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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 12月 2日～平成29年 1月 16日）

評価方法

（結果に要した期間 3ヶ月）

しんよしだ保育園

平成29年3月8日

　しんよしだ保育園は、東急東横線綱島駅から徒歩で15分の位置にある、平成11年7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。子どもの豊かな心を育てることを大切にした
保育を目ざし、保育方針は「豊かな心と身体の自立を促す遊びを中心とした楽しい保育－様々な遊びの経験か
ら自ら考え、行動し、生きる力の基礎を育てる」です。定員は148名（0～5歳児）、開園時間は、平日は7時から19
時、土曜日は7時から16時です。地域に根ざし、遊びを中心とした楽しい保育を行っています。異年齢保育や食
育、音楽活動、外部講師による体操も取り入れ、子どもたちは明るく元気に活動しています。

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 12月 12日～平成28年 12月 26日）

（実施日：平成29年 2月 14日、平成29年 2月 15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)

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

全職員で自己評価を行い作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：平成29年 2月 14日、平成29年 2月 15日）
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　法人では、5か年の中期計画と10か年の長期計画を作成しています。中期計画の中に園の屋根・外装塗装の
予定が盛り込まれているほか、長期計画では地域ニーズに即したサービス展開と系列施設共通の項目が示さ
れています。保育環境を取り巻く環境の変化が激しく事業の方向性を定め計画にすることは難しいですが、環境
に左右されない普遍的なことについては、園独自でも中・長期計画を作成することをお勧めします。例えば、法人
の長期計画の「人材育成」を園独自の計画に具体化してはいかがでしょう。保育力を高いレベルで維持し向上さ
せることに視点を置いて職員一人ひとりの中・長期育成計画を作成したり、今回の調査でも課題にしている業務
の効率化を段階的に進めるための中期計画を作成するなど、長期的に目標を設定した取り組みをお勧めしま
す。

《事業者が課題としている点》

　職員がやりがいを持ち、長く働きやすい職場環境を目ざして、職員参加型の検討会を考えています。また、書
類作成等ICT化を導入して保育士業務の効率化を図ったり、系列園と連携して合同研修会や職員の出張研修な
どを実施して、職員がともに育ち合う関係を構築したいと考えています。
　また、近隣に複数の新設園が立ち並ぶ地域にあって、園が地域に必要とされ支持されるような発展的な施設
運営の構築も課題と捉えています。

●環境の変化の中でも、普遍的なことについては園独自の中長期計画を作成されてはいかがでしょう

　0～2歳児は毎日連絡帳で子どもの様子をやり取りし、全クラスのその日の活動の様子をホワイトボードに記載
して保護者に伝えています。また、行事だけでなく日ごろの活動についても写真を撮り「写真館」と称して掲示し、
園での子どもの様子を詳しく伝えることができるよう配慮しています。子どもの活動の様子はホームページでも見
ることができます。年2回の保護者会と個人面談、年1回の保育参観のほかに、「お父さん先生お母さん先生」とし
て保育参加できる制度を設け、年間100名ほどの保護者が参加しています。また、回覧ノートを作り、保護者どう
しのコミュニケーションの糸口としています。これらの取り組みは、保護者と協力して子どもを育てる一助となって
います。

●将来を見据えて、リーダー職員層の育成方法を明確にされてはいかがでしょう

　職員が業務や経験年数に応じたスキルを身につけているかを確認するために、自己評価を行っています。自
己評価では、保育士や給食などの業務や経験年数に応じて必要なスキルの習得を目標とした育成の体制に
なっています。現在、職員体制がとても安定し質の高い保育を提供できている理由の一つとして、開園当初から
長年勤務している職員が主任クラスの業務を担っていることが考えられます。今後は、次代を担う主任クラスの
職員を育成する必要性を踏まえて、作成されている職務分掌の内容を自己評価と連動させるなど、職員の育成
方法を、職員によりわかりやすく工夫されてはいかがでしょう。また、指揮命令系統や指示を仰ぐ流れを確認でき
る組織図なども作成して、全職員が組織の中での位置づけや立場を意識しやすくすると、さらに良いでしょう。

○子どもが自分で危険を回避できるよう計画的に取り組んでいます

　職員で構成されるリスクマネジメント委員会では「安全教育計画」を作成し、子どもが危険を回避できるように教
えたり、職員が意識する機会になっています。1つのテーマとねらいを、0～2歳児、3歳児、4歳児、5歳児の年齢
別に設定しています。例えば、4月のテーマは「遊具の使い方、お部屋の過ごし方」で、3歳児は「園探検をしなが
ら安全な遊具の使い方を伝える（本やビデオも活用する）」、5歳児は「危険な遊び方をしている友だちや年少児
に注意する」などとなっています。5月は「交通安全」、6月は「食事の時のお約束事、かさの使い方」など、毎月の
取り組みテーマを設定しています。また、保護者にも取り組み内容を伝えて、園の外でも関心を持って取り組ん
でもらえるように働きかけています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○子どもの自主性を尊重した保育を行っています

　園の保育の目標は、「心身ともに健康な子」「よく考えて行動する子」「仲良くする子」です。この目標に沿って、
園では、季節に合わせてさまざまな行事を行ったり、身体活動として散歩やリズム活動を行ったり、野菜の栽培
を含めた食育に努めています。また、子どもを見守る職員の育成を行うべく、年度初めには保育理念や保育方
針についての勉強会のほか、保育倫理や保育士としての心得について学んでいます。職員は子どもにやさしく
接し、子どもの自主性を尊重した保育を行っています。利用者調査では100パーセントの保護者が園の保育に満
足と回答しています。

