に楽しく体を動かしています。雨天の日も室内で体を動かし、滑り台など体

育用具を活用して体を動かす機会を設けています。特徴的な取り組みとして、3歳～5歳児は活動の中で

保育士の投げかけから歌につなげる活動を行い、保育士が「今日は何が降っていますか？」と聞くと、

子ども達は「雪」と答え、「今日は雪だね～！」と保育士が伝えると、子ども達は『雪』の歌を大きな声

で歌い、歌に合わせて体を動かし、リズム遊びの展開で喜び合いながら体作りが期待され、共に感性も

育まれる良い取り組みです。 
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2．評価項目に基づく評価の結果 

大項目１ 保育環境の整備 

評価機関が定めた評価項目に沿って調査を行った結果です 

 

大項目１全体（調査確認事項全 80項目〕を通してのサービスの達成状況 

 

 

100 ％ 

 

大項目１の内容（概要） 

 

1. 人権の尊重 

●人権の尊重に関しては、相模原市の「接遇マニュアル」、大沢保育園独自の「大沢保育園保育マニュアル」

に明文化しています。接遇については、向上研修の折に「大沢保育園保育マニュアル」の読み合わせを行

い、職員会議や研修報告等を通して、職員一人ひとりが意識して保育にあたるよう周知徹底しています。

職員は保護者に対して、朝夕の登降園時や連絡帳の記載、個人面談等では相互の信頼感を大切に、適切な

対応を心がけ、園児にはわかりやすい言葉で対応するようにしています。 

●宗教、国籍、性差等による差別禁止については、「保育園のしおり」や「大沢保育園保育マニュアル」に

明文化し、説明しています。国連 NGO 横浜国際人権センター発行の月刊誌「語る・かたる・トーク」を購

入して回覧を行い、様々な具体的な情報、事例から人権感覚を身に付けるよう啓発の一環にしています。

さらに、年 1回、「人権感覚チェックリスト」を実施し、職員一人ひとりの人権に関する再認識を図り、職

員会議でも折に触れ周知をしています。外国籍に係る保護者に対しては、日頃から細やかな配慮に努め、

行事の前日には確認するなど丁寧に対応しています。 

●相模原市 3 区（緑区・中央区・南区）のこども家庭相談課で作成された「児童虐待早期発見・対応の手

引き」を基に、6 月に対応研修を実施し、研鑚を図っています。園長は相模原市役所こども家庭相談課担

当課長の児童虐待に関する研修を受講し、相模原市及び関係機関（児童相談所など）と情報を共有し、児

童虐待早期発見に努めています。 

 

2. プライバシー確保 

●相模原市では個人情報保護条約を制定し、施行しています。また、相模原市コンプライアンス推進指針

に沿って、プライバシー保護を推進しています。プライバシー保護については「大沢保育園保育マニュア

ル」にも明文化し、職員会議等でも口頭や文書で周知を図り、職員、臨時的任用職員、非常勤職員に「大

沢保育園保育マニュアル」を配布し、全職員にマニュアルに基づいた対応を徹底しています。個人情報を

含む文書・帳簿類は、施錠できる部屋及び鍵のかかるロッカーで管理しています。個人面談は、個人情報

保護のため個別の部屋で行い、面談中の表示をして配慮しています。子ども個人の名札は、園内のみで使

用し、園外に出るときは保育園名（園の電話番号付き）の名札を使用し、個人情報漏洩の防止に努めてい

ます。 
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●実習生の受け入れ、園見学者等の訪問受け入れに関して、｢相模原市立保育園実習生受け入れマニュアル」

に明文化しています。実習生については、事前にマニュアルに沿ってオリエンテーションを行い、プライ

バシー保護、守秘義務について周知しています。ボランティアや園見学者に関しても守秘を周知徹底して

います。職員は「相模原市立保育園実習生受け入れマニュアル」を十分理解し、適切に運用しています。 

3. 家庭と保育園との信頼関係の確立 

●家庭との連絡、情報交換の手段・方法については、「大沢保育園保育マニュアル」に明文化され、「保育

園のしおり」にも記載しています。家庭との情報交換は、乳児は連絡帳を活用して共有を図り、健康記録

の「すくすくカード」（年 4回、身長、体重等を記載）で子どもの成長を知らせ、毎月園だより、年 6回ク

ラスだよりを発行し、保育情報ボードで園の情報を提供しています。また、懇談会、個人面談を通して、

保護者と情報交換を行っています。 

●苦情解決に関して相模原市では、「相模原市立保育所および療育センターにおける苦情解決実施要綱」を

作成しており、明文化しています。また、「大沢保育園保育マニュアル」にも苦情解決の流れを明示してい

ます。また、懇談会、個人面談を通して相談や、意見・要望等を聞く機会を設け、行事後はアンケートを

実施し、意見を抽出して把握・確認をしています。大沢保育園では「メッセージボックス」（ご意見箱）を

設置して利用者がいつでも意見等を言える体制を整えています。 

●家庭からの意見や要望、依頼等に関しては、苦情解決実施要綱、「大沢保育園保育マニュアル」、「苦情受

付時の対応手順書」に沿って「意見受付け用紙」に意見を記録し、改善につなげています。 

 

4. 苦情解決システム 

●苦情解決の方法は、「相模原市立保育所および療育センターにおける苦情解決実施要綱」及び「大沢保育

園保育マニュアル」、「苦情受付時の対応手順書」に明記され、苦情解決受付者（副園長）、苦情解決責任者

（園長）、第三者委員（民生委員児童委員協議会常任理事）を公示し、苦情解決の方法を園内に掲示して苦

情受付体制を整えています。 

●苦情に関する受付けから解決までの経過の記録については、「相模原市立保育所および療育センターにお

ける苦情解決実施要綱」に基づき、「苦情受付（報告）書」に記載し、記録は保管しています。 

●第三者委員は、「相模原市立保育所および療育センターにおける苦情解決実施要綱」に基づき、民生委員

3 名を設置し、園内の掲示板に掲示しています。苦情等で問題とされる内容については、園長会で相模原

市保育課と第三者委員との検討の結果にて報告を受けています。27年度の苦情受付けについては、無かっ

たことを報告しています。 

●大沢保育園は相模原市立保育園なので理事会はありません。 

 

