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①第１日目
ガイダンス、施設見学、保育観察、事業者（職員）ヒアリ
ング（園長、主任保育士、保育士、事務員）、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、主任保育士、保育士、
事務員、調理員）、保育観察

株式会社　学研データサービス

園長、主任を中心に作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：平成28年 10月 11日、平成28年 10月 12日

施設の特色、施設のよい点・改善すべき点などの総括
＊施設の理念を踏まえながら、施設全体としての特徴を総合的に示すとともに、特によいと思われる点、また
は、より質の高いサービスの提供のために、工夫すべき点・改善点などについての総括を以下にご報告いたし
ます。

利用者本人調査

（実施期間：平成28年 7月 25日～平成28年 8月 8日

（実施日：平成28年 10月 11日、平成28年 10月 12日

送付方法・・・園を通して保護者へ配付
回収方法・・・評価機関宛に保護者より直接郵送

第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを
中心に、観察調査を実施しました。また、幼児とは会話の
中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

利用者家族アンケート

《施設の概要》

総評(評価結果についての講評)

　あゆみ保育園は、相鉄線鶴ヶ峰駅から徒歩約5分の位置にある、平成24年6月開所の私立保育園です。近くに
は自然豊かな公園が多く散歩コースに恵まれています。子どもの自主性と協調性を伸ばすことを大切にした保
育を目ざし、保育方針は「思いやりの三原則（手伝う、励ます、感謝する)をモットーによりよい保育環境を目指し
ます」としています。定員は96名（0～5歳児）、開園時間は、平日は7時00分から19時00分、土曜日は7時00分か
ら17時00分です。全職員が全園児を把握し家庭的な保育を行っています。ヨコミネ式保育によるドリルやけん盤
ハーモニカ、体操、ランニングを取り入れ、子どもたちは明るく元気に活動しています。

横浜市福祉サービス第三者評価

評価結果総括表 (保育分野）

評価機関

報告書作成日

事業所名　

（実施期間：平成28年 6月 1日～平成28年 9月 9日）

評価方法

（結果に要した期間　8か月）

あゆみ保育園

平成28年12月14日
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《今後の取り組みに期待したい点》

●今後の参考のために苦情や事故の対応策を記録されると良いでしょう

　現在の取り組みとして、過去の苦情・トラブルについて職員への周知はされていますが、記録としてまとめられ
ていません。今後の参考のために記録されると良いでしょう。また、子どもがけがをしたり事故が起きたとき、そ
の内容を専用のノートに記載し全職員に周知し、対応策についても検討していますが、その対応策についての記
録がありません。事故報告書の様式は用意されていますので、記載するとともに今後の参考にされてはいかが
でしょう。

○食に関心を持ち楽しく食事ができるよう工夫しています

　子どもが食に関心を持つ取り組みとして、園では行事食と食育に力を入れています。行事食の工夫として、ハ
ロウィンにはご飯にのりをはって顔を作ったり、クリスマスには1クラス分のハンバーグをリース型に作り、みんな
で取り分けて食べました。また、栄養士と保育士が合同でクラスごとの食育計画を作成し、とうもろこしの皮むき
やそらまめのさやむきをはじめ、夏にはモロヘイヤをみんなでちぎり、モロヘイヤスープを作りました。みんなでち
ぎって作ったことでモロヘイヤのスープは人気メニューとなりました。これらの取り組みは、食を楽しむことにつな
がっています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○全職員が全園児を見る体制ができています

　園では、子どもたちが人間形成の大切な時期に長時間過ごす、もう一つのおうちとして「一日が楽しいと思える
保育園」との思いを掲げ、保育方針には「心身の調和的な発達のために子どもたちの生活や環境を踏まえて適
切な養護と教育を行う」とあります。保育士は研修などで学んだことを、子どもが困っていないか、一日楽しかっ
たと子どもが思えるには、どのようにすれば良いかを考慮して保育に組み込んでいます。職員間の仲が良く、連
携を取って全職員が全園児を見る体制ができています。保護者アンケートからも85.7パーセントの方が満足して
いる様子が読み取れます。

○ヨコミネ式保育を取り入れたことで子どもの自主性と思いやりの心が育てられています

　人材育成のために「あゆみ保育園キャリアパスイメージ」があり、これには役職ごとに求められる能力、資質と
目安となる経験年数などが記載されています。一方、自己評価表は全職員共通の10項目のみで、スキルアップ
の努力は記述で聞いています。本年度の年間研修計画では、その目的に「自己評価に基づいて・・・」とあり、別
途受講した研修記録一覧と研修報告書がファイルされています。中には園の業務への必要性から指名して受け
てもらう研修もあるでしょう。現状はそれぞれが別の印象です。自己評価の結果を職員が認識して研修希望につ
ながり、園の目的にも沿った研修計画となることを、また自己評価が人事考課にも役立つものとなることを期待し
ます。

《事業者が課題としている点》

　園が課題としている点は「現場における慢性的な人手不足について」「組織における諸規程等の作成、及び、
完成度について」「導入しているプログラムの完成度について」「地域との関わりについて」としています。例えば
「地域との関わりについて」では、現在は近隣住民や公園愛護の高齢者団体、園の第3者委員、地域自治会の
方々の園行事への招待や近隣教育機関からのボランティアや職業体験の受け入れ等を通して地域との関わり
を深めているところです。さらなる開かれた運営を目ざすものとして、地域行事への参加（夏祭り等）や若い保護
者向けの子育て相談等含めて積極的な地域への支援、コミュニケーションが必要であると考えています。

●職員個人の自己評価が研修計画や実際の研修受講などにつながることを期待します

　子どもたちが得意なものを会得して自信を持つことができるよう、平成27年度より、園ではヨコミネ式保育を取り
入れています。3～5歳児クラスでは、ドリル、けん盤ハーモニカ、体操を行っています。ドリルではひらがなの練
習を行い、けん盤ハーモニカではまず音階で歌ってからけん盤ハーモニカの練習をし、体操では跳び箱や逆立
ちの練習をしています。1、2歳児も形に合わせて色を塗るなど、ヨコミネ式保育の準備をしています。これらの取
り組みにより、子どもの自主性や他の子どもを意識した協調性や思いやりの心が育てられています。
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評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　

　園の保育理念は「子どもたちの人権を尊重しながら働く父母や地域の多様化する要望に応える」「子どもたち
が人間形成の大切な時期に長時間過ごす」「もう一つのおうちとして、保護者と共に、子どもの最善の利益を守
り、児童福祉の増進の為に、積極的に家庭援助を行う」、保育方針は「児童の福祉を守り、心身の調和的な発
達のために、子どもたちの生活や環境をふまえて適切な養護と教育を行う」「児童の最善の幸福のために家庭
と一丸となり、思いやりの三原則（手伝う、励ます、感謝する）をモットーに良い保育環境を目指します」となって
います。保育目標は「一人ひとりの協調性を育む」「基本的な生活習慣を身につける」等があり、これらの文言
は保育課程やパンフレットにも記載されています。
　保育課程は保育の全体像を表し、各年齢別に養護、教育、食育に関する課程が立てられています。保育課
程を作成するにあたり、子どもたちにとって一番良い保育を提供していくことや保育の方針と内容などについて
職員間で話し合いがもたれています。保育課程は各クラスに掲示し保護者にも理解をしてもらえるようにしてい
ます。
　保育課程を基にして各年齢の保育目標があり、年間を4期に分けた年齢ごとの年間指導計画と月間指導計
画、週日案を作成しています。職員は、子どもにはタイムスケジュールなどを説明したり、すべての子どもが理
解しやすいように視覚に訴える方法で説明しています。また、保育中の子どもの様子から子どもの気持ちを汲
み取るように心がけています。指導計画は子どもたちの希望、自発性を大切にし柔軟に対応をしています。例
えば、運動会の練習を子どもたちが希望した遊びに変更し、気分転換を図ることもあります。園は、ヨコミネ式
保育を取り入れたことで、子どもたちが自主性と協調性、思いやりをはぐくみ、さらには自分に自信を持てるよ
うに支援をしていきたいと考えています。