○保護者とともに子どもを育てることを大切にしています

《今後の取り組みに期待したい点》
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評価領域Ⅰ　利用者（子ども本人）の尊重

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　

　本園では保育理念を「地域に根差した子どものための施設です」と定め、子どもの人権、主体性の尊重、子
どもの最善の幸福、地域社会との共同などについて明示しています。理念は、第一昇降口や事務室を入った
正面、職員の休憩室に掲示されています。また、各職員が携行するファイルにも納められています。毎年7月
の第1土曜日に行われる法人の全体研修では、理念や基本方針を全員で読み合わせて理解の浸透を図って
います。新年度となる4月の園だよりにおいても理念を明記し、保護者に向けて改めて園の全体を貫く基本的
な概念を発信しています。町内会や自治会、幼稚園や小学校など多くの地域とのかかわりが本園の保育サー
ビスの質を支えています。
　保育課程の作成においては、クラス単位で話し合いが持たれ、そこで出た課題やねらいがリーダー会議、主
任会議へと上げられていきます。この工程により全職員が作成にかかわることとなります。作成にあたっては、
保育理念を上位概念に保育方針、保育目標を定めます。一つの考えかたや方法に偏ることなく、一人一人の
子どもや家庭の状況、地域の実状も考慮に入れて作成しています。入園時や年度当初に、園長から保護者に
向けて保育課程の説明を行います。保育課程をベースに、月案、週案、日案が作られ、改定の必要が生じた
場合は、翌月あるいは翌週の案に反映し、保護者へも改定内容を説明しています。
　保育課程を基に年齢に応じた発達を理解し、そのときの子どもの姿に合わせた指導計画作成に努めていま
す。看護師や栄養士とも連携を取り、毎月、年齢ごとに保育士の話し合いを設け、子どもの様子や成長につい
て意見を交換します。例えば、「縄跳び週間」で跳んだ内容や回数を踏まえ、半年後にどれくらい跳べるように
なったかを子どもたちとも確認し合い、保育士どうしで認識を深めます。遊びの中でも、子どもどうしのトラブル
が生じた場合、態度や表情を見ながら、互いの言い分を聴き、互いを理解し合い、まず自分たちで解決するよ
うに促します。子どもたち一人一人の思いも踏まえ、自主性、主体性が育つような方向性を指導計画に反映し
ています。

　入園前には必ず子ども同伴による保護者面談を行い、児童票を見ながら保護者に成育歴、発達状況、子ど
もの特徴などについて確認しています。面談時には必要に応じて子どもにも声をかけ、発達や様子を観察して
います。新入園児説明会の際にも子どもの一時保育を行い観察しています。気になったことや配慮が必要と感
じたときには、担任、リーダー、主任と情報を共有し、意見交換や対応を図ります。成長が著しい0歳児、1歳児
は入園後早い時期に担当保育士などと保護者面談を行います。子ども一人一人のファイルを記録し、いつでも
閲覧できるようにしています。児童票や健康台帳は保護者に記入してもらい、入園後は保育士が聞き取り、確
認して記入しています。
　入園前の面談の際に入園児の短縮保育についての説明を行い、保護者から了承を得ています。短縮保育
は1週間で、子ども一人一人の状況や状態に応じて早目のお迎えをお願いしたり、保護者の就労状況に合わ
せた柔軟な対応も行っています。0～2歳児は担当保育士が決まっていて、慣れるまで少人数で過ごしたり、職
員の配置人数を変えて対応しています。また、人形など子どもが安心できる物を持って登園することができま
す。保護者との連絡は、0歳児は連絡票、1～5歳児は連絡帳（1、2歳児は毎日）で家庭と園との情報をやり取り
しています。在園児に対しては、3月に現担任と新しい保育室に慣れるための『お引っ越し』の期間を設けてい
ます。
　各クラスによる話し合いにより、前年の指導計画と比較して年間の指導計画を作成します。これを、リーダー
会、主任会へと上げて最後にまとめます。これを踏まえ、毎月年齢ごとに評価、見直しを行い、反省点や改善
点を毎月の計画に反映していきます。担当、担任の自己評価も毎月行い、計画に取り入れています。子どもた
ちの発達や状況を捉えて計画に反映する中で、片付けや製作など子どもたちが園でできることを保護者に伝
えると、保護者は「そんなこともできるんだ」と感心し、子どもたちに声をかけて家庭でも取り組むようになるそう
です。意見箱への意見、年度末のアンケート、個人面談での意向などを必要に応じ指導計画に反映していま
す。
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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歳児の個別指導計画は担任の保育士が考え計画を作成しています。3～5歳児についても、月齢の違い
や一人一人の子どもの様子を見ながら、各クラスや学年で話し合いの場を設けて対応しています。例えば、保
護者から子どもの成長に気になる様子があると言われた場合などには、楽しみながら無理なく参加できるよう
な個別指導計画を作成して、保護者から同意を得ることもあります。個別の目標や計画を見直すうえで、今ま
でできなかったことができるようになるなど、子どもの発達を適切に捉えて柔軟に行っています。
　保育所児童保育要録を5歳児の担任が記入し、主任と園長が確認し小学校に送付しています。5歳児の担任
は保育要録の研修に参加し、研修報告書を園長に提出しています。子ども一人一人のファイルを作り、児童票
や経過記録をファイリングしています。経過記録には0～2歳児は3か月、3～5歳児は4か月ごとに成長を記録
しています。また、健康台帳と子どもの誕生月に合わせた成長曲線はクラスごとにファイリングしています。毎
月の身体測定の結果は、身体測定表と健康台帳に記入するとともに、個人の健康手帳やおたより帳にも記録
し、保護者に伝えています。必要事項を書き込んだ全園児の名簿を職員に配付しています。進級時には、既往
症やアレルギーなど子どもの情報について職員全体で申し送りを行っています。