5. 環境整備 

●室内環境管理について、温度・湿度等は、「相模原市立保育園園児健康管理マニュアル」に規定し、大沢

保育園保健計画にも明文化しています。園では毎日、温湿度管理を行い、各クラスの日誌に記録していま

す。 

●危険物管理に関して、「産明け保育マニュアル」及び「安全衛生チェックリスト」に明文化しています。

毎日、殺菌消毒剤、洗剤物の取り扱い及び保管について確認し、各クラス日誌に記録しています。安全衛
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生チェックリストには、全体のチェックリストと危険な薬液のチェックリストを備え、実行記録が付けら

れています。 

●玩具、布団、砂場等の除菌･消毒については、「相模原市立保育園園児健康管理マニュアル」、「大沢保育

園保育マニュアル」及び「安全衛生チェックリスト」に日常管理方法を明文化し、マニュアルに沿って定

期的に実施しています。除菌、消毒の結果は、「安全衛生チェックリスト」に記録しています。 

●遊具の点検管理については、「安全衛生チェックリスト」に明文化され、チェックリストに基づいて点検

を実施し、毎朝、職員が点検・記録し、安全を確保しています。 

 

6. 健康管理（感染症対策・救急救命を含む） 

●服薬管理については「相模原市立保育園与薬管理マニュアル」、「大沢保育園保育マニュアル」及び「保

育園のしおり」に明文化し、周知徹底しています。与薬が必要な園児に対しては、「与薬管理マニュアル」

に基づいて「与薬依頼書」を保護者から提出してもらい、記録しています。預かる薬剤については、「アレ

ルギー」に関して、緊急時に使用する薬として内服薬を預かり、与薬依頼書の他に委任状を提出してもら

っています。 

●体調管理（体調不良児への対応）については、「相模原市立保育園園児健康管理マニュアル」、「大沢保育

園保育マニュアル」に症状別の対応手順を明文化し、周知しています。園児の健康確認は、連絡帳、「おは

ようブック」（朝の体温、プール時の確認）等で行い、体調不良時は当番ノートに記入して子どもの健康管

理に留意しています。 

●園でケガが発生した場合の対応については、「相模原市立保育園園児健康管理マニュアル」に沿って相模

原市立全園共通で同じ対応を行うことが決まっています。併せて「大沢保育園保育マニュアル」にも明文

化しています。報告では、「事故報告書」、「ケガ報告書」（受診しない場合）に分けて記録しています。危

険を感じた事項については「ヒヤリハット報告書」に記録し、毎月のケガ集計表と併せて共有を図り、保

護者へは年度末に園だよりで報告しています。 

●感染症に関しては、「大沢保育園保育マニュアル」及び」「感染症マニュアル」があり、「保育園のしおり」

にも注意事項等を明記しています。園では、感染症対応のフローチャートを作成し、職員会議、研修報告

で職員に周知し、共通理解を図っています。保護者に対しては、季節に流行する感染症の資料や印刷物を

配布し、園内の情報コーナーにも掲示して注意喚起を行っています。園内での感染情報は、掲示にて知ら

せています。 

●感染症に対する対応は、「相模原市立保育園園児健康管理マニュアル」及び「大沢保育園保育マニュアル」

に明文化し、治癒証明書の必要な疾病については「保育園のしおり」に明記し、周知しています。乳・幼

児健康診断時には園医と情報交換を行い、感染症の情報は相模原市保育課及び疾病対策課に報告していま

す。 

●医療機関及び家庭への連絡・連携方法について「大沢保育園保育マニュアル」に明文化し、非常勤職員

も含め全職員に周知し、体制を整えています。事務室と保育室に「緊急用手順書」を掲示し、誰もが対応

できるようにし、また、計画的に誤食対応訓練、水の事故対応、救急救命法等の訓練を実施し、緊急時の

対応に備えています。 
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7. 危機管理（防災・防犯） 

●火災や震災等の発生時の避難方法及び内外への連絡方法等については、「相模原市立保育園保育所防災の

手引き」に明文化し、「保育園のしおり」にも明記しています。連絡方法については「公立保育園緊急連絡

網」の一覧表を設置しています。年間避難訓練計画を作成し、毎月、避難訓練を実施し、訓練後は職員会

議で反省を行っています。通報訓練では、事前に消防署に書類を提出の上、年 2 回、マニュアルに沿って

実施しています。 

●防災については、「相模原市保育所防災の手引き」に明文化され、防犯については「相模原市保育所防犯

の手引き」及び「大沢保育園保育マニュアル」に明文化しています。防災・防犯訓練は年間計画を立てて

職員会議で全職員に周知しています。 

●災害発生時の対応については、「災害発生時等における職員の初動要領」に明文化し、「災害時乳幼児支

援ステーションマニュアル開設・運営」を基に進めています。地域支援体制については、職員会議で周知

を図り、訓練を実施し、災害発生時には相模原市職員として率先して尽力する心構えを持っています。 

 

8. 地域の子育て支援 

●地域の子育て家庭への支援事業については、「相模原市立保育所子育て広場事業運営要綱」、「大沢保育園

保育マニュアル」に基づいて年間の地域交流計画を作成し、実施しています。毎月、職員会議で報告し、

園全体で取り組んでいます。地域の子育て支援事業は、近隣の公立 4園と合同地域事業として、「りんごの

ほっぺ」、「おれんじきっず」、「親と子のふれあい広場」、「にこにこきっず」を開催し、むくどり第 2 保育

園との共催事業として、「いっしょにあそぼう」を実施しています。大沢保育園では、大沢公民館にて「プ

チトマト」、大島こどもセンターでは「ふれあい親子サロン」を開催して地域の育児支援を行い、育児相談

を実施しています。また、園内行事へのご招待や、園庭開放、絵本・紙芝居の貸し出しを行い、「2歳児と

あそぼう」等への参加を地域の子育て家庭に呼びかけています。また、相模原市緑区役所こども家庭相談

課と連携し、子育て支援事業や出前保育等を実施し、地域の子育て支援に貢献し、地域の幼保小連絡会を

通じて情報交換及び連携を図っています。 

 