　入園前に親子面接を行っています。面接には、園長、主任、栄養士、乳児担当が出席し、子どもの様子など
を観察し、子どもの生育歴、家庭の状況、アレルギーの有無、園への希望などを聞き取り記録をして、入所面
接記録としてファイルしています。面接の内容は職員会議でほかの職員にも周知し日々の保育に生かしてい
ます。入園式当日には、保護者には「入所までの生活状況」を提出してもらっています。入園式のときには園長
が園の理念、方針などついて説明し、その後の懇談会ではクラスごとに担任が重要事項説明書に沿って詳し
い説明をして、入園後に誤解が生じないようにしています。そのほか園で導入しているヨコミネ式保育などの説
明をしています。
　入園時の慣れ保育については、保護者には事前に資料を配付し、子どもが園に慣れるための配慮であるこ
とを説明しています。0、1歳児は担当者が決められていますが、担当する子どもだけでなく、0、1歳児の職員全
体で子どもにかかわるようにしています。入園当初は心理的な拠り所になるようなぬいぐるみなどの愛着品の
持ち込みを許可しています。子どもの園での様子は、保護者にはホワイトボードに掲示して知らせています。
担任は保護者と連絡ノートや口頭で園の様子や家庭の様子について情報交換できるよう努めています。また、
分園の2歳児は、本園の3歳児クラスに上がる約1か月前から、時々本園の3歳児クラスの保育室に出かけたり
するなどして環境に慣れるように配慮をしています。
　年間指導計画、月間指導計画、週日案は、クラス担任が中心になり子どもの発達状況に応じて作成していま
す。その後、園長、主任が確認し、気がついた点を指導してこまかく計画が作られていきます。指導計画には
自己評価の欄があり、反省、評価の振り返りをしています。ミーティングや会議で、日常の保育内容や計画に
ついて話し合い、次年度の保育につなげています。保護者から子どもに関する要望があった場合には、職員
間で周知し検討したうえで保育に取り入れています。

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と保育課程等の作成

評価領域Ⅰ　利用者（子ども本人）の尊重

A

A
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A

A評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保

　園は「衛生管理マニュアル」に基づいて掃除、消毒が実施され、清潔が保たれています。また、「清掃チェッ
ク」による記録があります。屋内は24時間の空調システムを使用していますが、必ず窓を開け、風を通し換気を
行っています。園舎の1階と2階は床暖房が設置され、各保育室には温湿度計、（空気清浄機）があり、各保育
室とも窓が大きく陽光が十分に取れています。楽器の使用や運動などで音が出るときには、ほかのクラスに配
慮し利用する場所を離したり、近隣への配慮として窓を閉めるなどの対応をしています。「業務マニュアル」の
中には人権に関する項目で子どもに対する言葉づかい、接し方、使って良い言葉、使えない言葉が記載され、
職員にも周知されています。
　0歳児の保育室には沐浴施設があり、汗をかいたときや排便の状態に応じて使用をして体の清潔を保てるよ
うにしています。温水シャワー設備は0歳児の沐浴室と2階のテラスに設置され、プール後や汗をかいたときな
ど活動の節目に利用しています。子どもが沐浴、シャワーを使用した際には、保護者に連絡帳で伝えていま
す。「衛生管理マニュアル」があり、沐浴室やトイレ等の清掃の際の消毒薬の希釈のしかたや、清掃の方法等
が掲示されており、手順がわかりやすくなっています。沐浴室やトイレの使用後には清掃、消毒が実施され清
掃チェック表に記入されています。
　園では保育室内での活動スペースを広くするために、おもちゃなどはロッカーに片付けやすくなっています。
マットを使ったり、パーテーションを上手に使っていくつかコーナーを作り、少人数で遊べる空間や子どもが落
ち着ける場所を作るなどの工夫をしています。さらに、棚、マット、パーテーションなどを利用して食事の場所、
午睡の場所、遊びの場所を区別しています。異年齢の交流では、8月はホールで4、5歳児がいっしょに体操を
行うなど、日常的に園内での異年齢の交流が行われています。訪問当日は0、1歳児は散歩にいっしょに出か
け、3、4歳児はいっしょの部屋で食事をしていました。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力

　0～2歳児には個別指導計画を作成しています。また、年齢に関係なく気になる子どもがいるときは個別の指
導計画を作成し、横浜市西部地域療育センターの巡回指導の際に対応の方法のアドバイスを受けています。
保護者と担任で子どもの育成などについて話し合われたことは、職員間で周知し対応内容について共有して
います。個別の計画は、子どもの発達や状況によって見直され、その内容は保育日誌等に記載するなどして
全職員に周知されています。園では、重要なことは連絡帳ではなく担任が保護者に直接伝えて、保護者とのコ
ミュニケーションをとるように努めています。
　保育所児童保育要録を小学校に送付しています。それぞれの子どもの記録は、家庭台帳、育成記録（児童
票）、重要事項説明書の同意書などに記録されています。記録の方法などには統一性があり、子どもの心身
の成長の記録について、だれが見てもわかりやすく記載されています。これらの記録を参考に、職員会議では
担任が子どもの様子を説明するなどして、職員全体が理解できるようにしています。進級時には育成記録や子
どもの重要事項などが記載されている引き継ぎ書を使い、新しい担任に引き継いでいます。
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A評価分類Ⅰ－５　保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み