　掃除のしかたマニュアル、掃除チェック表により、保育室、廊下、トイレ、ホール、園庭の掃除は毎日欠かさず
行い、常に清潔に保たれています。各クラスには換気扇、空気洗浄機が設置されており、朝の開園時、午睡
後、子どもが保育室を移動する際、保育室の窓を開けて換気しています。また、温度計と湿度計を各部屋に設
置し、横浜市が適温、適湿とする数値を保つとともに、除湿や加湿も心がけています。温度と湿度は乳幼児突
然死症候群（SIDS）チェック表に1時間ごとに記録しています。園の第1昇降口は吹き抜けになっており、高窓か
ら陽光が差し込みます。また、階段の踊り場の窓からも日が入り込みます。夏はゴーヤのカーテンで日陰を作
ります。音楽をかけたりピアノを弾くときは扉や窓を閉めています。
　0～2歳児クラスには沐浴できるシャワー設備があり、0歳児は夏場の沐浴に、ほかの年齢でもおむつ替えや
体が汚れたときなど、必要に応じていつでも使用できます。沐浴は沐浴マニュアルに基づいて行っています。2
階のテラスに水道設備があり、乳児プールに使ったり、シャワーを使ったり、夏場に使用しています。シャワー
設備は掃除のしかたマニュアルに基づいて行い、掃除が終わった後はチェック表に日付と名前を記入するよう
になっています。また、シャワー設備や水道設備は安全点検表で管理しています。
　0～2歳児の保育室では、食べる場所と寝る場所の確保ができています。1歳児は高月齢、低月齢に分けて、
子どもの発達に合わせた活動を行っています。3～5歳児では、パーテーションやロッカーなどでしきり、機能別
の空間を確保しています。3～5歳児の6クラスでは年間計画を立てて毎年冬に縦割りで『お店屋さんごっご』を
行っています。「デパート」「でんきやさん」「れすとらん」など6つの店を作り、それぞれ紙や箱やテープで作る商
品とお金を、この日に合わせて計画的に作り、3～5歳児が3人1組の「きょうだいチーム」になって買い物をした
り、お店番をします。この3きょうだいは1年間、いろいろな縦割り活動のときにいつもいっしょに行動します。5歳
児は、4歳児や3歳児をいたわり、3歳児や4歳児は5歳児に憧れます。

A

A評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保
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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

　特に配慮を必要とする子どもの受け入れについては、現在の受け入れ状況を踏まえ、受け入れを希望する
保護者からの相談や受け入れ後の見通しを考えたうえで、可能な限り受け入れています。入園後2、3年で配
慮が必要になる場合もあり、日々の気になる点がある場合も含め、配慮を必要とする子どもの様子について
は、クラスの話し合いや職員会議などで担任から報告し、職員に周知して的確に対応できるようにしています。
例えば、アレルギー対応の一覧表を全職員に配付するとともに、内外の研修で学んだことを研修報告書として
作成し、日々の保育に生かしています。最新の情報についても、話し合いの会議録や掲示を全職員が確認し
ています。
　年1回2日間、横浜市総合リハビリテーションセンターの巡回相談の際に、専門的なアドバイスをもらい、そこ
で出た内容については会議録に残し、ほかのクラスの保育士の参考にしています。個々の子どもの障がいの
特性を踏まえた指導計画を作成し、記録を残しています。個々の障がいの特性を理解できるように外部研修に
参加し情報を共有しています。障がいのある子どもがわかりやすいように、絵カードや写真、時計の文字盤を
クラス内に掲示しています。これらは、ほかの子どもとのコミュニケーションツールにもなっています。
　虐待防止には、マニュアルに基づいて対応しています。虐待防止月間には、虐待の定義や発見ポイント、虐
待に対して保育園が取らなければならない通告までの流れを確認しています。子どもと保護者とのかかわり
や、子どもの体に不自然な傷やあざ、汚れなどがあったり、子どもの発言や会話から虐待の疑いが考えられる
場合は、ていねいかつ慎重に保護者と話したうえで、まず港北区の保健師、必要に応じて児童相談所に相談
する体制を取っています。
　医師のアレルギー疾患生活管理指導表に基づき、アレルゲン食材を完全除去しています。食物アレルギー
対応マニュアルがあり、栄養士から調理から提供までの流れを説明し、全職員で確認する研修を行っていま
す。除去食用の献立を作成し、毎月除去食のチェック会議を行い、栄養士、担任、主任、園長が確認していま
す。チェックする際には、食材別にマーカーで色分けし、だれが見てもわかるようにしています。保護者の同意
を得た後は、チェック表に日付と職員のサインを記しています。専用トレー、食器などを使用して器ごとにラップ
し、子どもの名前、対象食材、除去の有無や代替食を記しています。アナフィラキシー症状のある子どもには
別室で職員が付き添います。
　外国籍の子どもや帰国子女がいる場合には、宗教によって食べられない食材を除去したり、漢字が読めない
保護者には漢字にひらがなのルビをふっておたよりを配付するなどの対応をとっています。子どもたちには、
文化や生活習慣の違いについての理解や興味を持ってもらうために、運動会での万国旗作りや世界地図を見
ていろいろな文化や人種があることを伝えます。日本語がわからない子どもには、簡単な英語や『ABCのうた』
でコミュニケーションを取り、絵や単語、ジェスチャーなどで伝えます。

