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基本情報 

 

施設名 エンゼルハウス保育園 

経営主体 株式会社 ハグ 

設立年月日 平成 27 年 4 月 1 日  

所在地 相模原市緑区橋本 2-6-26 

電話番号 042-700-4150 

評価年度 令和 1 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

評価方法 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 31 年 2 月 1 日～ 

令和１年 5 月 31 日 

 

全職員により、大項目に基づき確認を行いました。 

 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

令和１年 6 月 25 日 

 

評価調査者 2 名が 1 日間を通し、保育園内の視察、保育内容、園児

の観察を行い、園長、職員との面接、ヒアリングおよび書類確認を

行いました。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 31 年 4 月 26 日～ 

令和１年 5 月 28 日 

 

アンケート用紙を世帯数分配布し、各家庭で投函用封筒に入れ投函

箱に直接投函してもらう。 
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令和1年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪総括≫ 

対象事業所名 エンゼルハウス保育園 

対象サービス 保育所 

評価項目 神奈川県社会福祉協議会版 

 

≪総合評価≫ 

 

【エンゼルハウス保育園の立地・概要】 

●エンゼルハウス保育園は、JR横浜線・相模線、京王電鉄相模原線の橋本駅から北西に徒歩5分程度のJR

横浜線沿いに位置しています。エンゼルハウス保育園が所在する相模原市は、神奈川県下3つ目の政令指定

都市であり、東京のベッドタウンとして急激に人口（70万人強）が増加している地域です。県立相原高校

が相模原市の職業訓練施設跡に移転し、樹林地を保存した環境保全、教育活動、地域活動を展開し、未来

の担う育成に力を入れ、また、JA神奈川県厚生連相模原協同病院も緑区橋本台に移転し、2020年には新病

院として相模原地域の中核病院とした医療拠点として貢献を図り、さらに、リニア新幹線開業に向けて橋

本付近に新駅建設を中心とする再開発が進行中である等、益々明るい発展が見込まれる地域です。 

●エンゼルハウス保育園は、平成15年から認定保育室として歴史を重ね、培った実績を生かして平成27年

度に相模原市から認可保育園として認可を受け、基盤のある保育を運営しています。園舎は2階建ての保育

園専用園舎であり、外壁はベージュとブラウンの落ち着いた色合いで、玄関を入るとビタミンカラーの空

間が広がり、職員の笑顔と共に明るい雰囲気が溢れている保育園です。園は、０歳～５歳児まで定員60名

を受け入れていますが今年度、エンゼルハウス保育園の近隣に分園を設立し、定員を19名増員して5月から

活動を開始しています。分園の建物は相模原協同病院運営の病児保育を行っていた2階建ての建物であり、

1階を保育室とし、2階は学童保育（エンゼルキッズ）を運営し、広々としたスペースに今後さらに保育関

連事業の展開が期待されます。 

【エンゼルハウス保育園の保育方針】 

●エンゼルハウス保育園では、方針の根幹に、誰もが「明るく楽しい保育園」と思える保育園作り、風土

作りを大切に考え、園全体で一丸となって取り組んでいます。基盤となる保育園の「風土」を大事に捉え、

基本方針、保育方針、保育目標につなげ、子どもの心に響く保育を目指しています。実践のバイブルとし

て、園の規則とする 17 項目の「職務基準」を作成し、職務基準の第 1 項に「子どもの命を預かる仕事」を

掲げ、常に子どものことを考え、子どもと向き合い、子どもを中心に職員同士で助け合い、励まし合い、

気付きを覚え、職員間のコミュニケーションを大切にして取り組むことを方針の集大成として集約され、

全職員の姿勢の根幹としています。理事長、園長は職員を全力でサポートし、「明るく楽しい風土」の中で

子ども中心の保育園作りを実現しています。 
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≪優れている点≫ 

 

１．【地域との交流】 

●エンゼルハウス保育園では、地域との交流が自然に培われています。認定保育園時代からの積み重ねた

信頼もあり、認可保育園への改組時には地元の香福寺住職に園舎の用地の協力をいただき、近隣４保育園

とは小学校の就学に向けて交流保育を実施し、小規模保育園との交流、３歳児枠の受け入れ等、さらに、

相模原市農協営農センターに芋ほり体験の協力をもらい、「大沢男性ボランティアの会」（大沢地区の高齢

の男性のボランティアサークル）の活用等、積極的に地域との交流に取り組んでいます。特に、「大沢男性

ボランティアの会」の活用では、主にお正月の遊び（独楽回し、竹とんぼ、竹馬等）を教えてもらったり、

石臼を持ち込んで餅つき大会を盛大に行ってくれる等、地域のバックアップが得られることもエンゼルハ

ウス保育園の強みです。 

 

２．【地域に開かれた子育て支援】 

●エンゼルハウス保育園では、子育て支援事業を積極的に展開しています。保育園の行事である夏祭り等

の恒例イベントや、独自に企画・実施する音楽コンサート、観劇会（劇団クレヨン）等への招待を地域の

子育て親子に提供しています。また、各月のお誕生日会時には近所の子ども（希望者）も招待して一緒に

お祝いをしています。保育園の事業としては、一時保育（登録者は 40 名程度で 1 日に平均 3 人位の利用）、

特定保育枠の設定（月 64 時間以下の就労、週２～３日、１日４時間未満等）、絵本の貸し出し、施設解放、

子育て相談を実施し、子育て支援に尽力しています。相模原市主催の保育ウィークには積極的に協力し、

地域の子育て親子に情報を提供しています。地域に根付いたエンゼルハウス保育園ならではの活動を地域

の子育て支援に寄与しています。 

 