9. 自己評価と情報開示 

●相模原市立保育園の自己評価の観点を基に、大沢保育園独自に評価表を作成し、前期、後期の 2 回、自

己評価を実施し、併せて園行事の見直しを行っています。見直しでは、保護者に向けて、「感染症情報」コ

ーナーを設け、情報に注意が向くよう工夫し、感染症の発生時には情報を提供しています。また、運動会

の参観について、保護者アンケートの要望を反映し、運動会事前の総練習日に祖父母の参観を設ける等、

利用者から高い満足度を得ています。保育運営については、毎月、園内でのケガの集計分析を行い、傾向

を把握し、職員会議で共有を図り、事故防止に役立てています。 

●地域への情報提供では、園内の目につきやすい所に園のパンフレット、給食レシピ等を設置し、大島こ

どもセンターや大沢公民館に園のリーフレットを置き、利用者に自由に持ち帰れるようにしています。ま

た、園見学者や園庭解放を利用する親子にも配布して情報を提供しています。神奈川県内の子ども・子育

て総合情報サイト「子育て支援情報サービスかながわ」にも情報を掲載しています。 

●保育参観や行事参加については、年間行事予定表に日程を掲載し、事前に配布して保護者に予定が組め

るように配慮しています。保育参観やミニ運動会のお知らせは都度配布し、参加につなげています。 
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10. 職員研修 

●保育理念・方針は、相模原市立保育園の「保育」、「大沢保育園保育マニュアル」に明文化し、保育方針

（保育目標）は園内に掲示しています。職員会議で「大沢保育園保育マニュアル」内の「保育士の心構え」

について読み合わせを行い、理解を深めています。 

●職員研修は、相模原市の保育所職員研修計画を基に、実施しています。園内研修は、自主研修係が中心

になって年間で計画的に実行し、職員の質の向上に努めています。 

●外部研修に参加した受講者は研修報告を作成し、職員会議で報告を行い、非常勤職員を含む全職員に回

覧し、質の向上に役立てています。研修報告書は、自由に閲覧できるようにファイリングして共有化を図

っています。 

●実習生の受入れに関しては、副園長を受け入れ担当者とし、「相模原市立保育園実習生受入れマニュアル」

に沿って事前にオリエンテーションを行い、実習生を受け入れています。職員会議で実習受け入れの日程、

人数、目的を職員に周知し、保護者に対しても園の便り等で知らせています。実習の最終日には反省会を

行い、保育に生かしています。 
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大項目２ 保育内容の充実 

・事業所から自己申告された内容について事実確認を行った結果です 

・「事業所による取り組みのアピール」については事業所が記載した原文のまま公表しています 

１ 子どもと保育士とのかかわりにおいて、子どもの情緒の安定をはかることや、順調な発育･発達を促す

ためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①一人一人の気持ちに寄り添い充分なスキンシップや関わりを持って接している。 

②子どもの発達に合わせて、玩具やコーナーの見直しを定期的に行っている。 

③保育日誌や児童票・月案を記入し保育する中で、子どもの姿やねらいを確認しながら評価・反省し、子

どもの発育・発達に合わせた保育を行っている。 

《第三者評価での確認点》 

●保育士は、子どもと十分なスキンシップを図り、一人ひとりを認め、気持ちに寄り添いながら子どもとの

信頼関係を築き、子どもが安心して過ごせるように心がけています。 

●定期的に子どもの年齢に応じて発達に相応しい玩具やコーナーの見直しを行い、個々の発達・発育状況を

大切にして考慮しています。また、保育園に慣れない子どもや、食の細い子どもに配慮し、情緒の安定や

順調な発育を促すよう工夫して取り組んでいます。 

●園では、子どもの発育・発達に合わせた保育を実施し、保育日誌・児童票・月案において「ねらい」や

日々の子どもの姿を確認しながら評価及び反省を行いながら丁寧に進めています。3歳～5歳児では、保育

室をコーナーで分けて個々に遊びやすく工夫し、子どもたちが安定して過ごせるよう保育環境にも配慮し

ています。 

 

２ 子ども同士のかかわりにおいて、個の違いを認めあうことや他者と自分を大切にする心をもてるように

するためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①子ども同士のやり取りを見守ったり、必要な時は仲立ちに入り、自分と相手との考えや気持ちに気付け

るようにしている。 

②配慮が必要な子も過ごしやすく、自己肯定感が持てるよう援助している。 

③異年齢の関わりの中で刺激を受け合い、年上の子を模倣したり年下の子に思いやりを持てるようにして

いる。 

《第三者評価での確認点》 

●保育士は、子どもとの信頼関係を築き、子ども同士にも安定した関係につながるよう努めています。また、

保育士は、子ども同士のやり取りを見守り、必要に応じて代弁や仲立ちをし、双方の考えや気持ちに「気

付き」があるよう援助しています。 

●保育士は、日々の保育の中で、障害や発達の違いについて、一人ひとりに個性があることを伝え、他の子

ども同様に、配慮が必要な子どもについても保育を通して認め合い、自己肯定感が持てるように援助し、

他者を大切にする気持ちを育んでいます。また、日常生活の中で配慮が必要な子どもに合った対応を心が

け、過ごしやすいよう配慮しています。 
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●保育の中で異年齢児と関わって遊ぶ時間や機会を設け、機会を通してお互いの個性を認め合ったり、年