A
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A評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　新入園児説明会において、苦情解決体制と意見や苦情の申し立ての要領について説明しています。苦情受
付の責任者は園長、担当者は主任となっています。第三者委員2名の役職、名前、電話番号を記入した用紙を
保護者に配付するとともに、正面玄関の掲示板にも苦情受付担当者名を明記しています。保護者に対しては、
園の昇降口に意見箱を設置し、年2回の懇談会や年度末のアンケートでも要望や苦情、意見を出してもらって
います。個人面談などの際にも要望や苦情を聴いています。子どもに対しては、日々の保育の会話を通して意
見や要望を受けとめています。現場での要望や苦情は主任や園長に相談、報告し、ていねいな対応を心がけ
ています。
　苦情対応マニュアルや苦情解決実施要領を備え、要望や苦情、意見に対しては、園長、主任、リーダーで話
し合って対応し、職員会議などで全職員に知らせています。第三者委員には園監事と元民生委員が就任して
おり、苦情や要望について対応するしくみができています。かながわ福祉サービス運営適正化委員会はじめ、
各相談機関の連絡先が記されたものを事務室内に備えています。意見箱にあった意見への回答を昇降口に
掲示するとともに、これまでの苦情や要望はファイルに納め、いつでも見られるようにしています。例えば、子ど
もたちの給食の帽子を個人持ちにしたいという要望については、対応内容を書面にして全保護者に配付しまし
た。
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評価領域Ⅱ　サービスの実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　おもちゃは子どもの発達や年齢に合わせて、木製や布製などさまざまな素材のおもちゃを用意しています。0
～2歳児の保育室にはおもちゃの棚があり、おもちゃを自由に取り出して遊ぶことができます。3歳児の保育室
の前には遊びのスペースがあり、大きなブロックやたくさんのおもちゃが用意されています。4歳児の保育室で
は、おままごとのコーナーが常設されており、パズルやブロックは子どもの手の届く棚に収納しています。4、5
歳児クラスでは、遊ぶときに何をして遊びたいかを聞いて、いろいろな遊びのコーナーを作って遊んでいます。
一斉保育以外の朝夕の時間は自由時間となっており、子どもたちが思い思いのコーナーで自由に遊んでいま
す。
　子どもの自由な発想を受けとめ、集団活動に取り入れています。毎年夏ごろより3～5歳児の縦割りのグルー
プを作り、冬にお店屋さんごっこを行っています。お店屋さんごっこに向けて、グループで売る商品を考え、廃
材等を利用して製作しています。アイスクリーム屋さん、電気屋さん、おもちゃ屋さんなどがあり、アイデア豊富
な作品がたくさん並びます。今年度、お遊戯会では、子どもたちの好きな絵本を題材にして音楽劇を披露しま
すが、子どもたちが発想して物語にちなんだ大きなオブジェの製作を行いました。一斉保育の時間には、鬼
ごっこや花いちもんめなどルールのある遊びを取り入れています。保育士は、子どもの遊びが発展するように
声かけをして、いっしょに遊んでいます。
　夏には、きゅうりやトマト、えだまめなど夏野菜を栽培し、ゴーヤや朝顔の緑のカーテンも作り、水やりや観察
を行って、植物の成長を楽しみました。また、5歳児が近隣の畑にとうもろこしの苗を植えに行き、夏にはみんな
で収穫しました。全クラスでヒアシンスを育て、写真に撮ったり観察記録を記し、保育室に展示しています。蚕
の飼育を行い観察や世話をしたり、クラスによっては、ザリガニやめだかの飼育を行っています。地域を知るた
め、公園や土手に散歩に出かけています。散歩のときには、行き交う人たちとあいさつを交わしています。秋に
は、落ち葉やどんぐり、すすきなどを持ち帰り、室内を飾ったり、製作に活用しています。
　こいのぼり、七夕、雪だるま、おひなさまなど、暦や季節に合わせ、年齢に応じてさまざまな製作を行っていま
す。製作したものは保育室に飾り、年度末に作品集としてつづり、保護者に渡しています。2歳児から個人持ち
の自由画帳を用意し、3～5歳児クラスでは、マイお道具箱があり、自由に絵を描くことができるようになってい
ます。塗り絵も自由にできます。トレーや空き箱などの廃材を使って自由に製作を行っており、お店屋さんごっ
こでは自由な発想の楽しい作品がたくさん見られました。3～5歳児クラスでは、毎日、発声練習やドレミ体操の
際に歌い、子どもたちは元気な歌声で歌うことができています。保育士がリズム研修に参加し、リズム運動を
取り入れています。
　0～2歳児のけんかについては、トラブルを防ぎながら対応しています。3～5歳児のけんかについては、子ど
もの気持ちを聞いて、どうしたら解決できるかいっしょに考えるようにしています。異年齢の取り組みとして、お
誕生会と朝夕の長時間保育では異年齢で活動しており、散歩に異年齢のクラスが合同で出かけることもありま
す。夏に3～5歳児が各学年一人ずつのきょうだいグループを作り、冬のお店屋さんごっこに向けて活動してい
ます。職員は年度初めに園内研修を行い、理念や方針、倫理綱領や「保育士の心得」などについて学び、言葉
かけや子どもへの接しかたを題材に意見交換をしています。
　十分に体を動かして遊べるよう、天気のよい日にはできるだけ戸外に出るようにしています。近隣には自然
豊かな公園や遊具のある公園などさまざまな公園があり、目的に合わせて散歩に行っています。戸外に出ると
きには必ずたれつき帽子をかぶっています。また、子どもの健康状態に合わせて配慮しています。学年ごとに
園庭を使用する時間を決め、十分に体を動かして遊ぶことができるよう配慮しています。月2回、3歳児クラスで
は保育士による運動遊びを行い、4、5歳児クラスでは専門の講師による運動遊びを行っています。ホールに
は、ウォールクライミングがあります。4、5歳児クラスでは、年3回縄跳び週間を設けており子どもたちが挑戦し
ています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　子どもが苦手とする献立の場合には量を減らしたり小さくするなど工夫し、完食できた喜びを得られるように
しています。一口でも食べられたときには大いに褒め、意欲や自信につながるようにしています。離乳食は子
どものペースに合わせて優しく声かけをしながら行っており、乳児の授乳にあたっては、抱っこして子どもと目
を合わせながら与えています。子どもたちが食に関心が持てるよう、年間計画を立てて食育を行っています。と
うもろこしの皮むきやえだまめもぎをしたり、おにぎりやクッキー作りを楽しんでいます。5歳児クラスでは、毎月
クッキング保育を行っています。3～5歳児クラスでは、お当番さんが配膳の手伝いをし、下膳は子どもたちが
行っています。
　献立は園の栄養士が立てています。和食中心で旬の食材を取り入れています。子どもが楽しんで食事がで
きるよう、行事食を工夫し、月1回郷土料理を出しています。ひな祭りにはちらし寿司、節分にはピラフで鬼の顔
を作りエビフライをこん棒に見立てて飾り、クリスマスには色合いをクリスマスカラーにしました。おいしさや食
の安全に配慮し、国産の野菜を使用し、煮干しや日高昆布、かつお厚削りでだしをとり、素材のうまみを出すよ
う工夫しています。食事の場としての雰囲気作りとして、誕生会にはお子様ランチ風にプレートに盛り付けた
り、クリスマスにはバイキング形式で食事をしたり、5歳児クラスは年1回ホールでレストラン形式で食事を楽し
んでいます。
　献立は2週間サイクルで作成しています。ゴーヤやピーマンなど子どもに人気のない野菜のときには、細かく
切る、調理方法を変えるなど、子どもたちが食べやすいよう工夫しています。子どもの喫食状況は、残食調査
を実施して把握するとともに、毎月の給食会議で話し合い、子どもが食べやすい食材の切りかたや味付けにつ
いて意見交換をしています。また、定期的に栄養士が保育室を回り、子どもとコミュニケーションをとったり、喫
食状況を見ています。
　毎月月末に献立表を配付しています。また、毎月給食だよりを発行し、旬の食材の紹介やクッキング保育の
報告をしたり、子どもに人気のあるメニューのレシピを紹介しています。給食のサンプルを毎日玄関に掲示し、
人気のあるレシピをファイルにして提供し、保護者が園で提供している食事に関心が持てるよう配慮していま
す。お父さん先生お母さん先生（保育参加）のときには、給食をいっしょに食べています。また、年1回、給食試
食会を設け、味付けなどについて知ってもらうほか、園での給食の取り組みや年齢ごとの食事の様子を話した
り、保護者からの意見を聞く機会となっています。
　午睡のときにはカーテンをひいて少し室内を暗くしています。心地よい眠りにつけるよう静かな音楽を流した
り、体をとんとんするなどして保育士がそばについて寝かしつけています。午睡の前には子どもの気持ちが落
ち着くような絵本の読み聞かせを行っています。眠れない子どもや眠くない子どもには、体を休めることを伝え
ながら静かに過ごしています。乳幼児突然死症候群（SIDS）を防止するため、0歳児は5分おき、1歳児は10分
おきに呼吸と体勢のチェックをしています。5歳児は就学に向けて、そのときの子どもの発達に合わせて、10月
ごろより午睡をせずに過ごし、共同製作や文字の練習、自由遊びを行っています。
　排泄は、おやつの後、活動の後、食事の後、午睡の後など、活動の節目に誘っています。トイレットトレーニン
グのときには、ボードなどを使用して個々の排尿間隔を把握し排泄に誘うようにし、連絡帳に排泄時間を記載
するなど保護者と連絡をとりながら、一人一人の発達状況に合わせて対応しています。トイレがいやな場所に
ならないように、子どもの好きな絵や写真をはり、明るく清潔な場所であることを心がけています。子どもがおも
らしをしたときには、周りからなるべく目につかないところで着替えるとともに、おもらしをしたことを悪いことと感
じさせない対応をしています。