３．【エンゼルハウス保育園の作品発表会】 

●昨年、作品発表会の取り組みの改善を図り、子どもの望んだ作品発表会であるのかを見直し、子どもの

意欲・主体性に任せて実施を試みました。しかし、従来の保護者を意識した作品の発表、保育士も手伝い

ながら立派な作品作り、たくさんの仕上げによる見栄えの良い作品発表会としては至らず、そこで、子ど

もたちの作品作りの過程を写真に収め、作品と共に「子どもの取り組む姿」を発表しました。過程では、

熱心に設計図面を描いて制作を始める子ども、図面を描かずに作品に取り組む発想豊かな子ども、人の図

面を見て面白そうと一緒に参加する子ども等、様々な子どもの取り組む様子が写真入りで発表され、保護

者に好評を得、職員の自信にもつながりました。子どもを中心とした取り組みにおける気づき、新たな試

み、職員の努力により、子ども、職員、保護者も１歩前に進み、新たな子どもの発見につながり、何より

方針の軸に則した取り組みとしています。 
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≪さらなる期待がされる点≫ 

 

１．【中・長期計画策定の必要性】ああああああああああああああああああああ                    

●エンゼルハウス保育園は、昨年度「分園」を立ち上げ、大きな前進を図りました。非常に広いスペース

であり、1階には０歳児（ひよこ組）、１歳児（りす組）の園舎として活用し、2階は40人未満の学童保育を

行っています。今年はこの体制でスタートしますが、今後、職員も一緒に中・長期の計画を考えて展開を

図っていくのも１つの方法であり、職員が経営に意識を持ち、運営に参加する相乗効果も期待できます。

活用として例えば、学童保育の子どもが学校に行っている時間の活用法や、地域のサークル、子育てサー

クルへの貸し出し、研修事業や余暇事業（フラダンス教室、ベビーマッサージ教室等）、地域のボランティ

アの方に声をかけて利用してもらうのも良いでしょう、アイディアは多く広がりそうです。今後の発展を

期待しています。 
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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】 内容の概要 

 

１．人権の尊重 

●人権の尊重について、入職時に「保育をするにあたって」、「職務基準」を配付し、「職務基準」は事務所

内に掲示して常に確認できるようにしています。子ども・保護者との接し方については、「キャリアパスの

取り組みについて」を配付し、職員会議や園内研修等で読み合わせを行い、共通認識を図っています。子

どもの呼び方に関しては原則、「くん、ちゃん」付けで呼び、なるべく家庭での呼び方に合わせるようにし

ています。日常保育の中で気になる対応の場面があれば、先輩職員からその場で注意を促し、改善に努め

ています。保護者との連携、情報伝達に関しては、職員間の連携・体制を構築し、職員会議、リーダー会

議、週 1 回のフロア会議の議事録の共有化を図り、詳細を各クラスで確認する等、一連の流れ、情報伝達

の漏れのないよう徹底を図っています。 

●性差、国籍等による差別禁止については、「保育をするにあたって」内の「保育観」の項目、「職務基準」

の読み合わせの機会を持ち、全職員で共通認識を図っています。「保育をするにあたって」を基に、外国籍

に係わる保護者・子ども、性差に関して理解を深め、差別等がないよう常に心がけて保育に当たり、誰に

対しても適切に対応しています。保護者・子どもに対しては、担任以外の職員もコミュニケーションを図

り、日々様子に留意し、配慮しています。 

●子どもの虐待予防や早期発見に関しては、「保育をするにあたって」に明文化し、職員は相模原市主催の

研修に積極的に参加して研鑽を図り、情報を日々の支援に役立てています。早期発見については、予防、

早期発見を重要とし、特に、気になる保護者には園長、主任、担任が声掛けを行い、話しができる雰囲気

作りをし、ストレスが発散できるよう配慮しています。 

 

２．プライバシーの確保 

 

●個人情報については、保育士会の倫理規定に沿い、職員は遵守しています。個人情報保護、プライバシ

ーに関する取り扱いについては、「保育をするにあたって」、「職務基準」を基に読み合わせを行い、職員へ

周知徹底をしています。また、労働契約時に誓約書を交わし、会議等で事例を基に理解を深め、園内の情

報漏洩に十分留意するように職員一人ひとりが気を付けています。子どもの写真等の肖像権等については、

入園時に保護者に同意書を得ると共に、園の他の子どもが入った写真や動画等を SNS や LINE で拡散しな

いよう促しています。施設の情報、個人情報に関する書類は、施錠できる書庫に保管しています。 
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●見学・実習・ボランティアの受け入れに関しては、各要綱を作成し、事務所に保管しています。実習に

際しては「保育実習受入れ要綱」を事前にオリエンテーションにて説明し、理解を促しています。また、

プライバシー保護、守秘義務に関しては実習依頼校から事前に誓約書を受け取った上、実習を受け入れて

います。園見学者については、見学者ノートを設け、見学者ノートに記載された注意事項を示し、写真撮

影や録音等は禁ずるよう伝えています。見学者、実習生の受け入れの際は、目的を果たせるよう援助し、

子どもと同様に気持ち良く過ごしてもらい、不適切な対応がないよう職員会議等で共通認識を図っていま

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・方法は、「入園のしおり」に詳細に記載しています。家庭との情報交換

は、連絡帳で連携を密にし、園だより、献立表、年間予定表を配付して園の情報を伝えています。また、

ホームページのブログ、毎月クラスだよりを発行し、園の情報、子どもの様子を伝えています。 

●意見や苦情に関しては、「入園のしおり」及び「苦情に関する書類」に示し、保護者へ配付して玄関にも

掲示しています。意見を聞く機会として、クラス懇談会、個別面談、行事後アンケート、年度末にアンケ

ートを実施し、意見箱を設置して希望や意向の把握に努めています。改善すべき点は改善を図り、保護者

との信頼関係の構築に努めています。 

●保護者から意見や要望を受けた際は、面談記録に記録し、意見等の受け付け～処理経過～対応結果の一

連の流れの記録体制を整備し、保育の実践に生かしています。 

 

