
銀の鈴こども園

施設関係者評価アンケート 中間報告

平成31年01月07日(月)

社会福祉法人岳瑛

銀の鈴こども園



平素はこども園運営にご協力下さり，誠にありがとうございます。先日実施いたしまし

た，施設関係者評価アンケートの分析結果が出来ましたので，報告いたします。

なお一部文書は，行政文書であります。わかりにくい点などありましたら，お気軽にお

聞き下さい。

参考までに，法人理念等を以下に抜粋しました。

銀の鈴こども園

園長 平田明美

参考：【重要事項説明書から】HPにも掲載しています。

法人名「岳瑛（がくえい）」にこめた想い

岳・・・かたくてごつごつした岩でできている山

瑛・・・すみきった玉の光。また，水晶など透明な美しい石

岩のように堅く，高い困難という壁が自らの道を閉ざしても，それらに負けず，困難すらも自らの成

長の糧として取り込める資質を身につける。そして，山のように大きくて，瑛のような透き通るような

おおらかな心で，周囲に光をもたらし，援助することができる人物になってほしい。

そんな壮大で夢のある理想を掲げて，私たち社会福祉法人岳瑛は，「心を育てる」保育・教育を行っ

ていきます。

法人理念 「心を育てる」

乳幼児期に必要なことは目先の成長を得るための詰め込みではなく，人間が本来持っている知的好奇

心や向上心を存分に刺激して，学ぶことが楽しい，学びたいと思うような「あとから伸びる力」を養う

ことです。銀の鈴こども園・鈴らん保育園では遊びの中で，この「あとから伸びる力」を身につけ「心

を育てる」保育・教育を行っていきます。

保育・教育方針

・「あとから伸びる力」を身につける保育・教育

・「本物であること」を貫きます

・「手から手へ」保護者の方と共同で子どもたちの保育・教育を進めます

・「たのしい！」を第一に子どもたちの笑顔を大事にします

目標 めざす子ども像

１．明るく元気でのびのびとたくましい子ども

２．よく考えて自ら進んでする子ども

３．やさしくあたたかい心の子ども



質問番号

1 子どもは，喜んでこども園に通っている。

2 こども園は，理念や教育目標・方針・内容・活動について，よくわかるように情報を提供している。

3 こども園は，一人ひとりの子どもをよく理解し，個性に応じた適切な援助をしようと努めている。

4 こども園は，子どもの生命と権利を尊重しようと努めている。

5 こども園は，子どもの豊かな心と身体を大切にしようと努めている。

6 こども園は，子どもの基本的生活習慣が身につくよう努めている。

7 こども園は，子どもの個性と仲間意識の心を大切にしようと努めている。

8 こども園は，人間性豊かな創造力を育てるための活動（和太鼓演奏・茶道など）を前向きに行っている。

9 こども園は，子どもの感動する心を大切にしようと努めている。

10 こども園は，最後までやりぬく実行力を育てようと努めている。

11 こども園は，子どもの意欲と思いやりの心を大切にしようと努めている。

12 こども園は，子どもの感動する心を大切にしようと努めている。

13 こども園は，人の役に立てる人格の形成「未来社会への貢献」を目指した指導に努めている。

14 こども園は，子どもたちがいろいろな物や自然・社会との触れ合いを通し，直接体験が多く持てるように努めている。

15 こども園は，幼稚園・小・中学校・高校・大学，また地域との連携を大切にしている。

16 様々な行事は，子どもたちの様子や成長がよく分かり，こども園の保育(教育）の意義〈遊びの大切さなど〉を知る機会となっている。

17 こども園内は，清掃等が行き届き，また保健衛生的な環境づくりに努めている。

18 こども園は，施設・設備を有効に活用するとともに，整備が行き届き，子どもたちが快適・安全に園生活を送れる環境となっている。

19 こども園は，安全・防犯管理に努め，また危機管理意識向上に努めている。

20 こども園では，ホームページなどで理念や教育目標・方針・内容・各種情報を公開することに積極的である。

21 こども園は，個人情報の保護に努めている。

22 園だより等の手紙の内容は理解できる。

23 保護者は，子どものことを園や保育教諭に相談しやすい。

24 こども園は，地域のこども園として，子育ての支援に努めている。

25 保育教諭は，子どもの心に寄り添って，“勇気づけの保育”を応援上手に展開している。

26 こども園は，担任だけでなく園全体で子どもの保育に取り組もうと努めている。

27 銀の鈴こども園に，子どもを入園させて良かったと思う。
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質問番号