A
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　衛生管理に関するマニュアルを用意し、職員に配付しています。嘔吐処理のしかたや衛生管理、清掃につい
て記載されています。マニュアルは随時見直しを行い、改定時には職員に周知しています。マニュアルに基づ
いて清掃しており、チェック表を用いて毎日チェックを行い、園内は清潔な状態が保たれています。おもちゃな
どの消毒や布団の乾燥も定期的に行っています。嘔吐処理の備品は各保育室に設置され、感染症の流行す
る時期には、看護師が手洗いのしかたや嘔吐物の処理などについて職員向けに研修を行っています。年4回
大掃除月間を設け、子どもたちにもきれいにした後の気持ちよさを伝えています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　健康に関するマニュアルを用意し、職員に配付しています。マニュアルには、朝の健康観察や健康診断、症
状が出たときの対応などについて記載されており、子どもの健康状態はこのマニュアルに沿って把握していま
す。既往歴について入園時に健康台帳に記載してもらうほか、病気にかかったときや予防接種をしたときには
そのつど追記しています。子どもが熱を出したときには保護者に連絡し、保護者が迎えに来るまでの様子を保
護者に伝え、降園後の対応について話し合っています。歯磨きは2歳児から行っており、0、1歳児は食後にお
茶を飲み口内を清潔に保つようにしています。5歳児クラスでは、毎年歯科衛生士が歯磨き指導を行っていま
す。
　全クラスとも健康診断を年2回、歯科健診を年1回、身体測定は毎月実施しています。健康診断や身体測定
の記録は、入園時から使用している児童票の健康台帳に記載し、入園から卒園までの健診の結果が一目で
わかるようになっています。保護者には、健康手帳に記載して伝え、必要に応じて再検査をお願いしています。
園医とは、子どもの体調で気になることや感染症の対応について相談したり、指示を仰ぐなどして連携していま
す。入園のしおりに嘱託医の病院名を記載し、保護者に伝えています。
　感染症への対応に関するマニュアルを用意しており、登園停止基準や感染症予防、感染症などの疑いが生
じたときの対応について記載されています。入園のしおりに登園停止基準について記載し、入園説明会などで
保護者に説明しています。感染症の流行時期には、園だよりや保健だよりで知らせ、感染症について理解を深
めてもらえるよう配慮しています。保育中に発症した場合には、保護者へ連絡し、事務室などで対応して保護
者のお迎えを待ちます。園内で感染症が発生した場合には、必要に応じて症状や予防のための対策なども記
載して玄関に掲示し、注意を呼びかけています。近隣で流行している感染症に関する情報は、ミーティングなど
で職員に伝えています。