下の子どもは上の子どもの真似をして学び、大きな子どもは小さな子どものお世話をする等、思いやりの

気持ちが育める体制作りをしています。 

 

３ 子どもと社会とのかかわりにおいて、人に役立つことの喜びを感じたり、人と関わることの楽しさを味

わうことができるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①地域の方との交流ができるように計画し、実行している。 

②オープン保育を通し様々な友だちと関わり、触れ合う中で人と関わることの楽しさを味わえる環境を提

供している。 

③年齢に合ったお手伝いや当番活動を経験し、人に役立つ喜びを感じられるように取り組んでいる。 

《第三者評価での確認点》 

●園では、地域交流の計画を作成し、地域との交流に積極的に取り組んでいます。年長児は高齢者施設（特

別養護老人ホーム）に出向いて交流を図り、2歳児は地域子育て支援の「2歳児とあそぼう」で地域の子育

て親子と一緒に遊ぶ機会を設け交流を持っています。また、近隣の三菱重工相模原製作所の CSR 活動の一

環で招待を受け、社員ボランティアと共に農作物に触れ、グラウンドで遊ぶ機会を得、社会や人との関わ

りから楽しさを味わう機会を設けています。 

●オープン保育の環境を整え、いろいろな友達と関わり、多様な人間関係から遊びの楽しさを味わい、思

いやる気持ちや、自主性を育んでいます。 

●年齢に応じた手伝いや、当番活動（ランチの当番、メダカの餌やり当番、掃除等）を通して、自分が行

ったことにより感謝される体験から、人の役に立つ喜びを味わえるようにしています。5 歳児は午睡時の

トントン当番があり、3歳児の背中をトントンして寝かしつけに行く等、お世話をしています。後半には 4

歳児に引き継いでいます。 

 

４ 生活や遊びなどを通して、言葉のやりとりを楽しめるようにするためにどのような取り組みをしていま

すか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①年齢に合わせたコーナー作りを行ない、コーナー遊びやごっこ遊びを通して言葉のやり取りを楽しめる

よう取り組んでいる。 

②絵本の読み聞かせや伝承遊びなどを生活の中に取り入れ、言葉のやり取りの楽しさを伝えている。 

③生活の中で心地よい言葉がけや親しみを持った挨拶を行っている。 

《第三者評価での確認点》 

●言葉のやりとりを楽しめる環境作りでは、いろいろな玩具、材料を用意し、園では、保育室に各年齢に合

ったコーナーを設け、コーナー遊びやごっこ遊びを通して楽しみながら言葉に対する感覚や、言葉で表現す

る力を養い、言葉のやりとりを楽しめる環境作りをしています。また、コーナーの充実を図り、異なるコーナ

ーとの関わりの展開も進めています。 

●保育の中で、絵本の読み聞かせや伝承遊びを取り入れ、日本の美しい言葉を伝え、わらべ遊びや早口遊

びを楽しみ、言葉に親しみ、豊かな言葉の楽しさを感じられるように取り組んでいます。また、絵本コー
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ナーの充実を図り、いつでも絵本に触れられるようにし、地域の絵本の読み聞かせボランティア「まつぼ

っくりの会」の協力を得、集中して楽しく聞く機会を提供しています。 

●園では、保育士が手本となり、心地よい言葉がけや、親しみを持った挨拶を行うようにし、朝・夕の挨拶、

散歩時に行き交う人、園の前の畑の方への挨拶等、生活習慣の言葉として日常生活の中で行い、保育士、

子どもは元気に挨拶を交わし、人との関わりの基本を実践して伝えています。 

 

 

５ 

生活や遊びなどを通して、話すこと・聞くことが楽しめることや言葉の感覚が豊かになること、自分の

伝えたいことが相手に伝わる喜びを味わうことができるようにするためにどのような取り組みをして

いますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①子どもの思いや言葉を受け止め共感する中で、自分の要求や思いを相手に伝える大切さを知らせている。 

②生活の中でのやり取りや遊びを通して、相手に伝わる喜びを感じられるようにしている。 

③絵本や紙芝居の読み聞かせを通し、聞く力を身につけ、楽しみながらイメージを広げられるようにして

いる。 

《第三者評価での確認点》 

●子どもが自分の気持ちを上手く言葉で伝えられない時など、保育士は子どもの思いや言葉を受け止め、共

感し、言葉の代弁をする等、気付きの援助をしながら相手に自分の要求や思いを伝える大切さを知らせて

います。 

●子ども同士の遊びややり取り、保育士とのやり取りから、感じたことや考えたことを個々の言葉で表現し、

他者に受け止められる体験を味わって、表現する喜びを感じられるようにしています。また、自分の思いが相

手に伝わることで、充実感等を得、子ども自身が安定した気持ちで生活や遊びを楽しむように援助しています。 

●絵本や紙芝居の読み聞かせを通して、話を楽しみ、聞く力を身につけ、様々な言葉に触れ、イメージを

膨らませて豊かな言葉を導き、楽しみながら言葉に対する感覚や豊かな感情が育つようにしています。例え

ば、聞いた読み聞かせの絵本等の話を基に、思い描く絵を描く機会を設け、想像力や表現力につなげてい

ます。 

 

６ 生活や遊びなどを通して、楽しんで表現することができるようにすることや表現したい気持ちを育むた

めにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①音楽に合わせて体を動かしたり、歌をうたう活動を取り入れている。 

②年齢に合わせた製作を考え、色々な素材を用意し、創作意欲がわくような環境を作っている。 

③保育の中にリズムあそびを取り入れ、体を使って表現すること楽しめるようにしている。 

《第三者評価での確認点》 

●園では、毎夕、歌をうたう目標を掲げ、音楽に合わせて自由に体を動かしたり、リズム遊びや、歌に合わ

せてうたう活動等を取り入れ、楽しみながら表現できるように取り組んでいます。表現したい気持ちを大

切にし、クラス別では運動会の後に両足飛びや、スキップができるようになり、子ども達は喜び楽しんで

います。 
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●発達や年齢に応じて、いろいろな素材や用具を用意し、創作への意欲につながる環境を整え、製作に取り