平成29年度銀の鈴こども園施設関係者評価アンケート(54世帯)

A：そう思う B：どちらかというとそう思う C：どちらかというとそう思わない D：そう思わない 未回答

-1-
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園に対するご要望・ご意見

（ご要望・ご意見）

とても楽しそうに毎日登園してくれています。園での様子もわかりやすく教えてくださり，安心して子

供も通わせることができています。ありがとうございます。

（園から）

ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

（ご要望・ご意見）

・年々成長を感じることが出来ました。

・車の駐車時4台くらい並んでしまうと保育園に関係のない人から注意されたるする事があった。仕方

ないけど。

（園から）

そう思っていただき，職員一同感謝しています。

登降園時の駐停車につきましては，私どもも，スムースな登降園を心がける事で，地域

の方のご理解をお願いして参りました。園前に多数の車がいるときは，後方で待機される

など，ご協力をお願い致します。

（ご要望・ご意見）

いつもお世話になりありがとうございます！残り少ない園生活になりましたが，楽しく素敵な思い出

を作ってほしいと思ってます。最後までご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが，よろしくお願

いいたします。

恐縮ですが，卒園式では子どもたちのお顔をや表情が見れると嬉しいので，座る向きを考慮していた

だけると嬉しいです。

（園から）

こちらこそ，よろしくお願いいたします。ご意見をいただき，ありがとうございます。

（ご要望・ご意見）

正直，このアンケートむずかしい質問ばかりでした。子供を見て判断するのは難しい内容だし，親から

園を見ての判断にしても，申し訳ありませんが，そこまで気にしたことが無いので評価？しづらいです。

（園から）

真摯に答えていただきまして，感謝致します。行政用語等があり判りにくい所は，遠慮

無く職員にお聞き下さい。なお，アンケート内容は，「幼稚園における学校評価ガイドラ

イン」に準拠しています。

（ご要望・ご意見）

夕方の待ち時間にテレビ以外でなにか遊べる時間を作っていただくことはできますか？

お迎えの待機はカバンを背負って待つのは少し窮屈ではないのかなと感じます。

（園から）

テレビ鑑賞前に自由遊びの時間を30～40分間取っています。その後，落ち着き鑑賞して

います。
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また，夕方にテレビ鑑賞をしているのは，降園時，担当職員がその日の様子を保護者の