　園の保育方針には「児童の福祉を守り、心身の調和的な発達のために子どもたちの生活や環境を踏まえて
適切な養護と教育を行う」とあります。保育士は研修などで学んだことを、気になる子どもだけではなく、子ども
が困っていないか、どのようにすれば一日楽しかったと子どもに思ってもらえるかを考えながら保育に取れるよ
うにしています。気になる子どもに対しては、会議で話し合われた配慮事項をファイルし職員が閲覧できるよう
にして、園全体で同じ対応がとれるようにしています。職員間のコミュニケーションはよくとれており、子どもに
対してきめこまやかな対応をとり、園全体で見守る保育を実施しています。
　障がいのある子どもに対する園の環境設備は、玄関、保育室、トイレなどが段差のないバリアフリーになって
います。このほか3階へのエレベーター、1階には多目的トイレがあり環境が整えられています。横浜市西部地
域療育センターなどで子どもへの対応のしかたなどのアドバイスを受けたり、他機関との連携についても職員
に周知されています。個別の指導計画は子どもの特性に沿って作成されています。日常の保育では、子ども
が視覚的に理解ができるように工夫したり、サポートの職員をつけるなどの配慮をしながら、ほかの子どもたち
と変わりなく保育を進めています。また、職員間で障がいについて話し合う体制があります。
　業務マニュアルには虐待についての項目があり、人権に配慮した保育として、子どもは安心、安全、自信、自
由が保障されるとあります。職員室には虐待の種類など虐待について特徴が掲示され、朝の視診（健康観
察）、身体測定、日常の保育中に職員が観察をしています。また、虐待が疑われる場合については職員だけで
はなく、玄関に「届けてくださいあなたの声」という虐待防止や通報に関するポスターが掲示され、旭区こども家
庭支援課や横浜市南部児童相談所、よこはま子ども虐待ホットラインなどの連絡先が記載されています。職員
は支援の必要な保護者には登園時に声をかけたり、いろいろな話ができるようにして保護者とのコミュニケー
ションを積極的にとるようにしています。
　アレルギー対応マニュアルがあり、それに沿って対応をしています。食物アレルギーのある子どもには、医師
から生活管理指示表を提出してもらいます。職員は、食物アレルギーについて研修等で知識を得ています。食
物アレルギーのある子どもの保護者には、事前に献立表を配付して除去食材部分に印をつけてもらい、園と
保護者の双方で確認しています。食事のときにはアレルギー食の誤配がないように、クラス、子どもの氏名、
除去食などを記載して専用のトレーで配ぜんしています。さらに食事のときは、ほかの子どもと席を離して職員
がつくなど、細かい配慮を実施して誤食を防いでいます。
　外国籍の子どもがいた場合には、その国の日常のあいさつなどの言葉を掲示してコミュニケーションを取るよ
うにしたり、外国の絵本を用意して園児に見せるなどしてさまざまな文化があることを伝えています。外国籍の
子どもにはその国の生活習慣をを尊重し、宗教食が必要な場合は食事の内容などにも対応をしています。こ
れまでは在園する子どもの保護者のどちらかが日本語を話せたため特別な対応を必要としていませんでした
が、意思の疎通が困難な場合には横浜市に相談し対応をするようにしています。
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B評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　苦情、要望を受け付ける担当者は主任、解決責任者は園長です。保護者には、目的、解決の体制、2名の第
三者委員が記載された「意見、要望、苦情、不満を解決する為の仕組み導入」の文書を配付しています。園で
は苦情の申し出についての有無を定期的に公表しています。「解決のしくみについて」というフローチャートが
あり、解決に向けた流れがわかりやすく説明されています。また、このしくみで解決できない場合のために、か
ながわ福祉サービス運営適正化委員会の連絡先も記載されています。玄関には意見箱とアンケート箱が設置
されています。保護者の要望などがあれば、後日手紙のやりとりをするなどして対応をしています。言葉で自
分の意思を伝えられない子どもには、子どもの様子や表情などから気持ちを汲み、保護者には保育士から声
をかけるように努めています。
　苦情対応のマニュアルがあります。苦情などの解決に第三者委員を2名設置し、かながわ福祉サービス運営
適正化委員会に申し出ができることなども保護者に文書を配付して周知するようにしています。保護者からの
要望苦情については、要望、苦情ノートに記載して、職員間で周知できるようになっています。過去の苦情、ト
ラブルの例について職員全体への周知はされていますが、それを記録としてまとめるまでには至っていませ
ん。今後は苦情、トラブルについて記録して整理し、ファイルを作るなどして管理されると良いでしょう。
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A評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　0～2歳児クラスでは、おもちゃを種類別にかごに入れて、自分たちで取り出しやすいようにしています。また、
そのかごにはおもちゃの写真をはり、自分で片づけられるよう工夫しています。その他おもちゃのガス台や流し
を設置したおままごとのコーナーがあり、自由に遊ぶことができます。3～5歳児クラスでは、パズル、粘土、塗
り絵やブロックを保育室に置き、子どもたちが自由に取り出せるようになっています。大きなおもちゃはホール
にしまってあり、自由遊びの時間には折り紙、ブロック、おままごとなどを出してパーテーションを使って各コー
ナーを作り、子どもが落ち着いて遊べるようにしています。朝と夕方の延長保育時の自由時間は自由に遊ぶこ
とができる時間です。
　園では子どもの自由な発想を受けとめ、それを集団活動に取り入れる取り組みをしています。作品展では、
「あゆみの森」というテーマを設けて子どもたちのアイデアをもとにみんなで「猫バス」を作りました。発表会で
は、2、3歳児が好きな絵本を選んで劇を行い、配役なども自分たちで決めました。子どもたちが泥んこ遊びで
山を作り、そこからジオラマ作りに発展したこともあります。一斉活動では、ドッジボール、鬼ごっこ、しっぽとり
ゲームなどルールのある遊びを取り入れています。自由遊びの時間にはおままごとやブロック遊びなどさまざ
まなコーナーを設けて、子どもたちが思い思いに遊んでいます。保育士は子どもが興味を持って遊べるよう
いっしょに遊んだり、声掛けをしています。
　3～5歳児クラスでは、夏にはプランターでトマト、なす、ピーマンやオクラの栽培をしました。子どもたちは交代
で水やりを行い、花が咲いたり、実をつける様子を楽しみに観察しました。5歳児クラスでは、一人ずつひまわり
を育て、写真つきで観察日記を書き、花が咲くと各保育室に飾りました。子どもたちは散歩に行くときには、行
き交う人とあいさつをしています。月1回近隣の公園の清掃日があり、3～5歳児が参加し、近隣の方とのふれ
合いを楽しんでいます。勤労感謝の日には、地域の消防署や駅などに花を持って訪問し、消防車に乗せてもら
うなどの体験をしています。親子遠足では動物園に行ったり、電車に乗って卒園遠足に出かけることもしていま
す。
　園では、ヨコミネ式保育を取り入れており、3～5歳児クラスではドリル、けん盤ハーモニカ、体操、1、2歳児ク
ラスでは形に合わせて色を塗るなどの活動をしています。月1回、季節や行事に合わせて絵を描いたり、製作
を行っています。夏には花火を製作し、秋にはコスモスやハロウィンの製作を行い壁面に飾りました。廃材を利
用して自由に製作する時間も設けています。今年は、廃材を利用してボートを作り水に浮かべて遊びました。3
～5歳児は個々に自由画帳やクレヨン、サインペンを持っており、自由に絵を描くことができます。
　0～2歳児のけんかについては、引っかきやかみつきがないよう防止をしていますが、引っかいたり、かみつ
いたりしたときには、職員は「痛かったねえ」と相手の気持ちを伝えるようにしています。3～5歳児のけんかのと
きには、職員はできるだけ当人同士で解決するよう見守り、その後じっくり話を聞くようにしています。朝と夕方
の長時間保育の時間は、異年齢の子どもがかかわりを持てる時間となっています。そのほか8月には3～5歳
児が異年齢で2つのクラスに分かれて過ごす取り組みをしています。異年齢で過ごすことで年下の子どもは年
上の子どもに憧れ、年上の子どもは年下の子どもをいたわる気持ちがはぐくまれています。職員は優しく子ど
もに接し、信頼関係を築いています。
　0～2歳児クラスでは、天気の良い日には毎日散歩に行くようにしています。3～5歳児はヨコミネ式保育を行っ
ており、公園で毎日マラソンを行い、その後クラスごとに体操をしています。逆立ち、跳び箱やマット運動などの
練習を毎日行っています。発表会のときにはその成果を披露しています。また、年1回、ヨコミネ式保育を行っ
ている保育園と合同のスポーツ大会に参加しています。5歳児は地域10園と合同で年5回ほど交流の機会を持
ち、ドッジボールなどを楽しんでいます。運動会では、0歳児は親子競技を行い、1～4歳児はお遊戯、5歳児は
ソーラン節を披露しました。園では子どもの既往歴や体調に合わせて遊びの工夫をしています。

評価領域Ⅱ　サービスの実施内容
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A評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　給食では、子どもの苦手とするものは少し減らして配膳し、食べきることができるよう配慮しています。保育士
は「少し食べてみようか」などの声掛けをし、食べることができたときには「がんばったね」などとほめるようにし
ています。栄養士と保育士が合同でクラスごとの食育計画を作成し、とうもろこしの皮むきやそらまめのさやむ
きをはじめ、スイートポテト作りやカレー作りを行っています。3～5歳児クラスでは、当番の子どもが配膳のお
手伝いをしています。離乳食を食べるときには、食べるペースが同じくらいの子どものグループを作り、子ども
のペースで食べることことができるよう配慮しています。授乳のときには抱っこをして声をかけながら行っていま
す。
　季節感のある献立や食欲がわくような盛り付けの工夫として、行事食に配慮しています。5月にはこいのぼり
に見立てたご飯、ハロウィンにはご飯にのりをはって顔を作り、クリスマスには1クラス分のハンバーグをリース
型に作り、みんなで取り分けて食べました。旬の野菜を取り入れ、春には春キャベツ、秋にはさつま芋やきのこ
ご飯を提供しました。夏にはモロヘイヤをみんなでちぎり、モロヘイヤスープを作りました。みんなでちぎって
作ったことでモロヘイヤスープは子どもたちの人気メニューとなりました。おやつは、運動量も考慮してできるだ
けご飯や麺類を出すようにしています。食器は強化磁器のものを使用し、年齢に合わせて大きさを工夫してい
ます。
　園の栄養士が2週間サイクルの献立を作り、調理は外部に委託しています。毎日クラスごとに残食調査を行
い、後で保育士に子どもの喫食状況について聞いています。毎月1回、園の栄養士が乳児会議と幼児会議に
出席して子どもの喫食状況の報告や献立について意見を聞き取り、それをふまえて給食会議を開いていま
す。会議には、園の栄養士、委託業者の栄養士、園長と主任が参加し、話し合いをしています。2週間サイクル
の献立であるため、1週目で人気のなかったものについて、こまかく切る、柔らかく煮るなどの工夫をしていま
す。栄養士や調理師は、各クラスの配膳のお手伝いに行き、子どもの食事の様子についても把握するようにし
ています。
　園では毎月献立表を作成し、保護者に配付しています。献立表には、三大栄養素のそれぞれの食材を記載
しています。給食だよりも毎月発行しています。給食だよりには今月の食育目標を記載し、手洗いについて、夏
ばてしない食事について、苦手な野菜を克服するヒントなど、季節や保護者の興味に合わせて情報を提供して
います。子どもに人気のある献立を中心にレシピを給食だよりに掲載したり、玄関に持ち帰り用のレシピを置い
ています。毎日、玄関にその日の献立のサンプルを掲示し、どのようなものをどれくらい食べたか保護者にも
わかるようにしています。3～5歳児クラスでは、保育参観のときに給食の試食をする機会を設けて、味付けや
保育所で配慮していることを伝えています。
　午睡時にはカーテンで部屋を少し暗くし、子どもが落ち着いて眠ることができるよう配慮しています。クラスに
よっては、オルゴールの音楽を流したり、なかなか寝つくことのできない子どもには背中をとんとんするなど、安
心して眠りにつけるよう工夫しています。眠れない子どもや眠くない子どもには、体を休めることを話し、静かに
遊ぶよう配慮しています。乳幼児突然死症候群（SIDS）の防止のため、0歳児は5分おきに、1歳児は10分おき
に呼吸や体勢のチェックを行い、チェック表に記載しています。5歳児は年度の初めから、4歳児は年度の途中
から午睡をなくし、疲れたときには机にうつぶせになり、仮眠を取るようにしています。
　排泄は活動の節目に行っていますが、排泄したくない子どもを無理にトイレに行かせることはしていません。
また、活動の途中でもトイレに行たくなったときには、保育士に伝えてトイレに行くよう指導しています。トイレト
レーニングは、子ども一人ひとりの発達状況や個人差に合わせて行っており、個々の排泄の時間をチェック表
に記載し、保護者とも口頭でやり取りしながら進めています。紙パンツにおしっこが出ていないときには、紙パ
ンツににこチャンマークを書いて、楽しい気持ちになれるよう配慮しています。排便については、連絡帳で保護
者に伝えています。おもらしをしたときには、子どもの気持ちを傷つけないように言葉をかけながら、ほかの子
どもに気づかれないよう着替えをしています。
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A