組んでいます。今年は子ども達の発想で、折り紙で製作する動物園に取り組み、段ボールで動物園を作り、

折り紙で動物を創作しました。作品は玄関に飾り、子どもや保護者が見られるようにし、喜びを味わえる

ようにしています。「ラＱ」で創作した作品も飾り、次につながるように表現・意欲を大切にしています。 

●ケガの予防を視野に入れて、体作りに取り組む一環として、保育の中にリズムあそびの活動を取り入れ、

自由に体全体で楽しみながら表現しています。 

 

７ 生活や遊びなどを通して、自発的に表現する意欲を育むことやみんなで一緒に表現する喜びを味わえる

ようにすること、創造的に表現することができるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①遊びの中で自ら好きな遊びを見つけ、友だちや保育士とイメージを共有し、楽しめるような環境作りを

している。 

②運動会、おたのしみ会などの行事を通し、みんなで協力しやり遂げる達成感を感じたり、一人一人が表

現する意欲を育んでいる。 

③子どもが自分で考え、イメージが膨らむような遊びを提供し、みんなで作ることの楽しさを味わえるよ 

うにしている。 

《第三者評価での確認点》 

●オープン保育の中で子ども達は個々に好きな遊びを見つけ、友だちや保育士とイメージを共有して遊び

を展開する等、子どもが楽しめる環境作りをし、自主性、創造性を育んでいます。オープン保育では、電

車ごっこをする子どもや、砂場では穴を掘って何かをイメージしながら創造し、メガネを作っている子ど

もは色を塗って個性的なメガネを仕上げたり、変身ベルトを作る等、製作に集中したり、自由に楽しく遊

んでいます。 

●園行事（運動会、おたのしみ会等）を通して、友だちや保育士と協力し合い、手伝い、一緒に表現する

ことの楽しさや、やり遂げる達成感、意欲を育んでいます。 

●遊びを通して、子ども自身で考えることや、創造力を育み、また、みんなで協力して製作を作り上げる等、

楽しさを味わえるよう保育環境を整えています。 

 

８ 生活や遊びなどを通して、聞く・見るなど感覚の働きを豊かにすることや身体を動かす楽しさを味わう

こと、身近なものに対する興味や関心を引き出すためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①日々の保育の中で絵本や紙芝居、視覚的教材を使い、豊かなイメージが育つようにしている。 

②体操、遊戯、リズムあそびなど興味発達に見合った活動を行い、身体を動かす楽しさを味わえるようにして 

いる。            

③のりやハサミ、折り紙、廃材などを用意し、年齢に応じ自由に表現できるように環境作りをしている。 

《第三者評価での確認点》 

●絵本や、紙芝居、視覚教材等を活用し、想像力を育み、「聞く」、「見る」感覚を養い、豊かな言葉に楽しく親

しんでいます。絵本は午睡前に読み聞かせ、乳児クラスではパネルシアターを活用し、イメージを膨らませる

ことにより、立体的想像につなげ、豊かな感性を育んでいます。 
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●各年齢の興味や発達に応じた体操、遊戯、リズムあそび等の活動を行い、楽しく体を動かしています。また、

スベリ台、平均台などを備え、異年齢で取り組めるよう進めています。 

●年齢に応じて自由に表現できるよう、糊やハサミ、折り紙、廃材等の教材を用意して環境を整えています。「ス

イミー」の絵本を好み、作って遊びたいという子どもたちの意見を吸い上げ、保育士と共に相談し合い、作品

から話を広げて上映会を開催し、お楽しみ会でも披露する等、子どもの叙情が育まれています。 

 

９ 生活や遊びなどを通して、身近な様々なものに対する探索意欲を満足させることや社会や自然の事象や、

動植物への興味や関心をもてるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①プランターや畑で植物の栽培を通し自然に興味、関心が持てるようにしている。また身近な生き物を飼 

育観察し、命の大切さや思いやり、優しさを育んでいる。     

②色水あそび、泥んこ遊び、プール遊び、氷遊びなど季節を感じられる遊びを取り入れている。 

③交通安全教室・散歩や園外保育を通して、交通ルールや公共のマナーを知り、興味、関心が持てるよう

にする。 

《第三者評価での確認点》 

●園では、近隣の畑（一角）や園庭のプランターで季節の野菜や花を栽培・収穫し、自然に興味、関心が持

てるようにしています。年齢に応じて園の前の畑では土に触れ、野菜を育て、プランターではゴーヤのグ

リーンカーテンを育てています。身近な生き物では、カブト虫、メダカ、ザリガニを飼育し、観察を行い、

生き物の世話等を通して命の大切さや思いやり、やさしさを育んでいます。野外ではカマキリ、ダンゴ虫

等と触れ、自然の生き物に興味・関心が持てるようにしています。   

●季節に応じて、色水あそび、泥んこ遊び、プール遊び、氷遊び、ヨーヨー等の遊びを取り入れ、季節を味

わう機会を提供しています。また、園周辺の落ち葉を見つけ、園に持ち帰って作品を作る等、自然、季節

を感じられる活動を取り入れています。 

●交通安全教室の実施や、散歩や園外保育を通して、交通ルールや公共のマナーを伝え、社会に対する興

味や関心を持てるようにしています。5 歳児では、交流をしている近隣の特別養護老人ホームへ向かう際

は交通安全教室での学びを実践するようにしています。 

 

10 自分から食べようとする意欲を育んだり、排泄をしようとする意欲を育むためにどのような取り組みを

していますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①収穫した野菜を使ってクッキングを行ったり、給食の手伝いを通して楽しんで食べる喜びを味わえるよ