４．苦情解決システム 

 

●苦情解決システムは、「入園のしおり」及び「苦情に関する書類」に記載し、苦情受付担当者は各クラス

の担任と副園長とし、苦情解決責任者は園長を定め、苦情受付体制を整えています。 

●苦情に関する受け付けから解決までの経過記録については、苦情申出書、意見・要望等の受付書、意見・

要望等の相談解決結果報告書、改善結果（状況）報告書等を整備し、受付から解決までの経過の記録につ

いては、面談記録に一括して記録し、施錠できる書庫に保管しています。 

●第三者委員は近隣の保育園園長 2 名に依頼し、氏名・連絡先を事務所内に掲示しています。現状、苦情

等による報告内容はありませんが、地域の園長会議で交流を図り、常に連携が取れる体制にあります。 

●苦情等を受けた場合は、理事会に報告し、苦情解決の仕組みの体制を整えています。 

 

５．環境整備 

 

●室内環境管理については、温度・湿度について感染症マニュアルに明示し、季節に適合した快適温湿度

（夏季 26～28 度℃、冬季 20～23 度℃、湿度約 60％）を設定し、各クラスに設置した温湿度計で管理を行

っています。室内換気についてはエアコンの換気と併せて自然換気も実施しています。 
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●危機管理では、危険物については「感染症マニュアル」、「危機管理マニュアル」に明示し、日常的に安

全点検チェック表を活用して管理しています。また、危険な事象、未然については事故報告書またはヒヤ

リハット報告書に記入し、原因の究明と再発防止を話し合い、常に管理体制の確立を追求しています。 

●玩具、布団、砂場等の除菌･消毒については、「感染症マニュアル」内に「ハセッパー水の使い方」を示

し、マニュアルに沿って洗浄・消毒・清掃を実施しています。玩具類はスプレーして清拭し（ぬいぐるみ

はスプレーのみ）、保育室内の空間殺菌はハセッパー水原液を 5～10 倍に薄めて使用しています。日常的に

安全点検チェック表で確認しています。 

●室内遊具については安全点検チェック表に記録してチェックを行っています。また、戸外の公園の固定

遊具等については、遊びに先立ち保育士が目視で安全を確認し、子どもたちの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） 

 

●園では、基本的に薬の授受に関しては行わず、与薬は実施していません。与薬に関しては「入園のしお

り」に記載し、医師の処方についても 1 日 2 回として自宅で投薬できるようお願いしています。緊急時の

止むを得ない場合、緊急性を要するアレルギー対応のエピペンや熱性けいれんに対するダイアップ等の投

薬が必要な園児については、「与薬依頼書」を提出してもらい薬を授受しています。また、虫（蚊）よけ薬

の塗布の要望については、アレルギー等の問題を懸念し、自宅で対応してもらうよう促しています。 

●子どもの健康観察、記録については、健康台帳、保育日誌及び連絡帳に記録し、「入園のしおり」に登園

時の体温が 37.5℃（目安）以上ある場合は預からないことを保護者に周知しています。検温は、３歳未満

児は自宅での検温と併せて園で朝夕に検温を実施し、体調管理に配慮しています。定期的に内科健診、歯

科健診及び、身体測定を実施し、子どもの健康確認を行い、健康台帳に記録し、職員間で共有しています。

保育中に感染症等が発症した場合は、「感染症対応マニュアル」に沿って対処法を確認し、経過を連絡帳に

記入して保護者へ伝えています。また、子どもの体調不良への対応については、速やかに対応し、連絡帳

や保育日誌に症状等を記録し、必要に応じて保護者に連絡を行う等、早期発見と発見後の対処に努めてい

ます。 

●園内でケガが発生した場合の対応については、「応急処置をするときの保育者の心得」に沿い、適切に対

応できるようにしています。「応急処置をするときの保育者の心得」は、各クラス及び事務所に掲示し、緊

急時に備えて意識付けができるようにしています。また、「危機管理マニュアル」にも応急処置法を記載し、

全職員が閲覧できるようにしています。 ケガ発生時の対応経過・結果の詳細は、保育日誌、連絡帳に記

録し、さらに、ヒヤリハット報告書、事故報告書に記入して再発防止に努めています。 

●医療機関及び家庭への連絡・連携方法について、「感染症対応マニュアル」に記載し、児童表等で子ども

個々のかかりつけ医・医院所在地を確認し、保護者の緊急連絡先（保護者が記入・提出）一覧を作成し、

速やかに連絡・連携が図れるよう整備しています。感染症（季節的）予防については、乳幼児が罹りやす

い感染症を「入園のしおり」に記載し、「治癒証明書が必要な疾患」、「園指定の登園届が必要な疾患」を回

復後の登園の際に提出してもらう等、衛生管理に努め、感染症蔓延防止に努めています。 
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●医療機関の受診が必要とされる緊急時の連絡・連携方法については、「危機管理マニュアル」に記載し、

医療機関及び家族等関係者との具体的な相互連携の体制を整え、緊急時に備えています。医療機関を受診

した場合は必ず、「事故報告書」に記載し、保育日誌にも記載して全職員で共有しています。 

 

 

7．危機管理（防災・防犯） 

 