A評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　健康管理に関するマニュアルを作成し、会議などで職員に周知しています。健康管理マニュアルには、朝の
視診（健康観察）、健康診断などについて記載されており、それに基づいて一人ひとりの健康状態を把握して
います。子どもの既往歴については入園時に健康台帳に記載してもらい、会議などで全職員に伝えています。
その後は、保護者より報告を受けるとともに、1年に1回健康台帳を保護者に戻し、その後の罹患や予防接種
について追記してもらっています。子どもの体調については、必要に応じて、降園後の対応について保護者と
話し合っています。歯磨きは、2歳児より行っています。虫歯予防デーには、子どもにもわかりやすいようにパ
ペットやペープサートを使用して歯の大切さを伝えています。
　健康診断は年2回、歯科健診は年1回、身体測定は毎月実施しています。健診の結果は、入園時に提出して
もらっている健康台帳に記載し、在園中の健康に関する情報が一目でわかるようになっています。保護者に
は、連絡帳に記載して報告しています。歯科健診の結果については、歯科健診調査票が用意されています。
嘱託医とは、健診結果について相談するだけでなく、日常的に気になる子どもの相談や感染症対策などにつ
いて相談し連携を図っています。季節ごとに保健だよりを発行し、熱中症防止や夏の疲れの取り方など保健に
ついての情報を提供しています。
　感染症対策についてのマニュアルを作成し、会議などで全職員に周知しています。マニュアルには、感染経
路や感染症対策、登園停止基準などについて記載されています。登園停止基準について重要事項説明書に
掲載し、入園時に、完治して登園する場合には登園許可証明証や登園届が必要なこともあわせて保護者に説
明しています。保育中に発症した場合には、速やかに保護者に連絡し、子どもは保護者がお迎えに来るまで
事務所で休んでもらうようにしています。感染症が発症した場合には、流行している病名、人数、症状、登園の
目安などを記載した文書を玄関に掲示してお知らせしています。感染症に関する最新情報は、朝のミーティン
グなどで全職員で共有しています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

　衛生管理に関するマニュアルを作成し、会議などを通して全職員に周知しています。マニュアルには、嘔吐物
の処理のしかた、清掃と消毒について記載されています。清掃や消毒のしかたについて変更する必要がある
ときなどは、会議で話し合いを行い、見直しをしています。トイレや階段は子どもが午睡のときに清掃し、保育
室は食事とおやつの後に拭き掃除を行い、夕方、掃除機とモップをかけています。保育室、トイレなどには清掃
のチェック表をはり、清掃もれがないようチェックしています。
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A

A評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全に関するマニュアルがあります。事故対応と、地震・火災・台風に対応するマニュアルを作成していま
す。地震を想定し、棚の上にはできるだけ物を置かないようにし、CDデッキなどには滑り止めのマットを敷く、
棚に突っ張り棒をつけるなど転倒防止の安全策を講じています。職員の連絡網を整備し、すぐに連絡が取れ
るよう保護者には数件の緊急連絡先を聞いています。災害時にはホームページ上で情報を伝えることになっ
ています。毎月、火災、地震を想定して避難訓練を実施しています。引き取り訓練も行っています。防災ずきん
とサンダルを人数分用意しています。毎年消防署に依頼して、救急救命法の研修を行っており、全職員が習得
しています。
　受診医療機関の一覧表と近隣の施設や系列園の連絡先を事務所に掲示しています。また、各保育室に事
項対応のフロー、救急車の呼び方などをインターホンの横に設置しています。すぐに連絡が取れるよう保護者
には数件の緊急連絡先を聞いています。保育中に子どもがけがをしたり事故にあったときには、小さなけがで
あっても保護者に報告しています。医療機関を受診する場合には、保護者に連絡を取り了解を得ています。け
がや事故、ヒヤリハット事例は専用のノートに記載し、全職員が目を通し把握できるようにし、ミーティングなど
で対応策について話し合っています。
　不審者対応マニュアルがあり、マニュアルを会議などで全職員に周知しています。年1回不審者対応訓練を
実施し、合言葉を決め、子どもたちが安全に避難できるようや役割分担や対応手順を確認し、実際に避難する
練習を行いました。出入り口はオートロックになっており、職員、保護者全員がセキュリティーカードを使用して
います。来客がある時には、必ずモニターで確認して開錠しています。防犯カメラを設置し、事務所のモニター
で確認しています。警備保障会社と提携し、24時間警備システムを導入しています。不審者に関する情報は、
旭区などから得ています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　業務マニュアルには「子どもの人権を守るために」「人権に配慮した保育」の項目があり、使って良い言葉、
使ってはいけない言葉、子どもに対する接し方が記載されています。さらに、「人格尊重の問いかけ」が事務所
の職員の目に届く場所に掲示されています。日常的にも子どもには穏やかな態度で、年齢に応じたわかりや
すい言葉や話すスピードで話しかけることを心がけています。子どものイヤイヤ期にも、ただ注意するだけでは
なく、その子どもの声を認め安心させてから話をするようにしています。子どもどうしのトラブルについても、保
育士は助言と見守りをしながら自分たちでも解決できるように援助しています。子どもに対して不適切な発言、
声のトーンなどに気が付いた場合は職員どうしで注意をし合ったり、会議などで話をして注意を促しています。
　子どもが一人で落ち着きたいときには、パーテーションでしきって空間を作り、保育士の目を意識せずに過ご
せるよう工夫をしています。子どもと1対1で話し合いが必要な場合には、事務所や職員室を使用するなどして
子どものプライバシーを確保し、子どもが不安にならず自分の気持ちを伝えられるようにしています。子どもが
一人で落ち着きたい場所を利用した際には、今後の参考にするために、時、場所、対応した保育士などを記録
するようにしています。
　業務マニュアルには、パソコンセキュリティ設定、個人情報保護に関する基本方針という項目があり、守秘義
務の意義、目的などを職員に周知しています。ボランティアや実習生にもオリエンテーション時に守秘義務、個
人情報の取り扱いなどについて説明をしています。保護者には入園、進級式のときに写真を掲示し販売をする
ことを伝え同意を得ています。園のホームページの「保護者への配付物」の項目についてはパスワードを設定
し閲覧を制限しています。個人情報に関する書類は事務所の鍵のかかるロッカーに保管し、書類は使用した
後は元に戻すなどの徹底をしています。各クラスのかごに入れてあるノートのページを開いたままにしないな
ど、細かい点にも気を配っています。
　今年度より体操服を男女ともに統一しています。活動の中でも、男の子だから、女の子だからという区別はな
く、子どもが好みの色や遊びを自主的に選べるようにして個人を尊重しています。けん盤ハーモニカの色も男
女で分けることをせず、自分の好きな色を選んでもらっています。来年度からは、「母の日」を「ありがとうの日」
に変更し、家族に感謝する日とすることにしています。職員は、無意識に固定観念で話をしたり、性差による区
別をしないように注意し合っています。
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A評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　園の理念や保育方針は、重要事項説明書と見学者などに配付する園のパンフレットに記載しています。この
ほか玄関と各保育室に掲示し、4月発行の園だよりにも掲載して理念や保育方針が保護者に理解されるよう努
めています。新入園児の保護者には入園時説明会で重要事項説明書に基づいて説明し、在園児の保護者に
は毎年行う進級式後の保護者懇談会で説明して、懇談会や個人面談のときなどに園の理念や保育方針理解
をしてもらえているかについて確認しています。
　子どもの送迎時には、職員は子どもの様子を一言付け加えて保護者にあいさつをするよう心がけています。
毎日降園時には、各クラスの活動の様子をホワイトボードに記載して、お迎えに来る保護者に伝えています。
全クラスに連絡帳を用意しています。0歳児の連絡帳は、睡眠、排泄や授乳時間を時系列で記入できるように
なっており、1、2歳児の連絡帳には、食事、睡眠や排泄などの欄を設けて記入できるようになっています。3～5
歳児は自由記述となっており、必要に応じて子どもの様子のやり取りをしています。個人面談はいつでも行え
ることを伝えていますが、3～5歳児クラスではあらかじめ面談日を設定して実施しています。保護者懇談会は
年度初めと年度末に行い、クラスの様子を伝えています。
　保護者の相談にはいつでも応じることができることを伝えています。相談は保護者のプライバシーに配慮して
事務所などで受けています。主にクラスの担任が相談を受けることが多いのですが、相談を受けた場合には
園長や主任に相談し、助言を受ける体制ができています。相談内容によっては園長や主任が直接回答する場
合もあります。相談内容は記録として記載していません。今後は対応結果も含めて記録されることをお勧めし
ます。
　園だよりとクラスだよりを毎月発行しています。園だよりには、園長からのメッセージやお知らせのほか、その
月の行事や誕生日の子どもの紹介、全クラスの様子を掲載しています。クラスだよりは、年3回クラスごとに発
行しています。毎日各クラスの活動の様子をホワイトボードに記載し、玄関及び保育室に掲示しています。保
護者懇談会を年2回実施し、保育内容や保育目標を伝えています。日常の様子や行事の様子を写真に撮って
おり、園内に掲示するとともに専門の業者がインターネットで販売しています。発表会には専門の業者によるビ
デオ撮影を行い販売しています。
　保護者には年間行事予定を年度初めに配付し、保護者が予定を立てやすいよう配慮しています。各行事に
ついては園だよりでもお知らせするほか、大きな行事は詳細を文書にして配付しています。保育参観は全クラ
スで実施しています。3～5歳児クラスでは、1週間の期間を設け、1日3組限定でドリルや体操、けん盤ハーモニ
カ、ランニングなどを子どもといっしょに体験するほか給食の試食も行っています。0～2歳児クラスでは、子ども
のふだんの様子を見てもらうために、子どもには見つからないところに隠れて子どもの様子を見てもらうよう配
慮しています。保育参観や保護者懇談会の様子は、質問の答えなども掲載し、お知らせとして保護者に配付し
ています。
　保護者組織はありませんが、卒園式に向けて担任へのプレゼント作りのために、保護者に保育室を提供しま
した。また、園を謝恩会の会場として提供し、保育士も招かれて参加しています。
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　横浜市こども青少年局や旭区こども家庭支援課などに入園案内などの情報を提供し、横浜市こども青少年
局のホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」では園の概要を見ることができます。園で実施している育児相談
には随時対応し、見学者からの育児相談をはじめ電話やメールでの相談にも応じています。育児相談などの
お知らせを自治会の回覧板で配布し、園からほど近い自治会の地域住民向けの大きな看板にも園行事や育
児相談の案内を掲示しています。また、園の門扉には園行事や育児相談、園庭開放などの案内を掲示し、地
域に情報を提供しています。
　育児相談などの相談内容により園だけでは解決できない場合は、旭区こども家庭支援課や横浜市こども青
少年局、横浜市西部児童相談所、医療機関、小学校などの関係機関と連携しています。これら関係機関は園
を中心として機関名と電話番号を放射線状に結んだ連絡網一覧にして事務室の見やすい位置に掲示し、職員
全員が共有しています。関係機関ごとのファイルを整備し、園長、主任が窓口となり、連携しています。園長や
主任は関係機関に連絡したり情報を受けたり、園児の健康相談をしたり、特に配慮を要する子どもの相談をし
たりして日ごろから連携がとれています。