うにしている。                  

②食育ボードをランチルームに設置したり、季節の野菜を表示することで子どもが食材に興味が持てるよ

うにしている。               

③排泄は一人一人のペースを把握し、その子のリズムに合わせた声かけを行ない、成功した時は誉めたり、 

喜びを共感し、意欲を高めるようにしている。 

《第三者評価での確認点》 
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●園では食育に力を入れ、畑やプランターで収穫した野菜を使ってクッキングを行い、給食の手伝いを通し

て食に対する関心を高め、食べる喜び・意欲につなげています。調理体験では、収穫した野菜をサラダに

したり、ピーマンをピザトーストにする等、楽しみながら作り、年齢に応じて調理の皮むき等を手伝う体

験を行う等、食への興味・関心につなげています。 

●ランチルームに「食育ボード」を設置して季節の野菜などを表示し、子どもが食材に興味が持てるよう

に工夫しています。年長児の当番が食育ボードに掲示したり、絵本で説明することにより、食への興味・

関心を持つきっかけとし、親しみながら「食べる」ことにつなげています。 

●トイレットトレーニングについては、保護者と連携しながら進め、個々の排泄リズムを把握し、声をか

けて促しています。保育士は、排泄ができた際は十分に褒め、喜びを共感し、意欲を高めるようにしてい

ます。 

 

11 身の回りのことを自分でしようとする意欲を育むことや基本的な生活習慣を身につけること、食事や休

息の大切さを理解することができるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

①絵本、紙芝居等の保育教材を通して食事の大切さや生活習慣を身につけることの大切さを伝えている。                  

②一人一人の発達に合わせ、身のまわりの事を自分で取り組む事ができるよう援助したり、時には個別に

関わるようにしている。 

③活動や年齢に合わせた休息が取れるように配慮し、静と動のバランスを取っている。 

《第三者評価での確認点》 

●園では、絵本、紙芝居等の保育教材を通して、食事の大切さや生活習慣を身につけることの大切さを伝

えています。また、生活習慣については手洗いやうがい、歯磨きの仕方を、視覚教材を活用し、子どもが

興味を持ちながら理解できるよう指導しています。 

●身の回りのことを子ども自身でしようとする意欲を大切にしながら、個々の成長、発達に合わせて援助

し、場合に応じて具体的な方法を伝えるなど、個別に関わるようにしています。 

●生活リズムなど健康な生活について、静と動のバランスを図り、活動や年齢に合わせた休息が取れるよ

うに配慮しています。子どもには、健康な生活に必要なことを紙芝居や実際の指導を行いながら、体のリ

ズムの大切さを知らせ、心身共に健康に配慮しています。 
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大項目 3 保育園の特徴 

・事業所から自己申告された内容について事実確認を行った結果です 

・「事業所による取り組みのアピール」については事業所が記載した原文のまま公表しています 

 

１ 

  

子どもの豊かな心と身体をはぐくむための特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

①近隣の方々の協力のもと、豊かな自然の中での作物作りを行い、植物に触れ、収穫する。                  

②日本伝承の歌、季節の歌の音色に触れたり、うたう機会を持っている。                   

③行事に取り組む中で協力して作りあげていくことの達成感を味わえるようにしている。 

《第三者評価での確認点》 

●園は豊かな自然環境に恵まれ、近隣の協力を得て作物作りの機会を設け、子ども達は土に触れ、植物の成

長を身近に学び、収穫をする活動を実施しています。また、園の前の畑の一画を借用し、持ち主に作物を

見せてもらったり、作物についての話を聞いたりしながら、土を耕し、生き物に触れ、作物を栽培し、自分

たちで育てた作物を収穫し、作物を育てる様々な経験をすることにより、「食の大切さ」「生きる力」を育んで

います。 

●子どもの豊かな心を育むよう、園では日本伝承の歌や、季節の歌の音色に触れ、積極的にうたう機会を

保育に取り入れています。季節に応じて保育士の投げかけにより、3歳～5歳の子ども達は連想から歌につ

なげて季節の歌を大きな声で歌っています。 

●園の行事は、保育の充実を目標にして取り組み、子ども達が友達、保育士と協力して一つの「作品」を

作り上げてく経緯を大切にし、発表や披露することにより達成感を味わえるようにしています。 

 

２ 

 

保育環境に特別な配慮を必要とする子どもの保育（長時間保育、障害児保育、乳児保育、外国籍園児）

に関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

①乳児保育においては、年齢発達に合わせた環境を作り、それぞれの生活リズムが確保できるようにして

いる。                 

②あたたかく、ゆったりした環境での延長保育、土曜保育が行なえるよう見守りながら、異年齢の触れ合

いができるようにしている。    

③一人一人の特徴を生かし、配慮の必要な子への遊びの提供を行っている。 

《第三者評価での確認点》 

●乳児保育では年齢・発達に応じた保育環境を整え、一人ひとりの生活リズムを大切にした保育を実施し

ています。また、生活リズムを整える為に昼寝の時間を調整する等、家庭と連携をとっています。0 歳児

の保育室は、事務室の隣に設定して保護者と一緒に取り組めるように工夫しています。授乳時は、保育士

は抱っこして、優しく目を見て授乳しています。1 歳児は、小麦粉粘土を使用して、自由に作ったり感触

を楽しみながら活動を行い、自由に玩具で遊び、遊びを通して遊びたい玩具の順番を待つことを覚えてい

ます。保育士は、個々の「今」の欲求に応えるようにし、穏やかに過ごせるように配慮しています。 
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●延長保育、土曜保育は合同保育を行い、乳児、幼児の関わりを大切にし、温かく、ゆったり落ち着いた

雰囲気作りの中で保育士は子ども達の健康に配慮しながら見守っています。土曜日保育は、土曜日ならで

はの伸び伸びとした異年齢の良い関係ができています。  

●特別な配慮を要する子どもについては、個別カリキュラムを立て、職員会議等で発達の様子や関わり方

を職員間で共有し、適切な関わりが持てるよう保育にあたっています。園では、一人ひとりの個性、特徴

を生かした遊びを提供し、また、他の子ども達と一緒に遊べるよう配慮しています。 

 