●火災や震災等発生時の避難方法及び内外への連絡方法については、「災害対応マニュアル」に記載し、職

員、保護者に周知しています。避難経路図は各クラスに掲示し、内外への連絡方法について見やすい場所

に掲示して危機管理に備えています。毎月、避難訓練年間計画、「災害対応マニュアル」に沿い、様々な災

害等を想定した避難訓練を実施し、通報訓練も年２回実施しています。危機管理の指揮体制は職員の順位

を定め、指揮する該当者が不在時は順次指揮権を下げ、実践できる体制を整えています。広域避難場所で

ある第一避難場所（旭小学校）、第二避難場所（橋本高校）を保護者へも周知しています。 

●消防署等関係機関との連絡・連携方法については、消防計画を策定して消防署に提出し、消防署での施

設強化援助計画にも協力してもらっています。防犯・防災体制については、園舎に火災や煙の感知器を設

備し、警備保障会社と契約して不審者対応の緊急コールを設置し、職員が戸外へでる際は防犯ブザーを携

帯する等、対策を講じています。 

●地域支援体制については、災害時の施設解放の責任があることを自覚し、「危機管理マニュアル」に沿っ

て災害発生時の対応ができるよう職員会議や園内研修等で確認しています。子どもの安否確認については、

警備保障会社のメールシステムに保護者に登録してもらい、確認できる体制を整えています。その他、災

害用伝言ダイヤル（171）の活用、エンゼルハウス保育園のホームページでも安否確認ができるよう支援体

制を整備しています。 

 

 

８．地域の子育て支援 

 

●地域の子育て支援については、「一時保育について」、「年間子育て広場事業計画」等を策定し、ホームペ

ージに掲載する等、地域の子育て家庭へ発信しています。エンゼルハウス保育園では、特定保育、一時保

育を実施し、特定保育（市町村が定めた一定程度（概ね月 64 時間以上）、家庭環境において保育ができな

いと認められる、就労する保護者からの申し込み）では 2～3 人程度、保護者の勤務時間だけ預かっていま

す。一時保育は、登録制にて現在、40 名程度登録があり、平日（月、水、木、金）の４日間、平均１日３

人程度が利用しています。また、分園で学童保育も実施し、卒園後のフォローも行う等、地域に大きく貢

献しています。園のイベント時には地域の親子を招き、音楽コンサート、人形劇、行事への参加を歓迎し

ています。毎月１回、誕生会や季節の行事に招待し、絵本の貸出しを行い、地域の子育て家庭への支援に

尽力しています。 
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●エンゼルハウス保育園では、近隣の小規模保育園に対して園児の受け入れ枠を設け、年間の行事や健康

診断等で連携し、交流をしています。年長クラスは小学校就学に向け、近隣の保育園と交流を図り、併せ

て年長の担任同士の交流や連携も生まれています。相模原市立橋本小学校（連携校）と月 1 回、学校だよ

り・園だよりを交換し、年長と小学 1 年生との交流や、近隣の幼保小での合同研修会を通して情報交換を

行う等、積極的に交流を図っています。また、連携する保育園間で連携小学校に授業参観に参加したり、

連携小学校以外も就学予定の子どもに対して教諭が来園する等、小学校との連携が進んでいます。 

●子育て相談については、特定保育、一時保育、イベント参加者を中心に実施しており、ホームページに

も子育て相談の受け付けを周知しています。交流事業では、月１回の交流事業や、年３回以上の講習会、

観劇会、絵本の貸出し等を実施し、地域の子育て親子と交流を行っています。また、一時預かりの家庭や

子育て広場事業に参加した保護者から受けた相談については、丁寧に対応し、必要に応じて継続してフォ

ローするようにしています。 

 

９．自己評価と情報開示 

 

●職員の自己評価について、園独自の「自己申告書」に職員個々が記入・提出を行い、自己申告書を基に

面接を行い、指導計画の振り返り・結果から課題を抽出し、取り組み状況の反省及び職員個々の改善結果

を把握して年度計画を作成し、年度末には全職員が自己評価（確認書）に記入し、園長コメントを添えて

フィードバックと共に次年度につなげるようにしています。課題抽出については、職員一人ひとり及び園

の課題について話し合い、改善につなげています。例えば、玄関の自動ドアは中付けスタイルであり、子

どもの危険性を考慮して手前に衝立を置く等、ヒヤリハット、危機管理の改善につながった事例がありま

す。 

●施設の情報は、パンフレットやホームページで運営、事業内容、保育方針等の情報提供を行い、保護者、

園見学者等に入園のしおりやパンフレット、催し物ポスター等で提供を行っています。また、相模原市の

広報誌にも園情報を掲載し、発信しています。 

●保育参観・保育参加については、期間を年間行事予定に組み入れ、事前（4 月初旬）に保護者に配付し

て予定が立てられるよう配慮しています。また、行事日が近づくと案内を保護者に配付し、参加を促して

います。現在、０歳～１歳児クラスは保育参加を行い、２歳～５歳児クラスは保育参観を実施し、保育参

観・参加希望についてはいつでも受け入れを行っています。 

 

10．職員研修 

 

●保育目標、基本方針、保育方針については、パンフレット、玄関に掲示を行い、ホームページにも掲載

して周知しています。職員に対しては、入社時研修で説明し、職員会議及びフロア会議、園内研修等で都

度、職員に確認し、「保育をするにあたって」及び「キャリアパスの取り組みについて」により理解を深め、

共通理解を図っています。 
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●職員の教育・研修では、神奈川県や相模原市が実施する研修等の情報を収集及び活用し、年度初めにキ

ャリア別の年間研修計画を作成し、具体的な研修の一覧表を作成して職員に示しています。園内研修、外

部研修では、入職 1 年目の研修、２～５年目迄の基礎研修、6 年以上の中堅研修、主任、園長の 4 段階の

研修を期ごとに区切り、定期的に実施して資質向上に努めています。 

●外部研修に参加した場合は、研修報告書を作成・提出し、職員会議や園内研修で伝達研修を行い、知識

の共有化を図っています。研修報告は研修報告書及び職員会議録に記録し、職員がいつでも閲覧できるよ

うにしています。 

●実習生の受入れに際しては、「保育実習受入れ要項」（マニュアル）を備え、受け入れに関する詳細を記

載しています。実習生の担当は主任とし、事前にオリエンテーションを実施し、実習では、指導ポイント

の内容を基に各クラス担任が実習生の指導を行い、保育を担う次世代の育成に努めています。 
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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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. スキンシップやコミュニケーションを多くとる。  