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供

　園は在園児のみでなく、地域の子育て家庭への支援も園の重要な使命ととらえ、子育て支援活動に取り組
んでいます。　園庭開放やプール、運動会などの園行事に参加した地域の方々と話をしたり、アンケートをとる
などして園の子育て支援事業に何を望んでいるか意見を聞いています。また、散歩先の公園で出会った地域
の子育て家庭の保護者や施設見学に訪れた保護者などから育児相談を受けた際にも園への要望や意見を聞
いています。園長は町内会や旭区の園長会などから地域の動向や子育て支援ニーズについて情報を収集し
ています。
　園では月1回の職員会議などで地域の子育て支援の現状確認や今後の進め方などを検討しています。園で
は月4回の園庭開放（夏季はプール）や育児相談を実施し、園の門扉にこれらの事業を案内するポスターを掲
示して参加を呼びかけています。旭区のホームページや旭区こども家庭支援課の配布物に園の育児相談の
案内を載せてもらっています。園の近隣には広々とした鶴ヶ峰公園があり、園児は日常保育や運動会に利用
しています。この公園には未就園児も親子で来ており、園児といっしょになって遊んだり、保護者には園庭開放
や運動会の案内をするなどして交流しています。地域の私立保育園10園の集まりや旭区の未就園児を対象と
した「子育てひろば」では、地域の未就園児に園の保育士が手作りおもちゃの作り方や手遊びを教えていま
す。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を活かした相談機能

評価領域Ⅲ　地域支援機能



かながわ推進機構提出用（あゆみ保育園）

1-13

評価分類Ⅳ－１　保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ

　自治会の回覧板や園の外向き掲示板に運動会などの行事案内を掲示し、参加を募っています。町内のお祭
りは、園の前の公園が盆踊りや屋台の会場になります。土曜日夜の開催のため園として直接参加はできませ
んが、園の玄関や門扉にお祭り参加の依頼文を掲示しています。土曜日保育の園児は屋台見学に参加して
います。また、町内のお祭りのときには園の駐車場を開放して地域に協力しています。旭区社会福祉協議会
から夏休み期間中のキッズボランティアの要請に応じて保育ボランティア体験の小学生を、また近隣中学校か
ら体験学習の中学生を受け入れています。月1回、園の前の公園の清掃を公園愛護会の方と園の子どもたち
がいっしょに行っています。
　園児は園の前にある公園をふだんから外遊びに利用し、運動会も行っています。散歩ではほかに数か所の
公園を利用しています。3～5歳児クラスは散歩で図書館に行き、絵本を読み、絵本や紙芝居を借りています。
七五三の日は全園児で鶴ヶ峰神社にお参りに行っています。園の発表会は近くの旭公会堂で行っています。
散歩の途中や公園で出会う地域の方には元気よくあいさつをして交流しています。地域の10保育園の交流組
織「つるがみネット」では、他の保育園とドッジボール大会などで交流し、5歳児は近隣の小学校を訪問して1年
生といっしょに遊んだり給食を食べたりして交流しています。お祭りなど地域の行事には園にポスターを掲示し
て参加を呼びかけています。

A

A

　将来の利用者のために、パンフレット（見学者用園のしおり）やホームページなどを通じて園の情報を提供し
ています。パンフレット（見学者用園のしおり）には保育方針や保育目標、施設概要、保育内容、利用料金、保
育時間、年間行事などを掲載し、見学者や入園希望者に配付しています。また、ホームページには保育方針
や保育目標、施設概要、保育時間と利用料、食事、年間行事、一日の流れなどの情報を載せています。旭区
こども家庭支援課の情報コーナーにパンフレット（見学者用園のしおり）を置かせてもらい、横浜市こども青少
年局のホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」にも園の情報を提供しています。
　利用希望者からの問い合わせには、園のしおりや関係資料を事務室に置き、これに基づいて保育理念や保
育方針、施設の概要と利用条件、保育の内容などを説明しています。問い合わせには、さまざまな質問に備え
て園長、事務長が対応し、二人が不在のときには主任または保育士が対応しています。見学の問い合わせに
は、見学できることを案内し、業務に支障がない限り、見学希望者の都合に応じています。見学者にはパンフ
レット（見学者用園のしおり）を渡して園長や主任から保育理念や方針、目標、昨年から導入したヨコミネ式保
育の内容などを説明した後、園内を案内しています。見学終了後には質疑応答の時間を設け、見学者のニー
ズの把握にも努めています。