方に伝える事を優先し，その間他の園児に目が行き届くように職員配置を考えた結果です。

またお迎え時の待機方法は，前述の通り，スムースな登降園を心がけるためです。戸外遊

び等は日中に行います。ご理解・ご協力のほど，よろしくお願いいたします。ご意見あり

がとうございました。

（ご要望・ご意見）

いつも子供にていねいに接して下さりありがとうございます。銀の鈴こども園に通いだしてから，子供

も前にくらべてとてもしっかりしてきたなぁと思います。いつもありがとうございます。これからもよ

ろしくおねがい致します。

（園から）

こちらこそありがとうございます。これからも協力しながら，子供の成長の見守りまし

ょう。よろしくお願いいたします。

（ご要望・ご意見）

行事前日中のDVD鑑賞・机で目をとじる事がよくあるように感じます。

友だちと自由にブロック遊びなどする時間をふやせると子供達も気分転換になると思います。静かに待

つ行動も大切ですが，発散することも時々あったらいいです。

（園から）

ご意見ありがとうございました。

（ご要望・ご意見）

毎日ありがとうございます。夏はまだいいのですが，冬場など教室がどれくらいの気温なのかわからず，

自分たちで体温調整できないでしょうから，服の厚さなどに悩んでしまいます。前もって明日は外で遊

ぶ予定を教えていただけると気持ち的に安心します。先生方などの，「寒くない？暑くない？」の声か

けしていただけると，助かります。よろしくお願い致します。

（園から）

ありがとうございます。保護者の方をフォローさせていただき，声かけに配慮致します。

（ご要望・ご意見）

いつもお世話になります。こども園に行きたくないと言った事がまだありません。とても楽しいようで

す。これからもよろしくお願いします。

（園から）

これからも協力しながら，お子さまが楽しく登園できる園でありたいと願っています。

よろしくお願いいたします。

（ご要望・ご意見）

いつもありがとうございます。私自身，母歴3年半でまだまだ分からないことだらけですが，保育園に

通える事で，それぞれのバランスが整えることが出来ていると思っています。感謝いっぱいです。

（園から）
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こちらこそ，ありがとうございます。何かありましたら，ご相談下さい。

（ご要望・ご意見）

家族や園の協力（遅くまで預かっていただくなど）のおかげで，家庭と仕事，子育てを両

立できていると思います。ありがとうございます。

（園から）

こちらこそ，ありがとうございます。子育てと仕事の両立が自然とできる社会にするこ

とが，私たちの使命です。

申し上げるまでもなく，保育・教育活動はご家庭のご理解とご協力なくしては成り立ち

ません。銀の鈴こども園は66年の歴史の中で，一貫してご家庭・保護者の方のご理解とご

協力をいただいてまいりました。支えていただいた，66年間だと，心より感謝しておりま

す。保育・教育を取り巻く環境は設立当初からはずいぶん変わりました。しかし，子ども

たちが社会の宝であり，乳幼児期の保育・教育が大変重要である事は何ら変わっていませ

ん。

私たち銀の鈴こども園は，「あとから伸びる力を身につける」，「心を育てる」を基底に

据えた保育・教育を行っていきます。今後とも変わらぬ，ご支援，ご理解とご協力の程よ

ろしくお願いいたします。
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報告 評価分析：成果と課題

合計の肯定的回答（A,B）が98.6％であった。またA（そう思う）は78.6%である。法人

理念や行っている保育・教育内容への理解が進んでいることに感謝している。

【成 果】 数字は質問番号

5 こども園は，子どもの豊かな心と身体を大切にしようと努めている。（A評価75.4%，昨年83.3%）

6 こども園は，子どもの基本的生活習慣が身につくよう努めている。（A評価86.2%,昨年86.7%）

8 こども園は，人間性豊かな創造力を育てるための活動（和太鼓演奏・茶道など）を前向きに行って

いる。（A評価92.3,昨年82.0%)