A

A
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評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全管理に関するマニュアルは、事故対応と災害時の対応について策定しており、職員会議などで周知する
とともに、各個人に配付しています。事故や救急の対応については、すぐに対応できるように事務室にフロー
図を設置しています。棚の上に置いているCDデッキなどには滑り止めのマットを敷き、落下防止の安全対策を
講じています。毎日安全点検を行い、チェック表に記入しています。保護者の緊急連絡先は複数の個所を聞き
取り、災害時にはホームページの緊急時掲示板で園の状況を伝えるしくみになっています。毎月、地震と火災
を想定して避難訓練を実施しています。救急法については、毎年園の看護師が研修を行い全職員が会得して
います。
　近隣の医療機関の一覧表を事務室に掲示し、すぐに対応できるようにしています。保育中に子どもがけがを
したり、事故が起きた場合には、小さなけがでも保護者に報告しています。直接担任から報告できない場合に
も、口頭や引き継ぎノートに記載して引き継ぎ、保護者に伝えています。事故は業務日誌や事故報告書に記載
し、職員間で再発防止の対策などについて検討し、職員会議やミーティングで全職員に周知しています。リスク
マネジメント委員会を定期的に開いており、日々の気づきで危ない個所があった場合には、ヒヤリハット報告書
を作成し、リスクマネジメント委員会や職員会議などで対策について話し合っています。
　不審者対応マニュアルを用意して全職員に配付しています。門扉はオートロックになっており、開錠にあたっ
ては職員と保護者はICカードを使用し、外部の方には画像つきのインターフォンで対応しています。職員通用
門はパスワードを使用しています。年2回不審者対応訓練を実施し、職員の体制を確認しています。不審者が
来たという状況を設定し、ロールプレイング方式で行っています。警察からの不審者情報は、港北区を通して
連絡が来る体制になっており、情報はすぐに職員や保護者に伝えるようにしています。防犯のため、午睡時は
1階の保育室に鍵をかけています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　年1回必ず人権に関する研修に参加して、職員間で情報を共有しています。園内研修では、子どもの人権を
題材にロールプレイや意見交換を行い、日々の保育の見直しにつなげています。入職の際、保育士には言葉
遣いについては十分に心がけ、子どもたちが自ら考えるようにしていくことを伝えています。3～5歳児では、保
育理念や保育目標に基づき、子どもの気持ちや発言をしっかり聴き、まず本人が考え、そしていっしょに考える
ようにしています。子どもたちを呼ぶときは、ニックネームや「ちゃん」づけも含め保護者に確認のうえ、家庭と
同じ呼びかたで呼び、呼び捨てはしません。出席をとるときは「さん」づけで呼んでいます。
　パーテーションで部屋をしきったり、ついたてや棚を用意してほかからの視線を遮ることのできる空間を作っ
ています。また、必要に応じて保育で使っていない部屋に移動したり、3歳児の「チューリップルーム」やその隣
の小さな遊具類があるスペース、事務室、相談室などでもゆっくりと話を聴くことができるようにしています。子
どもが1人になりたくて保育室を出てしまうときは、フリーの先生に声をかけて保育室を見てもらい、1対1でじっ
くり話を聴くこともあります。ほかのクラスの先生が出てきた子どもを見かけた場合、電話などで連絡する体制
をとっています。必要な対応については、日々職員どうしの会話の中で、また、月1回子どもの様子をクラスで
話し合い検討しています。
　入職時のオリエンテーションで守秘義務の意義や目的について説明しています。ボランティアには誓約書の
提出を義務づけ、実習生には所属学校と守秘義務の覚え書きを取り交わしています。個人情報の取り扱いに
ついては、「個人情報保護に対する基本方針」「守秘義務の遵守」などのガイドラインを職員に配付していま
す。保護者には入園説明会で個人情報取り扱いに関する資料を配付するとともに、クラス別懇談会では連絡
網作成の了承を得て、取り扱いについて説明しています。子どもの名前の付いた書類などを処分するときは、
シュレッダーや溶解処分を行っています。個人情報に関する書類は事務室の鍵のかかるキャビネットに保管し
ています。
　お遊戯会の役や合奏の楽器については子どもたちどうしの話し合いやじゃんけんで自由に決めています。役
回りが一定の子どもに偏らないように、子どもたちで話し合って決めています。製作で使うクレヨンや折り紙、画
用紙などの色も自由に選んで使っています。各クラスの名簿は五十音順で、並ぶときは背の順で男女混合で
並んでいます。父の日や母の日のプレゼントを作って贈る日は、ひとり親家庭があることから「家族へのプレゼ
ントの日」と変更しました。保育士は、入職時に「男女共同参画マニュアル」を読み合わせて性差に対する固定
観念を持たないようにし、何か気づいたときには声をかけ合って見直しています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　保育理念や保育の基本方針は、パンフレットや入園のしおりに明記し、入園説明会では入園のしおりに沿っ
て説明しています。在園児の保護者には、年度初めの保護者懇談会において、今年度の方針について伝える
とともに、保育理念や保育の基本方針について説明をしており、年度末に行うアンケートを通して理解されてい
るかどうか把握しています。さらに、保育理念や保育の基本方針を年度初めの園だよりに載せるほか、毎月配
付するクラスだよりにはクラスごとの月の保育の指導目標を掲載し、保育方針を理解してもらえるよう努めてい
ます。
　子どもの送迎時には保護者に子どもの様子を伝えるようにしています。0～2歳児クラスでは全員に連絡帳を
用意し、毎日子どもの家庭での様子や園での様子、睡眠、排泄、食事について記載しています。3～5歳児は
必要に応じて連絡帳に記載しています。全クラス、毎日の活動についてホワイトボードに記載して保護者に伝
えています。個別面談は0～2歳児クラスは年1回、3～5歳児クラスは年2回実施しており、あらかじめ保護者の
質問について把握し実施しています。保護者懇談会は年2回実施しクラス全体の様子を伝えていますが、クラ
スごとに回覧ノートを作っており、それぞれの子どもの様子や活動、職員について知らせ、コミュニケーションの
糸口となっています。
　相談内容をほかの人に聞かれないよう面談室を設け、プライバシーに配慮しています。子どもの送迎時に担
任保育士が相談を受けることが多いですが、相談内容はリーダー、主任、園長に報告し、担任保育士だけでな
く園長や主任が話を聞いたりアドバイスをすることもあります。相談内容によってはミーティングなどで全職員
に周知し、フォローするようにしています。必要に応じて、継続して相談に応じることができるよう相談記録を記
しています。
　毎月園だよりを発行しており、今月の予定、お知らせとお願いを掲載しています。また、園だよりといっしょに
クラスだよりを発行し、月のクラスの保育目標や子どもの様子を掲載しています。玄関に全クラスのものを掲示
しており、子どもの成長の様子がわかると好評です。保健だよりや給食だよりも発行し、保健や食について伝
えています。また、全クラスその日の活動の様子を毎日ホワイトボードに記載したり、子どもの活動の写真を玄
関に掲示して保護者に伝えています。毎年2回、年度末と年度初めに保護者懇談会を行い、保育内容や保育
目標を伝えています。子どもの写真は、年2回園内で販売するほか、運動会やお遊戯会などの行事のときには
業者を通してインターネットで購入するシステムとなっています。
　毎年年度初めに年間行事予定表を配付し、保護者が予定を調整し行事に参加しやすいよう配慮していま
す。また、毎月園だよりでも知らせています。保育参観は、全クラス年1回実施しています。子どもの日ごろの活
動の様子を見てもらうとともに、子どもといっしょに楽しんでもらうことで、日ごろの様子を感じてもらっていま
す。また、保育に入って子どもと触れ合うことができるよう、お父さん先生お母さん先生の制度を設け、半日
いっしょに過ごしてもらう機会を作っており、年間１00名ほどの保護者が参加しています。保護者懇談会のレジ
メを作成し、出席できなかった保護者にはレジメを見ながら話をしています。
　保護者組織はありませんが、懇談会で各クラスから2名のクラス役員を選出し、クラスのまとめ役や遠足のお
手伝いをしてもらっています。5歳児クラスでは、卒園準備委員を立て、卒園時の茶話会などの準備をしていま
す。茶話会の準備の集まりや出し物の練習などにホールを貸し出すことがあり、出し物によっては、職員も参
加することがあります。