2. 子どもの気持ちに寄り添う。 

3. 個の発達に合わせた五感を育むための遊びを行う。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●エンゼルハウス保育園は、昨年末に分園を開所し、19 名増員して 2019 年 5 月から分園で保育を開始し

ています。分園では 0 歳、1 歳児のクラスが生活しています。園では、愛着性が最も重要な 0 歳児につい

て 6 人の子どもに正規職員 2 名、パート職員（看護師）1 名を配置し、正規職員 1 人が 3 人の子どもを専

任担当する体制で子ども一人ひとりとのスキンシップやコミュニケーションを大切にした保育を実施して

います。 

●職員は、子ども一人ひとりの気持ちを理解し、受け入れ、子どもが愛されている、受け入れられている

ことを心地よく感じ、安心・安定した園生活を過ごせるよう配慮しています。さらに、生活する力、遊ぶ

力、考える力、楽しむ力を育む保育を実践しています。 

●相模原の自然を十分に取り入れた保育を行い、子ども一人ひとりの個性を尊重しながら自発的な遊びを

通して心身の健康と、自立を育む保育を行っています。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 運動会、作品展、発表会等の行事で意見を出し合い、ひとつのものを作りあげる。 

2. 相手に思いがあることに気づけるよう双方の気持ちを代弁したり、仲立ちとなったりしている。 

3. 日常の中であった出来事を題材に話し合ったり、それに関連した本の読み聞かせをする。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●昨年、作品発表会の取り組みの改善を図り、子どもの望んだ作品発表会であるのかを見直し、子どもの

意欲・主体性に任せて実施を試みました。しかし、従来の保護者を意識した作品の発表、保育士も手伝い
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ながら立派な作品作り、たくさんの仕上げによる見栄えの良い作品発表会としては至らず、そこで、子ど

もたちの作品作りの過程を写真に収め、作品と共に「子どもの取り組む姿」を発表しました。過程では、

熱心に設計図面を描いて制作を始める子ども、図面を描かずに作品に取り組む発想豊かな子ども、人の図

面を見て面白そうと一緒に参加する子ども等、様々な子どもの取り組む様子が写真入りで発表され、保護

者に好評を得、職員の自信にもつながっています。 

●基本理念の中に「それぞれの良さや弱さを認め合い、困った時には助け合える、やさしい心を育む」こ

とを掲げ、職員は、子ども同士の関わりにおいて、相手にも思いがあることに気づけるよう仲立ちをした

り、言葉を代弁し、子どもの気持ちを汲み、思いを受け止めて保育にあたり、他者への思いやりの心を育

んでいます。 

●作品発表会の取り組み例でも確認ができる通り、子ども自身が途中経過に興味を持ち、その題材につい

て話し合ったり、関連した話をしたり、本を読んだりすることで自ら世界を広げていくことに力を入れ、

子どもの成長に大きな力となると考え保育を進めています。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. お手伝いをお願いする。 

2. 感謝の気持ちを伝える。 

3. 気持ち良い挨拶と「ありがとう」「ごめんね」がしっかり言えるように保育士自らが手本となる。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●幼児クラスの中には成長過程と共に、様々に個性的で意見の主張や、自説を持ちながら子ども同士のや

り取りがある等、小さな子ども同士にも小さな社会があり、心の成長しきれない葛藤を抱えています。同

年齢の関係では意見を譲らない場面等もある中、１つの例として、分園の０歳、１歳児のクラスにお手伝

いに行く機会を設け、小さな子どもには自分が引いて意見を聞いてあげることができ、関係性の発展を援

助し、他者への思いやりの育み、人の役に立つ喜びにつなげるよう支援しています。 

●保育士は、お手伝いをしてくれた後には感謝の気持ちをその子どもに伝え、先生からの「ありがとう」

の言葉が喜びとなり、またお手伝いをしようという意欲につなげています。また、異年齢活動では、お散

歩や朝夕の合同保育を異年齢で過ごし、朝の体操では音楽を園内放送で流し、各クラスで体操を一斉に行

う等、人と関わること、みんなで楽しさを味わうこと等を通して社会性を育んでいます。 

●幼児クラスでは、「チクチク言葉」と「ふわふわ言葉」を子どもに聞き、「チクチク言葉」を言われると

嫌だよね、「ふわふわ言葉」ならケンカにならないよね、と伝え、「チクチク言葉」と「ふわふわ言葉」を

子どもたちと一緒に集める取り組みをしています。その延長線上で気持ち良い挨拶と、「ありがとう」・「ご

めんね」がしっかり言えるよう保育を進め、保育士が率先垂範するよう努めています。 
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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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 子どもが発した言葉に対して応答的に関わる。 

2. ごっこ遊びや手遊びを多く取り入れる。 

3. 絵本に触れる機会を多く持つ。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●エンゼルハウス保育園では、応答的に関わり、子どもの言いたいことをアイコンタクトで傾聴するよう

努めています。月齢の低い子どもについては担当制の配置とし、発語を促すために関わりを大切にし、遊

び等を通して言葉、動作、表情、声等のやりとりを意識的に行い、様々な状況で語りかけられる経験から

言語の発達につなげています。 

●子どもが社会性を身に付け、生活習慣を身に付けられるよう、ごっこ遊びや手遊びを多く取り入れてい

ます。ごっこ遊びは家庭、社会の縮図であり、異なる家庭の生活習慣が交錯し、様々な生活があることを

理解する機会にもなっています。手遊びでは、手先が自由に使いこなせることが生活習慣につながり、細

かい手の動きが脳の発達を促し、興味や楽しみを広げています。 

●社会性を広げるツールの１つとして絵本に触れる機会を設け、絵本に自由に触れられる環境を整え、子

どもの心の中に広がる絵本の世界を大切にして推進しています。エンゼルハウス保育園では近隣の子育て

家庭にも絵本を貸し出し、子育て支援を行っています。子どもの好きな絵本を大人が読み、１つの絵本を

通して子どもの夢と親子の絆を培う等、子どもの感性の育み、大人との信頼関係が深まる大切な時間を持

つようにしています。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 子どもの表情や表現に丁寧に答える。 