３ 

 

健康管理に特別な配慮を必要とする子どもの保育（アレルギー疾患をもつ園児、乳児保育、病後時保育

など）に関しての特徴的な取り組み（アレルギー食対応、個別食、離乳食など）について説明してくだ

さい 

《事業所による取り組みのアピール》 

①アレルギーを持つ子に対しては、半期に１回面談を行ない、医師による診断書やチェック表を用いて確

認を行っていると共に日々の提供については指示書と食札を用いて給食室とのチェックを行っている。                   

②体調不良の時には、保護者との連絡をとりながら、水分補給を行ない、ゆっくり過ごせるようにしてい

る。                   

③離乳食に関しては、家庭からの状況を常に把握し、給食室との連携を取りながら、子どもに合った形態

のものを提供している。 

《第三者評価での確認点》 

●アレルギー疾患を持つ子どもに関して、年 2 回、保護者と面談を実施し、医師の診断書及びチェック表に

て確認を行い、職員間で十分連携を図っています。配食については、指示書と食札を用いて誤配のないよ

うに留意し、保育士と給食室で数段階の確認を厳重に行っています。アナフィラキシーを持つ子どもに対

しては、クラス別に人数に応じて食札の色を分けて誤食のないようにし、安全の為に別テーブルで食事を

摂るように徹底しています。 

●体調不良児への配慮については、保護者と連絡を取りながら、職員間で情報共有を図り、水分補給や、

ゆっくり過ごせるよう園での過ごし方に留意して個別に対応しています。職員は、保護者に子どもの状況

を詳細に伝えるよう心がけています。 

●離乳食に関しては、家庭と連携を密に図り、状況を常に把握し、給食室と連携の基、一人ひとりの様子

に応じて個別に対応しています。また、事前に離乳食献立表を配布し、献立表に沿って家庭で摂った食材

を確認し、家庭で試して問題がなかった食品を提供するように配慮しています。 

 

４ 食に関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

 

《事業所による取り組みのアピール》 

①食物を調理して食べる経験（クッキング）を通して食への興味を広げている。 

②子どもや保護者に向けての食への掲示を行っている。また、ランチルームにて直接子どもの前で、子ど

もの食べられる量に合わせて配膳している。 

③給食室を交えての給食会議を持ち、子どもが自ら選んだり、実践できる食環境作りをしている。 

《第三者評価での確認点》 
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●食への興味・関心につなげる取り組みとして、園では、年４回以上の食物を調理して食べる経験（クッキ

ング）を実施し、食への興味につなげています。昨年度は 6 回実施し、小麦粉を使った調理はうどんやピ

ザも作れることを伝え、食に対する関心を広げています。 

●子どもや保護者に向けて、「食」に関する掲示を行って関心につなげ、給食室の前にレシピを設置し、保

護者に自由に持って帰ってもらえるように工夫しています。給食では、ランチルームで直接、一人ひとり

が食べられる量に合わせて子どもの前で配膳し、完食できるように配慮しています。 

●食育について、給食室の職員を交えて食育に関する給食会議を設定し、会議では子どもが自ら選んだり、

実践できるよう食育への環境整備について話し合っています。相模原市大沢保育園では、献立（一部）を

子どもが選ぶことができる「セレクトメニュー」の日を設け、楽しみながら食べる意欲につなげています。 

 

５ 

 

家庭とのコミュニケーションに関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

①誕生会や行事等の際には、子どもの様子の写真を掲示し、保護者に知らせている。 

②ホワイトボード・すくすくカード・連絡帳などを通して日々の様子を伝える機会を持つと共に、口頭で

はその日の様子やエピソードを細かく伝えている。 

③懇談会、公開保育及び保育参観を開催して各年齢の発達や子ども同士の関わりなど、予想される成長の

部分を伝え、保育への理解を深めてもらうようにしている。 

《第三者評価での確認点》 

●誕生会や行事の際には、子どもの様子を写真で掲示し、保護者に知らせています。保護者から、楽しく

過ごしている園での様子が分かって嬉しいとのコメントもあります。写真は「大沢ひろば」にも掲載し、

好評を得ています。離乳食の様子なども写真で掲載して保護者に知らせています。 

●保護者とのコミュニケーションでは、0歳～1歳児までは連絡帳で子どもの様子を伝え、それ以上の年齢の児

については、ホワイトボードやすくすくカードを活用して、日々の様子を伝えています。また、送迎時に

口頭で伝え、その日の様子やエピソードを細かく伝えるように心がけ、保護者と情報交換を行っています。 

●各クラスの懇談会や、公開保育及び保育参観を開催し、各年齢の発達や子ども同士の関わり等の理解を

深めてもらえる機会を設け、予想される成長の部分などを伝え、子どもの成長の喜びを共有しています。

保護者は保育への関心が高く、懇談会の参加率も良好です。個人面談では一人ひとりの子どもの状況を確

認し合い、情報交換を行っています。 
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６ 

 