A
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評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

A

　園の情報はホームページで広く紹介しています。感染症などの情報は横浜市からタイムリーに提供されてい
るため、駐車場の歩道から見える場所に設置している掲示板に注意喚起ポスターなどを掲示して、地域の方
にも知らせています。育児相談は毎週火曜日の午前中に電話で受け付けていることを、ホームページのお知
らせの中で紹介しています。保育園数の増加や子育て相談の窓口が増えているため、最近は園に対する相談
件数は少なくなっていますが、初めての子育てに関する相談などが寄せられています。地域の方を招待する
行事の案内など地域向けのお知らせは、駐車場の掲示板を使っています。
　園がかかわりを持つ機関の連絡先や案内は、一冊のファイルにまとめて事務室で保管しています。外部の
関係機関との連携は主に園長が担っていますが、小学校など子どもの具体的な情報を多く必要とする連携は
主任が行っています。関係機関との連携として、横浜市の私立園長会など保育園団体に参画しています。ま
た、配慮を必要とする子どもの保育方法について横浜市総合リハビリテーションセンターの巡回指導を受け入
れたり、虐待が疑われる場合に児童相談所や民生委員などと協力する体制があるほか、港北区の保健師が
来園して、子どもの様子を見てもらったり、健康管理について相談に応じてもらうこともあります。また、子ども
の就学に向けて小学校との交流を計画的に行っています。