2. 子どもが発した言葉を否定しない。 

3. 意見が言いやすい環境を作る。 

＜第三者評価での確認点＞ 

●昨年の作品発表会のやり方を日常活動の延長線上に作品発表会がある方式に切り替え、子どもにとって

も保護者にも受け入れられ、満足につなげることができました。基本は子どもを中心に、子どもの発達の

ための活動の一環であることを全体的な計画の中に組み入れ、楽しいと思える心や表情、好きなものを見

出せる心を育み、創造力、表現力、好奇心のきっかけを作っています。 
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●「子どもが発した言葉を否定しない」については、子どもの個性を尊重し、その子に合ったやり方を考

え、子どもが発した言葉を否定しないことを前提に、子どもと一緒に考えて行く保育を進めています。 

●日常保育を通して、子どもの考え、思い、体験を傾聴し、自分の伝えたいことが伝わる喜びや、自分の

話を聞いてもらう楽しさ、自分の話の意図に共感してもらえる楽しさを実感できるよう取り組んでいます。

保育士は、子どもの発信する目線を受け止め、意見が言いやすい環境作りに努めています。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. ごっこ遊びや劇あそび等、遊びが広げられるように環境を整える。 

2. 子どもが表現したことに対して共感する。 

3. 音楽鑑賞や観劇等、本物に触れる機会を多く持つ。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●エンゼルハウス保育園では、ごっこ遊びや劇遊び等を通じて自由表現を楽しむ機会を提供し、遊びが広

げられるよう環境を整え、感性・創造力への育みとなるよう援助しています。現在は、日常活動の延長線

上に生活発表会として設け、日々の積み重ねを楽しい表現活動として取り入れています。 

●生活発表会、運動会等においても子どもが表現したことに共感し、一緒にその実現に向かうことを目指

しています。 

●音楽鑑賞や観劇等、本物に触れる機会を多く持つことも子どもの可能性を伸ばすために重要です。エン

ゼルハウス保育園では年間行事として音楽コンサート、観劇、さつま芋堀り、お餅つき大会等を企画・実

施し、子どもに本物を伝えています。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 発表会や運動会等の行事を楽しむ。 

2. 四季の製作や作品展で、存分に表現する喜びを味わう。 

3. 意見を出し合ってひとつの物を作りあげる。 

＜第三者評価での確認点＞ 

●毎月のお誕生日会の他、月 1 回平均以上の行事を企画・実施して一緒に楽しめる機会を提供しています。

地域の大沢男性ボランティアの会の協力による餅つき会や、お正月遊びの会等、園児のみならず近所の方々

も加えた企画も実施しています。 
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●作品発表会では、発表する作品が完成するまでの工程を写真で表示し、保護者にも好評でした。子ども

たちの姿は表現する喜びを味わう姿そのものであり、みんなで表現を楽しみ、楽しさを味わい、豊かな感

性を育み、自由に表現できるよう工夫しています。 

●製作では個人の製作と、皆で共同して製作・完成するものに取り組み、子どもたちが自由に話し合って

作り上げた作品は大人目線において完成度は高くなくても子どもにとっては貴重な体験となり、一つのも

のを作り上げる過程は子ども一人ひとりの自信につながっていくと思います。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 園外保育を多く取り入れる。 

2. 子どもの発見や気づきに共感し、みんなで共有する。 

3. 朝の体操の時間を設けている。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●エンゼルハウス保育園は小ぶりなローンの園庭と屋上園庭を有し、さらに自然豊かな公園での園外保育

を多く取り入れ、子どもたちは体を十分に動かしています。四季折々の自然に触れることができる場所や

公園等に積極的に出かけ、子どもたちは四季の草花、季節の昆虫等を発見して楽しさを味わい、四季の空・

風を感じ、五感を育んでいます。近くに神明大神宮、香福寺の境内の公園があり、四季の樹木、広場に恵

まれ、子どもたちは伸び伸びと遊んでいます。 

●公園には木の実や四季の草花を見つけ、昆虫等を発見して図鑑で調べ、興味や関心、気づきを引き出し、

感動を共有しています。園庭では夏野菜を栽培し、子どもたちは水やりや成長の観察をし、興味・関心に

つなげています。 

●朝は、各クラスで朝の会を行い、後、クラスで朝の体操の時間を設けています。音楽は事務室から一斉

に園内放送で流し、朝の会が早く終わったクラスの子どもたちが事務室に言いに来る場面もあります。一

緒に体を動かし、共に共有する楽しさを味わっています。 
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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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 散歩先で見つけた虫や花、自然事象に気づき園に戻ってから図鑑で調べたりする。 

2. 子どもと一緒に様々な発見を楽しんで行く。 

3. 稙物を栽培する。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●地域の公園や広場に出かけ、季節の草花や虫と触れ合い、四季折々の雲の流れや木々の移り変わり等、

身近に感じる体験から自然の事象への興味・関心が持てる機会を提供し、園に戻って図鑑で調べています。

図鑑は充実しています。 

●散歩先では子どもと一緒に様々な発見を楽しみ、虫や花、自然事象に止まらず、商店の人たちや地域の

方々、散歩途中で見る住宅の庭飾りや置物、犬、猫等、子どもたちは何にでも興味を示し、覚えています。 

●栽培活動では、園庭で夏野菜（ミニトマト、ピーマン等）の栽培他に、計画農場でのさつま芋掘り、餅

つき大会等、食育に関わる行事も実施しています。給食は、園の厨房にて外部の給食会社に調理を委託し、

委託会社の栄養士を活用して今年度から具体的に食育の実践を始めています。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 思う存分遊ぶ。 