地域の子育て支援に関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

①園庭開放・園行事への参加や園での保育体験などで園児と地域の親子との交流を図り、育児相談も行っ

ている。 

②近隣の保育園や民間の保育園との合同事業や園独自で公民館において毎月事業を行っている。（公立４園

合同地域事業～りんごのほっぺ、おれんじきっず、親と子のふれあい広場・民間園共催地域事業～いっ

しょにあそぼう・こどもセンター主催～みんなであそぼう、キッズタイム・園独自の事業～プチトマト） 

③保健師との事業では地域親子を支援し、親子遊びの提供を行っている。また、地域コミュニティグルー

プの相談・援助を行っている。 

《第三者評価での確認点》 

●子育て支援活動として、地域の子育て親子に園庭開放（月～土の 9：00～17：00）を行い、園行事での七

夕、豆まき、雛祭りなどへの招待や、保育体験などを実施しています。園児と地域の親子との交流に力を

入れ、育児相談を行い、地域に参加を呼び掛けています。 

●公式の子育て支援事業としては、地域の親子を対象に、近隣の公立保育園と「りんごのぽっぺ」、「おれ

んじきっず」、「親と子のふれあい広場」を企画・開催し、民間保育園との共催地域事業では、「いっしょに

あそぼう」を実施しています。また、保育士を派遣し、出張保育として、こどもセンター主催で「みんな

であそぼう」、「キッズタイム」を行い、園独自で毎月、大沢公民館にて「プチトマト」を開催する等、地

域の子育て支援に尽力しています。 

●地域子育て支援活動では、園全体で協力体制を構築し、事業の実施に当たっています。保健師との共催事業

では「親子遊び」の提供を行っています。また、子育てサークル運営を支援し、「コミュニティ保育グループ」

をはじめとして、地域で活動している子育てサークルを応援し、相談・援助を行っています。 
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保育園保護者アンケート調査結果 

（小数点以下第 2を四捨五入） 

【調査結果の詳細】 

 

1 あなたは園の保育方針や保育の

内容や方法について知っていま

すか 

知っている 知らない 無回答 

83.0％ 17.0％ 0.0％ 

2 送迎時の保育士との話や連絡帳

により、園でのお子さんの様子

がわかりますか 

よくわかる まぁまぁ 

わかる 

あまり 

わからない 

わからない 無回答 

37.0％ 52.0％ 9.0％ 2.0％ 0.0％ 

3 お子さんが園内でけがをした場

合や在園中に具合が悪くなった

場合は、その状況について十分

な説明がありますか 

詳しい 

説明がある 

簡単な 

説明がある 

あまり 

説明がない 

説明が 

不足である 

無回答 

76.0％ 18.0％ 1.0％ 1.0％ 4.0％ 

4 お子さんの個別の事情（アレル

ギーや家庭の事情など）への対

応や援助内容についてあなたの

意向や希望を園に相談しやすい

ですか 

相談しやすい やや 

相談しにくい 

相談しにくい 無回答 

65.0％ 10.0％ 2.0％ 23.0％ 

5 お子さんの保育内容に関するあ

なたの疑問や要望に対して、園

からは速やかな回答など、丁寧

な対応がされていますか 

十分である やや十分である 不十分である 無回答 

72.0％ 10.0％ 0.0％ 18.0％ 

6 懇談会や個別面接などにより、

園との十分な意見交換ができて

いますか 

十分である やや十分である 不十分である 無回答 

83.0％ 8.0％ 2.0％ 7.0％ 

7 インフルエンザなどの感染症の

流行に関して園から十分な情報

提供がありますか 

十分である やや十分である 不十分である 無回答 

83.0％ 11.0％ 2.0％ 4.0％ 

8 園舎内や園庭(砂場など)、遊具

の管理にあたっては常に清潔面

や安全面に配慮されていると感

じられますか 

感じられる 少し 

心配がある 

心配がある 無回答 

71.0％ 25.0％ 1.0％ 3.0％ 
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9 防犯対策(不審者侵入防止な

ど)は安心が感じられますか 

感じられる 少し 

心配がある 

心配がある 無回答 

56.0％ 38.0％ 3.0％ 3.0％ 

10 緊急時（事故、災害時など）の

連絡体制は安心が感じられます

か 

感じられる 少し 

心配がある 

心配がある 無回答 

81.0％ 16.0％ 0.0％ 3.0％ 

11 保育内容については、いかがで

しょうか 

満足 

している 

まぁまぁ満足 

している 

やや不満 

である 

不満足である 無回答 

56.0％ 34.0％ 6.0％ 1.0％ 3.0％ 

12 子どもに対する職員の対応や態

度については、いかがでしょう

か 

満足 

している 

まぁまぁ満足 

している 

やや不満 

である 

不満足である 無回答 

61.0％ 31.0％ 2.0％ 2.0％ 4.0％ 

13 保護者に対する職員の対応や態

度については、いかがでしょう

か 

満足 

している 

まぁまぁ満足 

している 

やや不満 

である 

不満足である 無回答 

56.0％ 36.0％ 4.0％ 1.0％ 3.0％ 

14 お子さんは保育園で楽しく過ご

すことができているようですか 

できていると思う できていない 

と思う 

わからない 無回答 

90.0％ 1.0％ 6.0％ 3.0％ 
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【各設問の満足度の割合】 
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1 あなたは園の保育方針や

保育の内容や方法について

知っていますか 
2 送迎時の保育士との話や

連絡帳により、園でのお子

さんの様子がわかりますか 3 お子さんが園内でけがを

した場合や在園中に具合が

悪くなった場合は、その状

況について十分な説明が… 

4 お子さんの個別の事情(ア

レルギーや家庭の事情な

ど)への対応や援助内容に

ついて、あなたの意向や… 

5 お子さんの保育内容に関

するあなたの疑問や要望に

対して、園からは速やかな

回答など、丁寧な対応か… 

6 懇談会や個別面接などに

より、園との十分な意見交

換ができていますか 7 インフルエンザなどの感

染症の流行に関して園から

十分な情報提供かあります

か 8 園舎内や園庭（砂場な

ど)、遊具の管理にあたっ

ては常に清潔面や安全面に

配慮されていると感じら… 

9 防犯対策(不審者侵入防止

など）は安心が感じられま

すか 

10 緊急時(事故、災害時な

ど)の連絡体制は安心が感

じられますか 

11 保育内容については、

いかかでしょうか 

12 子どもに対する職員の

対応や態度については、い

かがでしょうか 

13 保護者に対する職員の

対応や態度については、い

かがでしょうか 

14 お子さんは保育園で楽

しく過ごすことができてい

るようですか 