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供

評価領域Ⅳ　開かれた運営
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

  ボランティアの受け入れは、「ボランティア受け入れマニュアル」に基づいて実施しています。旭区社会福祉協
議会から夏休み期間中の「キッズボランティア」の要請があり、保育ボランティア体験として近隣小学校の生徒
を受け入れました。また近隣中学校から「職業体験学習」の保育ボランティアの中学生を受け入れました。受け
入れた際は、どんな人がボランティアに来るのか、保護者に園だよりや園の掲示用ホワイトボードで知らせて
います。受け入れは園長と主任が担当しています。ボランティアに入る前にオリエンテーションを行い、子ども
の人権尊重や個人情報保護、保育の心構えや子どもの接し方について説明しています。ボランティア終了時
には、反省会を開き、感想を聞き意見交換をしています。有益な意見は園の運営に反映させています。
　実習生の受け入れは「実習生マニュアル」に基づいて実施しています。受け入れに際し、ボランティアと同様
に、どんな人が実習に入るのか、事前に職員や保護者に知らせています。受け入れ担当は園長と主任、実務
担当のクラスの保育士があたります。実習の前にオリエンテーションを行い、ボランティアと同様の留意事項や
心構えを伝え、個人情報保護などに関する誓約書をとっています。実習が実りあるものとなるよう、実習の目
的を明確にし、実習生の希望も考慮して配属クラスや研修プログラムを工夫しています。実習最終日には、園
長、主任も含めた反省会を開き、実習生の感想を聞き、意見交換をしています。
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評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　園長は園の運営に必要な人材が確保されているか常に把握して、不足が予想される場合には必要な人材の
補充を早めに行っています。職員の育成については「あゆみ保育園キャリアパスイメージ」を基にしています。
これには職歴と役職、それに伴う役割と求められる能力・資質などが書かれています。園の保育理念や保育
方針、保育目標をふまえて逐次階層別の能力・資質が身に付くように、人材育成のための年間研修計画を主
任が作成しています。園長と、時には主任もいっしょに11月に非常勤職員を含めた全職員との個人面談を行っ
ています。その際に職員の勤務継続や次年度のクラス希望について確認するとともに年間目標の振り返りと
達成度の評価、次年度の目標の確認を行っています。
　今年度の「あゆみ保育園年間研修計画」には、目的を「職員の資質向上および維持」として園外研修、園内
研修について研修の内容、主催者などを記載しています。職員は横浜市や旭区、大学などの研修リストから希
望の研修を申請し、具体的な研修計画を主任が作成しています。園長が指名して必要な研修を受けてもらうこ
ともあります。内部研修は月1回の職員会議の中で実施し、職員・非常勤とも必要な職員が出席できるよう配
慮しています。園外研修にはヨコミネ式保育の実施園見学や横浜市西部地域療育センターでの実施研修があ
り受講しています。危機管理や手作りおもちゃなど研修の成果は研修報告書で発表し、保育の現場に生かし
ています。園長と主任は研修成果を評価して、次の研修計画につなげています。
　「保育の心得」をはじめ非常勤職員にも業務マニュアルを配付しています。業務にあたっては職員と非常勤
職員を組み合わせてクラスを受け持つようにして、毎日の勤務シフトに配慮しています。研修には内部、外部を
問わず非常勤職員も参加でき、必要があれば園長が指名して研修に行ってもらうこともあります。非常勤職員
からも研修報告書の提出を受けています。職員会議や乳児会議、幼児会議に参加できなかった職員や非常
勤職員には議事録を配付しています。非常勤職員の指導担当者の主任は、職員や非常勤職員に声かけや話
などをして良好なコミュニケーションを保つようにしています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は年度末に1年間を振り返り、「自己評価シート」の項目に沿って自己評価を行い、これに園長が評価コ
メントを付し次年度につなげるしくみがあります。園の運営も軌道に乗りはじめ、昨年度からヨコミネ式の保育
を取り入れました。職員は、ヨコミネ式保育の研修や見学に行き、学んだ成果を勉強会や職員会議で披露し、
全員で習得に努めています。ヨコミネ式は導入後1年ほどが経過し、一層のサービス向上を目ざして研修や勉
強会を重ね、定着化を図っています。年に2回、ヨコミネ式保育専門の指導員による評価、指導を受けていま
す。横浜市西部地域療育センターから年2回の巡回訪問を受け、特に配慮を要する子どもの保育指導を受け
ています。
　保育の自己評価は年間指導計画、月間指導計画、週案・日誌それぞれにクラス単位で行っています。0歳児
は個人別の月間指導計画に自己評価をしています。例えば5歳児の計画で「異年齢の友達にやさしく接して手
本となるように行動する」というねらいには「年下の友達に対してやさしく接することを意識しているようだった」
と、計画で意図したねらいと関連付けて自己評価を行っています。保育の自己評価は、例えば「個々の持てる
力を発揮できるよう認めていく」として、子どもの活動や結果だけでなく、取り組む意欲や努力の過程を重視し
て行っています。職員は自己評価を通して、自己の実践の改善や次の計画作成につなげています。
　職員の自己評価や保育の年間指導計画、月間指導計画、週案・日誌、0歳児の個人別月間指導計画などの
自己評価の結果を基に乳児会議や幼児会議、職員会議などで話し合っています。話し合いの中から園として
の課題を明らかにして、できるものから改善に取り組んでいます。園は「一日が楽しいと思える保育園」を理念
に掲げ、保育方針、保育目標のもと、保育課程に沿って園の運営にあたっています。現在、個々の職員や保
育の自己評価を行っていますが、園としての自己評価はできていません。したがって園の自己評価の公表もあ
りません。園を運営する法人の単年度の事業計画と事業報告は作成しています。また、園でも今後「保育所の
自己評価」を行う計画です。

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　
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A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持

　経験年数と役職に応じて求められる役割や必要とされる能力・資質などを「あゆみ保育園のキャリアパスイ
メージ」に明文化しています。通常の業務は状況に応じ自主的な判断ができるように、現場の職員に任せてい
ます。しかし、事故や苦情など状況判断を要する突発的な出来事は、主任や園長に報告、連絡、相談すること
を徹底しています。職員会議では業務の改善提案や要望を聞き、改善できることは速やかに行うようにしてい
ます。「空調があるのはいいが、均一に遠くまで風が届かない」という意見があり、扇風機を設置し併用可とし
ました。11月の全職員との個人面談により、園長は来年度の就業継続の可否と共に職員の満足度や要望を
把握しています。
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A

A

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　保育理念、保育方針、保育目標を玄関と事務室に掲示して職員や利用者が常に確認できるようにしていま
す。また、これを記載した入園案内を毎年、全職員に配付しています。園のホームページにも保育方針、保育
目標を記載しています。職員は入職時の研修で保育の理念、方針、目標を学んでいます。年度の初めには、
職員会議で園長が職員に説明し、周知しています。また、保育課程にも記載しています。指導計画実施後の自
己評価を話し合うクラス会議などでも保育の内容が保育理念や方針に合致しているか確認しています。11月
の園長と全職員との個別面談で、園長は年度初めからの職員の勤務姿勢が保育理念や方針、目標に沿って
行われてきたか確認しています。
　昨年度から園の保育にヨコミネ式を取り入れました。4年前の園の開園時から採用の構想はありました。園の
運営が軌道に乗り始めた2年目の9月に全職員がヨコミネ式保育法の説明を受けました。昨年2月の生活発表
会のときに園長から保護者にヨコミネ式保育の導入の意向を伝えました。4月の入園式の後に保護者にヨコミ
ネ式保育の特徴の説明と質疑応答を行いました。また、こうしている間にも5歳児担当の職員が研修を受けた
り、園だよりを通して保護者に伝えたり、質問に答えるなどしてきました。園長、主任を中心にチームを作り、ヨ
コミネ式の勉強、研修、研修報告など組織をあげて取り組んでいます。今年8月に給食部門を外部委託に切り
替えた際にも同様に事前に保護者に十分説明をした後に実施しました。
　スーパーバイズのできる主任クラスを養成するために、旭区や横浜市などが主催するリーダー研修や主任
研修にクラスリーダーを計画的に参加させています。主任は担当クラスを持たず各クラスを回り、子どもの様子
や職員の子どもとの接し方を観察し、必要な場合には職員の能力や経験に合わせて具体的な援助や指導を
行っています。また個々の職員が良好な状態で仕事に取り組めるよう、職員の健康管理にも気を配り、体調の
すぐれない職員には声掛けをして様子を聞き、園長に相談して病院で受診させるなり、早く帰らせるなり、後の
フォローも含めふさわしい対応をしています。

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　園の就業規則の服務規定などに子どもの人権尊重や個人情報保護、守秘義務など職員として守るべき規範
や倫理などが明文化されています。職員は入職時の研修でこれを学び、職員会議でも年に数回人権や倫理
の振り返りの中で就業規則に立ち返り、周知を図っています。園の経営情報は社会福祉法人恵泉会として横
浜市の監査を受けて横浜市のホームページに公開されています。他施設で発生したアレルギー食の誤食事故
やプールでの事故などの事例は新聞記事などを基に速やかにミーティングなどで学び、手順や注意点の再確
認をしています。
　子どもたちはゴミの分別を職員といっしょに行い、リサイクルをはじめとした環境意識を高めるようにしていま
す。またペットボトルや牛乳パック、段ボールなどを工作材料に利用しています。裏紙を使用して紙を節約した
り、給食では残食を記録して仕入れを調整するなどしてゴミの発生を減らしています。プールの水は打ち水や
畑、プランターへの水やりに再利用しています。省エネルギーの推進ではエアコンの室温管理をこまめにした
り、園庭にタープを設置して日影を作ったり、全館をLED化したり、屋上にソーラーパネルを設置したりして横浜
市から「ECO保育園」の認定を得ています。緑化の推進では園の周辺やプランターに季節の花などの植物を植
えています。地球環境保全のための考えを「環境への取り組み」として明文化し、玄関に掲示しています。