これらの肯定的意見が高かった事は，本園の理念である，「あとから伸びる力を育てる」

「心を育てる」が，浸透し成果として表れつつあることだろう。しかし，設問5の評価が

下落していることについては再考の余地がある。8 和太鼓演奏・茶道は本園教育の柱であ

る。予想より保護者の方に浸透していない。はじめた頃の様子を保護者の方に公開する事

の検討を含め，状況の分析を行いたい。また，6 基本的生活習慣の習得度は地域の小学校

にも高い評価を得ている割には，A評価が低いと分析している。保護者の方のご理解・ご

協力のもとに，さらに信頼されるよう努めたい。

22 園だより等の手紙の内容は理解できる。（A評価93.8%,昨年90.0%）

今後もわかりやすい園だよりを発行したい。

27 銀の鈴こども園に，子どもを入園させて良かったと思う。（A評価92.3%,昨年81.7%）

保護者の方々に，最終的にそう思っていただく事が目標かつ使命である。本法人理念に

共感して頂いた保護者の皆様と共に，子供の成長に寄与していきたい。

【課 題】

13 こども園は，人の役に立てる人格の形成「未来社会への貢献」を目指した指導に努めている。

（A評価58.5%,昨年68.3%）

この項目は大幅に評価が下がった。昨年度はJMU工場への社会見学などへ行ったが，本

年度は災害等があり実現できなかった。「あとから伸びる力を育てる」の目標のひとつに

は，「社会に貢献できる人物を育てる」ことが含まれる。今後も，その基礎を育む保育・

教育内容をより充実させる方策を検討していきたい。

14 こども園は，子どもたちがいろいろな物や自然・社会との触れ合いを通し，直接体験が多く持てる

ように努めている。（A評価63.1%,昨年71.7%）

乳幼児期に多くの体験をすることが，その後の人格形成に多大な影響を与える。大幅な

改善が昨年見られたが，本年は例年値に戻った。本項目を意識して指導していき，今後，

直接体験の場を多く持てるよう努めたい。

23 保護者は，子どものことを園や保育教諭に相談しやすい。（A評価78.5%,昨年76.7%）
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限られた時間の中で保護者と綿密な連携をとれるよう，改善してきたが数字には表れて

いない。原因を分析する必要がある。

15 こども園は，幼稚園・小・中学校・高校・大学，また地域との連携を大切にしている。

（A評価53.8%,昨年65.0%）

連携等については以下のとおりである。

幼稚園・小学校 合同防災訓練

中学校 キャリアウィーク等

高等学校 呉商業高校の呉商フェスタにおける和太鼓演奏

地域 おまつりごっこ

はじめてクッキング

老人ホーム慰問

など本園は連携，交流を密にしているつもりであった。本園の発信不足で実施の中身等が

十分に伝わってなかったとも考えられる。保護者とのやりとりの中で，行っている事のね

らいを正確に伝える事を心がけたい。そうする中で家庭での話題の一つにあげていただけ

れば幸いである。

18 こども園は，施設・設備を有効に活用するとともに，整備が行き届き，子どもたちが快適・安全に

園生活を送れる環境となっている。（A評価70.8%,昨年68.3%）

建築当時は最新鋭であった施設・設備も時を重ね，老朽化してきた。園児・保護者・職

員が大事に愛情を持って使用してきたため，建築年数の割には，老朽度は低い。現在の基

準で耐震性を満たしているので安心して登園できる。

安全については，SECOMと警備契約，園外保育においては，緊急通報装置の常備（ココ

セコム）と考えられることは整備してきた。周知を図りたい。

今後の整備計画は作成中である。

【まとめ】

今回３回目となる，「施設関係者評価アンケート」であった。本園在住65世帯から回答

を得る事が出来た。協力に感謝するとともに，園運営に対する関心の高さがうかがえる。

浮かび上がった課題を真摯に受けとめ，今後の園運営に活かしていきたい。

また，肯定的意見を多く頂いた事は，職員一同今後の保育・教育によりいっそう前向き

に取り組める勇気を与えてくれた。感謝の念にたえない。

今後のスケジュール：

次回役員会にて，報告・協議し結果をHPにて公表します。



平成31年２月22日(金)