2. おいしいねと声掛けをしながら一緒に食べる。 

3. 排泄が出来たら十分に褒め、次につなげていく。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●エンゼルハウス保育園の保育の方針は、思う存分遊ぶことです。保育方針には自発的な遊びやたくさん

歩くことを通して心身の健康と自立を育むことを定めています。心身共に健康で明るい子の育成を目指し

ています。 

●食育の推進については、乳幼児の健やかな心身の発達と健康保持の増進を目指し、食育計画を作成して

推進しています。子どもたちが健康や食物に関心が持てるよう工夫して取り組み、今年度からは食材につ

いても一緒に調理活動を行い、興味につながるよう実施を考えています。食事では、子どもたちと保育士

が一緒に楽しく食し、声かけを行いながらおいしく食事を味わえる時間にしています。また、一緒に食事

をすることで子ども一人ひとりの喫食状況を把握し、個々のペースや量に配慮しています。 
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●トイレ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ながらトイレ

に行く習慣を身に付けるよう取り組んでいます。保育士は、排泄ができたら十分に褒め、自然に排泄への

意欲につなげ、自信が持て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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 幼児には、身体の仕組みの絵本を見せる。 

2. 自分からしようとする姿を認め、出来た時には喜びや達成感に共感する。  

3. 見通しを持って行動できるように、時計を指しながらの声掛けを行う。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●幼児には自分の健康に興味を持つよう絵本を活用して指導を行い、虫歯や感染症、ばい菌について注意

を促しています。 

健康状態については、保護者と連携を図り、家庭での睡眠や食事状況、生活習慣を確認し、心身のバラン

スの健全な発達のサポートを心がけています。 

●基本的生活習慣については、自分からしようとする姿を認め、できた時には一緒に喜び、子どもの達成

感を大切にして共感するようにしています。3 歳未満児については、一人ひとりの様子を見守り、子ども

の成長、発達に合わせて具体的な方法を伝えるなど、さりげなく援助を行い、自分でできた喜びを味わえ

るよう、繰り返し保育にあたっています。 

●子どもが見通しを持って行動できるよう、時計を意識して行動をすること、時計の見方を知ること等、

日常生活や遊びの中で習慣付けるようにしています。給食で食べるのが遅い子どもについては、時計で急

かすことは本意ではありませんが、見通しを持って食べることは大切なことと教えています。 
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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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 戸外あそびや散歩を多く取り入れ体を十分に動かしたり、年齢に応じて歩く距離を延ばしている。 

2. 異年齢クラスと出かけ一緒に歩いたり、遊ぶことで年下の子との関り方を知る。 

3.  

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●全体的な計画及び年間指導計画に、園外遊びや散歩を多く取り入れ、体を十分に動かしたり、年齢に応

じて歩く距離を延ばしたりする等、体力増強に努めています。特に、子どもの豊かな心と体を育むため、

相模原の自然に触れ、自発的に遊び、たくさん歩くことを通して心身の健康と自立を育むことがエンゼル

ハウス保育園の保育方針としています。 

●異年齢の活動としては 5 歳児が分園の 0 歳児、1 歳児のお手伝いに行ったり、朝夕の合同保育では異年

齢で遊ぶ機会や、異年齢のクラス同士で一緒に散歩に出かけ、年上の子どもが年下の子をサポートしなが

ら一緒に歩いています。異なる年齢の子供たちとの遊びと生活の中から、子ども同士で学び合い、育ち合

い、協調性、社会性を身に付けられるよう支援しています。 

 

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 長時間保育の子については、様子に合わせて休憩をとったり、夕方はゆったりと過ごせるようにして

いる。 

2. 支援の必要な子については、市の巡回訪問等で相談をしたりしている。 

3. 必要に応じてクラスに１人補助の職員を配置している。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●エンゼルハウス保育園では、延長保育時間を含めて朝 7：00～夜 20：00 まで最長 13 時間子どもを預か

っています。長時間保育の子どもについては特に配慮し、朝には睡眠、食事の充足を確認し、夕方は 18：

00 から分園の子どもたちと本園で合流し、クールダウンを含めて異年齢でゆったりと過ごせるよう環境に

配慮し、対応しています。 
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●特別な配慮が必要な子どもについては、支援を受けている子どもを含め年２回、相模原市の巡回訪問を

受け、気になる子どもについても巡回訪問時に併せて相談をして対応しています。 

●エンゼルハウス保育園では手厚く職員配置を行い、必要に応じてクラスに１名補助の職員を配置してい

ます。特に、0 歳児 6 名については 1：3 が配置基準ですが、正規職員 2 名と看護師が補助の職員として配

置し、子どもの愛着性が必要な０歳児では正規職員の専任担当制とし、子どもとのスキンシップを十分に

図れ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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. アレルギーのある子の食事については、個々の名前シールを貼ったそれぞれのトレーに配膳し提供す

るようにしている。 

2. アレルギーのある子については、保護者に前もって献立表のチェックをしてもらっている。 

3. 離乳食については、家庭と密に連絡を取り合いながら丁寧な移行をしている。（家で試してもらって

から園で提供する等） 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●アレルギー疾患を持つ子どもの食事については、医師からの生活管理指導表に沿い、園長経由で委託会

社の栄養士に献立作成を指示し、保護者と確認の上、提供しています。配膳ではトレイに個々の名前シー

ルを貼り、調理、保育士間で除去食品を確認し、誤配・誤食・誤飲がないよう十分留意しています。また、

アレルギー対応について研修を実施し、全職員が理解して対応できるよう研鑚しています。 

●アレルギー食の対応については、保護者に事前に献立表のチェックをしてもらい、新たな食品を提供す

る場合には家庭で食してもらった上で問題なければ提供するようにしています。 

●離乳食は、離乳食Ⅰ期～Ⅳ期ごとに保護者と密に連携を図り、家庭で試してもらってから園で提供する

よう、丁寧な移行に努め、家庭と一緒に離乳食を進めています。また、個別に担任、栄養士、保護者と面

談の上、1 期～4 期に分け、個人差を考慮しながら個々に合った調理形態（固さの目安）、形状、使用食材

を調節し、確認しています。食事では子どものペースに合わせてじっくりかかわりながら進めています。 
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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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. ４、５歳児に関しては、身近な夏野菜の栽培をし、興味や関心がもてるようにする。 

2. 簡単な調理体験を行う。 

3.  