評価領域Ⅵ　経営管理
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　旭区や横浜市の園長会、旭区こども家庭支援課、横浜市こども青少年局、地域の10保育園の交流組織「つ
るがみネット」などから環境の変化に対応した法律や制度の改正、待機児童や地域の少子化の動向など園の
事業運営に影響ある情報を収集し、分析しています。園の理念や方針を実現するためにヨコミネ式保育を導入
した際には、幹部職員で入念に会議を持ち、その後職員会議で説明しました。また地域に保育園増設など重
要な情報も幹部で話し合った後、職員会議などで全職員に伝えました。調理担当者の休みから発生した給食
の問題は園の幹部間や職員会議の討議を経て外部委託に決定しました。このように園運営に関する重要な課
題は職員に周知し、園全体で取り組んでいます。
　園の運営に関しては、法人で昨年度の事業報告と今年度の事業計画を作成していますが、中長期の事業計
画は策定されていません。園の特徴を生かし、具体的な数値を入れた中長期計画を策定して、幹部と職員が
一体となって事業計画に取り組むことを期待します。実際の運営では、園長は次代の施設運営に備え、ヨコミ
ネ式保育の定着と資格取得者の増強や地域の子育て支援など、年度を超えた取り組みを常に検討していま
す。また園長、主任は「キャリアパスイメージ」を基に後継者の育成を図っています。園の運営に関し、ヨコミネ
式保育指導員や経営コンサルタント、公認会計士、社会保険労務士などの専門家の指導、意見を取り入れて
います。
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第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを中心に、観察調査を実施しました。また、幼
児とは会話の中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

【０歳児】

【１歳児】

【２歳児】

　１歳児は前日に電車が見たいという子どもたちの希望があり、駅に電車を見に行くことになりました。玄関では
靴を頑張って履いています。保育士はできるだけ子どもが自分で頑張ろうとすることには手を出さずに、声かけを
するなどして子どもの自主性を大切にしています。子どもたちは歩きながら色々な物に興味を示し、保育士に「こ
れは、何？」「見て」「～がある」と声をかけると、「この花は～だね」「この前より大きくなっているね」と、会話が続
きます。保育士がお散歩の途中に「そこは、気をつけてね」と声をかけると、一人の子どもが「先生がいるから平
気」と言いました。子どもたちは保育士に見守られていることを感じているようです。駅では電車が来ると、みんな
嬉しそうに笑ったり、手を振るなどして楽しそうです。この日は0歳児もいっしょに出かけていたので、１歳児がバ
ギーの中の0歳児を「可愛い、可愛い」と、なでたり話しかけるなど異年齢の交流も見られました。園に帰ってくる
と食事までの間、みんなで電車のおもちゃで遊んでいました。食事は自分でエプロンをつけ、「いただきます」のご
あいさつをして食事が始まります。この日のメニューはカレーです。保育士がご飯とカレーを少し混ぜて子どもた
ちが食べやすくなるようにしていました。みんな上手に食具を使い、楽しそうに食事をしています。「おいしいね」と
いう保育士の言葉にニッコリと笑い、食事が進みました。子どもたちが自分から何かをしたいということを大切に
支援をしています。

　2歳児はヨコミネ式保育の準備段階で、今日は四角形に色を塗ります。子どもたちはテーブルについて、好きな
色のクレヨンを取り、ぬり絵をします。ぬり絵が終わると、次はお散歩です。たれつき帽子をかぶりトイレに行きま
す。トイレが終わった子どもは、手を洗い水筒を肩にさげます。身じたくができた子どもは本棚の前で座ります。
玄関で靴下と靴を履いて、二人ずつ手をつないで出発です。「カマキリがいた」「赤い実があった」と保育士とお話
ししながら、歩いていきます。公園に着きました。一人の保育士が公園内の危険箇所を見回り、安全確認をして
います。「お山は登っていいけど、階段を上って道路に出るのはだめですよ」などの約束ごとを子どもたちは座っ
て聞いています。お話の後は、慎重に丘に登る子ども、どんぐりがたくさん落ちている木の下で黙々とどんぐりを
拾う子ども、小枝を集める子どもなど、それぞれ思い思いに楽しんでいます。保育士もいっしょにどんぐり探しをし
ます。「お母さんに見せようね」と声をかけられ、子どもも嬉しそうです。お散歩から帰って、排泄を済ませ、食事
の時間です。ほとんどの子どもがスプーンを持って食事をしています。サラダも上手に食べています。「あともう少
しだね」「きれいに食べました」など保育士たちは子どもの意欲がわくような声掛けをしていました。

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　朝、0歳児は保育室内で保育士に自分の使っている遊具を見せたり、声を出したりして遊びに熱中しています。
保育士が数や顔が出てくる絵本を子どもに見せながら、声の調子や身振りを交えると、いっしょに手を叩いたり、
話の中に出てきた自分の顔の部分を触って楽しんでいる様子が見られました。その後、１歳児といっしょに、電車
を見にお散歩に出かけました。天気の良い日です。ほとんどの子どもたちはバギーに乗り、2人の子どもは自分
で歩きたいと保育士と手をつないでお散歩に出発です。飛行機の音がすると、みんなで空を見上げています。保
育士は子どもたちに散歩道の途中で聞こえる音、見える景色、花などについて、子どもたちが興味を持てるよう
に話しかけています。子どもたちは散歩の途中にお年寄りから声をかけられたりすると、ニコニコと笑っていま
す。駅では何台もの電車が通過します、保育士が「また来たよ」「今度は赤いね、青いね」などと子どもたちに話し
かけています。お散歩から帰ると給食の時間です。食事のときは、姿勢が保たれるような椅子に座り、エプロンを
してもらいます。そして、食事が運ばれてくるのをニコニコしながらおとなしく待っています。上手に口をモグモグさ
せて食べる子どもには、「そうそう、上手だね、おいいしいね、もう少し食べようか、すごいね、できたね」などと保
育士が声をかけると、子どもも嬉しそうに笑い、もっと食べようとしています。保育士は手を出さすに、子どもが自
分でできたという達成感を持てるように支援をしています。
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　ヨコミネ式体操をしていました。準備運動を終えて、「後ろ反り」をします。広げたマットの上で、両手を頭の上
に、そのまま体を反らします。「手のひら折って。そうそう」と保育士。両手はついたものの支えられず、頭がマット
についてしまう子どももいます。「頭をつけないで」と保育士が子どもの腰に手をあてて介助しています。保育士
が手を離すと、「うわ」と声を上げたりして、腰から崩れてしまう子どももいました。中には後ろ反りのまま、何歩か
前に進める子もいます。進めると「できた、できた」と喜んでいます。保育士も「よくできたね」とほめて、応じていま
す。次は「逆立ち歩き」です。まず、マットに両手をついて思いきり両足を上げて逆立ちをします。「えい」と声を上
げて逆立ちに挑みますが、勢いが弱かったり、強すぎてどてんと仰向けに倒れてしまったり、なかなか難しそうで
す。保育士は、子どもが上げた足の膝のあたりを持って、「そう、もう少し」と介助しています。逆立ちのまま2、3歩
前進できる子どもも出てきて、「できた」と保育士といっしょに喜んでいました。午後のおやつ前の自由時間です。
保育士がそばについて、何人かの子どもがヨコミネ式体操をしています。席について色紙をはさみで何本かに切
り、それぞれをつなげて、「こうするともっときれい」などと子どもどうしで言いながら、髪飾りを作っている子どもも
います。黙ってオセロゲームに興じている子どもやみんなで話し合って積み木で形を作っている子どもなど、それ
ぞれにやりたい遊びを楽しんでいました。

　「では先に柔軟しまーす」と保育士が言って、ヨコミネ式体操が始まりました。初めは「開脚ー」と言うと、子ども
たちは両足を広げて両手を伸ばして身体を前に倒します。みんなで1、2、3、4…と20まで数えます。保育士の「片
足ー」の声で同じように次々とこなし、「アザラシー」と言うと、子どもたちは両手を床の前につき、体を後ろに反ら
して頭と両足がつくような姿勢になりました。「ほら、もう少し」と、保育士が励まし、20まで数えます。子どもたちは
おしゃべりもせず真剣に体を動かし、きれいにできていました。「それでは逆立ちをしまーす」と保育士が言うと、
子どもたちは壁際に並んだソフトマットに移動します。A、Bの２グループに分かれ、Aグループから始めます。
「よーい、始め」で逆立ちの開始です。足がなかなか壁につかない子どもは保育士が介助します。「そうそう、腕で
しっかり支えて」と保育士。「できた」と言う子どももいて、次々とできていきます。「1分できるかな？」と保育士が
時間を計ります。Bチームが「がんばれ、がんばれ」と声援を送ります。Aグループの子どもたちは顔を赤くして頑
張っています。結果、3分間できた子どもがいて、みんなから拍手が送られ、胸に金色のシールを付けてもらい、
誇らしげでした。訪問調査2日目は昼食の場面を見ました。「きょうはカレーだよ」というと、ほかの子どもが「カ
レー大好き」と応じます。「辛いのも食べられるよ」と別の子ども。「でも、うーんと辛いのは食べられないでしょ」
「りんごもおいしいよ」と会話を楽しみながら、おいしそうに食べていました。