施設関係者評価実施について

役員会説明・協議のまとめ

銀の鈴こども園

１．日 時 平成31年１月15日(火)（集約日）本年度は災害対策で日程がずれ込み，

紙媒体により役員各自からの意見を集約した。

２．参 加 者

保護者 蛭田，小川，大竹山，脇田，大成，和﨑，御手洗

職員 園長 平田，主任 森永

３．意 見

① アンケートと一緒に法人理念なども掲載するか，「HPを見てから答えてください」

など一言文章があった方が分かりやすく，質問にも答えやすいのではないか。保

護者は頻繁にHPは見ていないと思う。

（施設から）ご意見ありがとうございました。

② 「行事前日中のDVD鑑賞・机で目をとじる事がよくあるように感じます。

友だちと自由にブロック遊びなどをする時間をふやせると子供達も気分転換にな

ると思います。静かに待つ行動も大切ですが，発散することも時々あったらいい

です。」という保護者からの意見に対して具体的な対策が書かれていないので，

なぜそのような時間をとるのか理由を教えていただき，今後の方針が知りたい。

（施設から）DVD鑑賞や目を閉じる時間を設けているのは，子ども達の気持ちを落ち

着かせるためです。DVD鑑賞は給食後の自由遊び，戸外遊びの後に設けています。

たくさん遊んで高まった気持ちを切り替え，午後の活動にスムーズに入れるよう

配慮しています。行事前や年中行事（七夕，クリスマス等）には行事の由来や意

味が伝わるようなものを用意し，教育的な内容ももたせています。又，目を閉じ

るのは，毎日の朝礼で座禅を5分間行っているのと同様，短時間で気持ちを落ち

着かせ，次の活動へと自分で切り替えられるようにしています。活動への集中力

を高めることはもちろんですが，目をつぶっている間に目の前の保育環境が変わ

り，（例えば次の活動の教材，教具を出すなど）一人ひとりの活動への期待や意

欲を高める効果もあります。遊びの後の気分が高まった状態で次の活動に入ると，

怪我をする可能性が高くなります。怪我を未然に防ぐためにも必要な時間だと考

え，行っています。今後は粘土遊びや，お絵描き遊びなども取り入れてみます。

③ 送迎時，車が多い時は５，６台並んでいる時は保育教諭が様子を見て誘導してい

ただけると嬉しい。こども園も協力していただける回答だと読んでいて前向きに



感じることができる。

（施設から）ご意見ありがとうございます。保育・教育，園内の安全等に支障のない

範囲で対応致します。そのようなときにはお声がけ下さい。また，園だより等で

もお願いしておりますが，園の前に多くの駐車している場合は，ご面倒でも空く

まで，別な場所に待機して頂くよう々お願い致します。交通量の多い通りであり，

地域の皆さまのご理解あっての，車での送迎であります。保護者に皆様におかれ

ましても，これまで通り，その事をご理解いただき，ご協力いただければ幸いで

す。

④ 行事や参観になかなか参加できない人でも分かるよう，園だよりのクラス速報を

もう少し具体的に書くなど，工夫したらよくなるのではないか。

（施設から）ご意見ありがとうございます。検討致します。

⑤ お遊戯会前に静かに休憩することが多かったように感じたので，先生達が衣装や

小道具を作る為だったのかな，と思った。もし可能ならば，役員に製作の手伝い

をしてもらうことがあっても良いのではないか。

（施設から）そのような，お申し出を頂き感謝いたしております。その際にはよろし

くお願いいたします。ありがとうございました。

⑥ お遊戯会の音響担当は役員が交代でやるなど改善が必要だと思う。

（施設から）ご意見ありがとうございます。可能ならばそのように致します。

⑦ 園に対する要望や意見を保護者に公開するのは大切だと思う。アンケートで園や

先生方に相談しにくいという解答もあったので要望，意見などは年に何度か実施

しても良いのではないか。

（施設から）ご意見ありがとうございます。

⑧ 園だよりは1ヶ月の大まかなスケジュールは書いてあるが，1日の中でのスケジュ

ールが分からない。（例：桃組は前期はお昼寝はあるが，お昼寝がなくなってか

らは何をしているのか，身体測定は服を脱ぐのか，等）1ヶ月のうち1週間でも1

日のタイムスケジュールを円グラフなどで書くと，一人ひとりの園での出来事も

理解しやすいと思う。

（施設から）ホームページや重要事項説明書に乳児・幼児別の一日の流れを掲載して

いますので，そちらもご覧下さい。また，お迎えの際などにも，担任にお尋ね下



さい。ご意見ありがとうございます。

４．ま と め

・経年変化を分析するため，質問項目は極力，毎年同じにしたいが，実態に則し

た質問にしていく。

・本法人の理念の浸透によりいっそう注力する。