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●園では、４歳、５歳児の食育活動の一環として夏野菜（プランター２つにミニトマト、ピーマン等の栽

培）の栽培を通して子どもたちは土に触れ、野菜に水やりをして成長を観察し、収穫を喜び、食への興味・

関心につなげています。また、給食委託会社の栄養士と共に食育を 1 回実施し、さつま芋堀り等を含めて

計画的に実施に努めています。苦手な食材も興味を持って食べられるよう食育に取り組んでいます。 

●毎年、地域の大沢男性ボランティアの会の方に協力いただき、お餅つきを実施し、子どもたちを始め近

所の方も招いて楽しみ、お餅のできあがるまで、食すことを楽しく提供しています。クッキング体験につ

いては、さつま芋、ジャガイモ等の本物の食材を見て・触れ、食す過程を提供し、食への興味につなげて

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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 登降園時の会話。 

2. 連絡帳で、その日の出来事を具体的に書く。 

3. 毎月クラス毎にクラスだよりを発行し、クラスの様子を伝えている。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●送迎時は保護者とコミュニケーションを図り、会話を大切にして良好な信頼関係の構築に努めています。

登園時は、クラス担任及びクラスの補助職員が保護者に対応し、代表、園長も保護者対応に努め、保護者

の満足、安心感につながるよう努めています。また、日頃の様子に注力し、気にかかる保護者については

声かけをする等、話ができるよう雰囲気作りに努め、保護者とのコミュニケーションを大切にしています。 

●家庭との連携については、乳児では連絡帳を活用してその日の出来事を具体的に記して様子を伝え、子

どもの育ちを共感するようにしています。幼児は、基本的にホワイトボードに今日の出来事、活動等を具

体的に書いて知らせしています。子どもから伝わりにくい話等については登降園時に口頭で知らせていま

す。 

●情報提供については、毎月、園だより、ほけんだより、各クラスだよりを発行し、クラス、子どもの様

子を伝え、園の理解につなげています。年間ではクラス懇談会、保護者面談、保育参加・参観を実施し、

保護者と情報交換の機会を設け、保護者が安心感を抱いて預けられるよう努めています。 
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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 

 

＜取り組みアピール＞ 

1. 絵本の貸し出しや行事参加の呼びかけ。 

2. 一時預かり事業の実施。 

3. 園外で行き会った人、公園で遊んでいる親子に話しかけ交流を持つようにしている。 

 

＜第三者評価での確認点＞ 

●地域の子育て支援として、エンゼルハウス保育園では絵本等の貸し出しを実施しています。絵本等の貸

し出しは園児の他に、一時保育、特定保育の利用者、園見学者が主に利用しています。 

●地域の子育て親子に向けて一時保育（登録制）を実施し、登録者は 40 名程度であり、1 日に平均 3 名程、

週 5 日間受け入れています。緊急の一時保育要請も受け入れるようにし、子育て支援に力を入れて取り組

んでいます。 

●お散歩等、園外保育の折にはすれ違う地域の方、商店の人、公園で遊んでいる親子、小学生、公園で一

緒になった他保育園等と挨拶を交わし、話しかけて交流を持つようにしています。地域のボランティアの

団体とも交流を図るよう努め、地域社会とつながり、他の子育て親子と交流を図りながら、共に子どもの

育ちを喜べる環境作りに努めています。 
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保育園保護者アンケート調査結果 

エンゼルハウス保育園       

２．調査結果の詳細（２）                      （小数点以下第２を四捨五入）  

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 

87.1% 9.7% 3.2% 

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 
まあまあ 

わかる 

あまり 

わからない 
わからない 無回答 

51.6% 45.2% 3.2% 0.0% 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 

68.8% 9.4% 3.1% 6.3% 12.5% 

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 

64.5% 6.5% 0.0% 29.0% 

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 
やや不十分 

である 

不十分 

である 
無回答 

61.3% 6.5% 0.0% 32.3% 

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 
やや不十分 

である 

不十分 

である 
無回答 

71.0% 22.6% 3.2% 3.2% 

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 
やや不十分 

である 

不十分 

である 
無回答 

90.3% 9.7% 0.0% 0.0% 

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 

87.1% 6.5% 0.0% 6.5% 

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 

71.0% 25.8% 0.0% 3.2% 
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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 

90.3% 9.7% 0.0% 0.0% 

11  
保育内容については、いかがで

しょうか 

満足している 
まあまあ満

足している 

やや不満足 

である 
不満足である 無回答 

74.2% 25.8% 0.0%   0.0% 

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 
まあまあ満

足している 

やや不満足 

である 
不満足である 無回答 

80.6% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

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 
まあまあ満

足している 

やや不満足 

である 
不満足である 無回答 

80.6% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

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 

93.5% 3.2% 3.2% 0.0% 

15  

  

別紙 
園のよいところだと思われる点 

（自由記述） 

  

16  

  

別紙 
園に改善をしてほしい点 

(自由記述) 

  

17  

  

別紙 
その他（自由記述） 
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保護者アンケート調査結果 

１．各設問の満足度の割合 

 