【３歳児】

【4歳児】

　3歳児はヨコミネ式保育を行っています。まずは、テーブルについてドリルをします。今日はカタカナの練習で
す。保育士は見回って、子どもの姿勢を直したり、アドバイスをしたり、できた子どもに花丸をつけていきます。途
中でトイレに行きたくなった子どもは保育士に伝えてからトイレに行きました。ドリルが終わった子どもは絵本を読
みます。みんなが終わってよく見ると、絵本がたくさん横積みになっています。「みんなで協力して片付けよう」と
保育士が声をかけると、子どもたちが次々に絵本を本棚に運びました。次はけん盤ハーモニカです。二人ずつ前
に出て、まず、音階で動作をつけて「メリーさんのひつじ」「かえるの歌」などの歌をうたいます。それからけん盤
ハーモニカの練習が始まりました。次は体操の時間です。2つのグループに分かれて、一方は跳び箱と前転、も
う一方は逆立ちの練習です。助走をつけて、跳び箱に開脚で乗った後、でんぐり返しをします。「ふざけないよ」
「帰り方も素敵かな」と、保育士は一人一人注意しながら介助をしています。逆立ちにはもう一人の保育士が付き
添い、子どもたちは壁に向かって逆立ちの練習をしていました。終了後、集まって礼をし全員が「ありがとうござい
ました」と言っていました。

【５歳児】
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■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園した時の状況

0.0%

その他： コメントはありませんでした。

⑥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
を含めて）

36.2% 36.2% 10.6% 14.9% 2.1% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

40.4% 55.3% 2.1% 0.0% 2.1%

その他： コメントはありませんでした。

④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つい
ては

40.4% 46.8% 10.6% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

③園の目標や方針についての説明に
は

48.9% 42.6% 4.3% 0.0% 4.3% 0.0%

その他： 「わからない」というコメントがありました。

2.1%

その他： 「見学していない」などのコメントがありました。

②入園前の見学や説明など、園から
の情報提供については

48.9% 38.3% 4.3% 2.1% 6.4% 0.0%

①見学の受け入れについては
66.0% 19.1% 0.0% 0.0% 12.8%

その他： 「説明が不十分に感じられた」などのコメントがありました。

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

無回答

47.4% 36.8% 13.2% 0.0% 0.0% 2.6%

まあ
賛同できる

どちらとも
いえない

あまり
賛同できない

賛同できない

無回答

19.1% 61.7% 12.8% 6.4% 0.0% 0.0%

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：平成 28年 7月 25日  ～  平成 28年 8月 8日 ）

送付方法・・・園を通して保護者へ配付
回収方法・・・評価機関宛に保護者より直接郵送

送付対象世帯数： 79 回収数： 47 回収率： 59.5%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が24人（51.1%）、「満足」が18人
（38.3%）で「満足」以上の回答は合計42人（89.4%）でした。

　自由意見には、「新しいことへの取り組みやもっと良くしていこうという風土が感じられま
す」「保育士の方たちは、とても親切で明るい方が多く、責任者の方もしっかりとされていて、
全体的にとても雰囲気の良い保育園です」など園に対する感謝の声が寄せられています。

　項目別に見ますと、とても満足度が高い項目として、「問7② 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」で74.5%、「問2① 見学の受け入れについては」「問4生活③ 基
本的生活習慣（衣服の着脱、手洗いなど）の自立に向けての取り組みについては」で66.0%が挙
げられます。「問6① 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」「問6④
送り迎えの際、お子さんの様子に関する情報交換については」はほかの項目に比較するとやや満
足度が低い項目です。

結果の詳細

施設の基本理念や基本方針の認知

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

問１で「よく知っている」、「まあ知っている」と回答した方のうち

保育目標や保育方針への賛同
賛同できる
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問3 保育園に関する年間の計画について

問4 保育園に関する年間の計画について

「わかりません」などのコメントがありました。

その他：

⑦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

38.3% 48.9% 6.4% 2.1% 4.3% 0.0%

その他：

0.0%

その他：
「まだおむつはずしの年齢ではないので、わかりません」などのコメントがありまし
た。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

53.2% 44.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%

⑤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

44.7% 25.5% 6.4% 2.1% 21.3%

④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

57.4% 29.8% 10.6% 0.0% 2.1% 0.0%

その他： 「わからない」というコメントがありました。

③基本的生活習慣（衣服の着脱、手
洗いなど）の自立に向けての取り組み
については

66.0% 23.4% 2.1% 2.1% 6.4% 0.0%

その他： 「まだできないので」などのコメントがありました。

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

57.4% 36.2% 0.0% 0.0% 6.4% 0.0%

①給食の献立内容については
61.7% 29.8% 4.3% 2.1% 2.1%

その他： 「見てないし、話もできないのでわかりません」というコメントがありました。

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

0.0%

その他：
「お菓子や調味料などへの添加物が気になるがそれ以外はOK」というコメントがあ
りました。

0.0%

その他： 「よくわからない」などのコメントがありました。

⑥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

57.4% 38.3% 2.1% 0.0% 2.1% 0.0%

⑤遊びを通じて友だちや保育者との
関わりが十分もてているかについては

57.4% 31.9% 6.4% 0.0% 4.3%

その他： 「見てないのでわかりません」というコメントがありました。

④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

55.3% 34.0% 8.5% 0.0% 2.1% 0.0%

その他： 「見てないのでわかりません」というコメントがありました。

③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）

59.6% 29.8% 4.3% 2.1% 2.1% 0.0%

その他： 「見てないのでわかりません」というコメントがありました。

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

59.6% 25.5% 8.5% 4.3% 2.1% 0.0%

①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）

57.4% 34.0% 4.3% 2.1% 2.1%

その他： 「見てないのでわかりません」というコメントがありました。

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

0.0%

その他： 「見てないのでわかりません」というコメントがありました。

0.0%

その他： 「基本的には満足してます」などのコメントがありました。

②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

29.8% 46.8% 4.3% 8.5% 10.6% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

31.9% 42.6% 17.0% 4.3% 4.3%

その他： 「まだわかりません」などのコメントがありました。

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
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問5 保育園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

「そういったケースはなかったので不明」などのコメントがありました。

その他：

⑦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
る場合の対応については

40.4% 40.4% 6.4% 2.1% 8.5% 2.1%

その他：

0.0%

その他： 「重要な情報の連絡体制とは何ですか？」というコメントがありました。

⑥保護者からの相談事への対応には
21.3% 57.4% 19.1% 2.1% 0.0% 0.0%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

29.8% 57.4% 6.4% 4.3% 2.1%

④送り迎えの際、お子さんの様子に関
する情報交換については

17.0% 57.4% 17.0% 8.5% 0.0% 0.0%

その他：

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

29.8% 51.1% 14.9% 4.3% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：
「個人面談を行ってほしい。子どもの様子をもっと細かく聞いてみたい」などのコメン
トがありました。

②園だよりや掲示などによる、園の様
子や行事に関する情報提供について
は

48.9% 44.7% 4.3% 2.1% 0.0% 0.0%

①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

17.0% 46.8% 23.4% 6.4% 6.4%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

27.7% 53.2% 10.6% 2.1% 6.4% 0.0%

その他：

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

「よくわからない」などのコメントがありました。

④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

44.7% 44.7% 4.3% 4.3% 2.1% 0.0%

その他： 「発生がないのか言われてないのかわかりません」というコメントがありました。

0.0%

その他：
「雨の日ベビーカーだと雨やどりさせる場所がなく困ってます。大きな屋根があると
助かります」というコメントがありました。

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については

51.1% 42.6% 2.1% 4.3% 0.0% 0.0%

①施設設備については
46.8% 38.3% 8.5% 4.3% 2.1%

その他：

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
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問7 職員の対応について

問8 保育園の総合的評価

38.3% 8.5% 2.1% 0.0%

0.0%

その他： 「要望できるのかわからない」というコメントがありました。

総合満足度は
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答

51.1%

⑤意見や要望への対応については

44.7% 40.4% 2.1% 10.6% 2.1%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

55.3% 38.3% 2.1% 4.3% 0.0% 0.0%

その他：

③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

44.7% 25.5% 0.0% 0.0% 29.8% 0.0%

その他： 「わかりません」などのコメントがありました。

0.0%

その他：

②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

74.5% 23.4% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

61.7% 36.2% 0.0% 2.1% 0.0%

その他：

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
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事業者からの意見

　当園は開園から5年目を迎え、私たちの日々の保育についての振り返り、また客観的な評価を頂くことで今後の保育を
より良くしたいという思いで第三者評価を受審しました。
3年前には分園としてあゆみキッズ保育園も開園し、2年前からはヨコミネ式を取り入れた保育を行っています。
　自分たちだけではなかなか気付かない部分や当たり前にやっていたことを見直すなど、新しい発見をすることができ、よ
りよい園運営のヒントを沢山頂きました。
　今後も保育の向上を目ざして頑張っていきたいと思います。
　お忙しい中、アンケートにご協力頂いた保護者や評価機関関係者に心より感謝しております。
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