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

　地域の方との交流の一つに町内会の老人会があり、行事に参加してもらったり意見交換をしています。地域
の出身者である園長を中心に、開所以来良好な関係性を築いています。地域の方に対する相談事業は子育
てに関することが主になっており、子育て支援事業の一環で実施する子育てひろば事業では参加者にアン
ケートで要望などを聞いています。地域の子育ての関係機関である横浜市、社会福祉協議会、園長会、児童
相談所、横浜市総合リハビリテーションセンターなどと協力して、例えば虐待など課題に応じて検討会や合同
研修に参加しています。
　地域子育て支援事業で把握した参加者の声や要望は、主任と担当者が内容を検討し事業や次回のプログラ
ムへ反映させています。地域の未就園児と保護者の子育てを支援するために、年間を通じて「子育て支援事
業」を実施しています。交流保育では朝10時ころから給食まで同じ年ごろの園児といっしょに過ごしたり、園庭
開放では園児にまざって思いきり体を動かしたり大きな遊具を使って遊ぶなど、保育園ならではの体験ができ
るようにしています。未就園児の保護者を対象に、食育など子育てに関する講座を開催しています。参加者の
子どもの保育も行って参加しやすくしています。離乳食の相談を受けたり給食レシピの紹介もしています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を活かした相談機能
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評価領域Ⅳ　開かれた運営

　主な園情報はホームページで発信し、変更時は最新の内容に更新しています。港北区の公私立保育園で行
う合同育児講座「わくわく子育て広場」では、パネルで園紹介したりパンフレットなどを配っています。園情報は
横浜市や港北区へ提供しているほか、子育て支援を目的とするNPO法人が発行している情報誌にも提供し掲
載してもらっています。外部に提供する情報は、職員体制や延長保育など、園を利用する保護者が必要とする
内容です。なお、利用料金については、問い合わせがあったときには理解してもらえるよう個々に説明すること
にしています。
　園見学の方にはパンフレットなどを渡して、目ざしている保育、利用できる時間帯、延長保育の利用方法など
について、園長や主任などのリーダー職員が説明を行い、質問にもていねいに答えるよう心がけています。子
どもの成長など園生活に不安がある方には、園長が面談を行って不安を解消できるようにしています。入園を
希望する保護者には、できるだけ見学をして、保育内容やルールなどを理解してもらえるよう努めています。園
見学は子どもの活動を見て理解してもらえるように平日の10時ごろを勧めています。就労などの都合で午後や
土曜日に見学をする方には、平日の保育の流れやクラス体制をわかりやすく説明しています。

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

　地域の町内会の老人会を、運動会やクリスマス会、餅つき大会に招待しています。行事に参加する老人会の
方には、子どもと交流しながら成長の様子も見てもらっています。子どもの就学が円滑になるよう小学校との
交流会や情報交換を行っているほか、中学生の保育体験学習や高校生のインターンシップを受け入れていま
す。地域の未就園児とその保護者向けに園庭開放を行い、夏場には暑さによる体調を考慮してホールを開放
しています。地域との良い関係性を維持するために、お祭りや運動会に園長や職員が参加しています。
　5歳児のお泊まり会では、横浜市が地域の公園に設置しているこどもログハウスで、アスレチック用の遊具を
使って遊んだりしています。散歩では、地区センターに寄ってトイレを使わせてもらうこともあります。職員に
は、地域の方と良好な関係性を作るように積極的にあいさつするよう指導しています。散歩や園庭遊びの際に
地域の方と顔を合わせたときは、子どもにあいさつするよう促しています。園の年間行事計画を作成する際に
は、子どもが地域の行事にも参加できるよう主催者や保護者に地域行事や学校行事の予定を聞いて、日程が
重ならないようにしています。

A

A
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　ボランティアを受け入れるためのマニュアル「ボランティア受け入れフローシート」が整備されています。この
中には「ボランティアを受け入れるにあたっての注意事項」としてボランティアの適性を見極め、子どもの人権
やプライバシー保護について十分説明することが記されています。ボランティアを受け入れる予定は月案の中
に盛り込んで協力体制を取れるように準備し、保護者にも園だよりなどで知らせています。ボランティア受け入
れ担当は主任、指導は受け入れクラスの担任になっており、受け入れ実績も記録しています。ボランティア活
動終了後には感想文を書いてもらい、次回の受け入れ方法に反映しています。
　保育士を目ざし養成校で学ぶ学生を実習生として受け入れています。実習生の活動前には、守ってもらいた
いことや注意点を示した文書を配付し、オリエンテーションで具体的な説明をしています。実習生の受け入れの
ためのマニュアルが整備されおり、「受け入れる意義」「プログラムの組み立て」「担当者の役割」などが示され
ています。保護者には園だよりなどで知らせ、受け入れに対する理解を得ています。実習生受け入れ担当者
には、オリエンテーションや実習プログラム作成などの役割が決められており、受け入れ実績の記録もしてい
ます。実習終了後は、担当者、主任、園長が感想を聞いたりアドバイスをしています。
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評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A

A

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　職員構成は、保育園を運営するにあたって必要な保育士、栄養士、看護師を、基準を満たす人数を踏まえて
採用しています。また、人手を多く必要とする時間帯には非常勤職員を活用するなど、十分な保育を提供でき
る職員体制にしています。園が掲げる保育理念と保育目標は、職員が意識して保育を行うよう保育課程にも
示しています。園長は年2回職員と個別面談を行い、職員があらかじめ作成する「自己評価表」「自己目標管理
シート」に基づいて目標に対する達成度の確認や、次期へ向けた目標設定などをしています。
　職員研修については、ホップ・ステップ・ジャンプという研修委員会に主任も参画して計画しており、職員が希
望する研修も盛り込んでいます。内部研修も委員会が計画的に実施して、非常勤職員であっても担当業務に
必要な場合には研修に参加してもらいます。横浜市や社会福祉協議会などが主催する研修を活用していま
す。案内は職員に紹介して希望する研修に参加できるよう配慮するほか、主任などの指示で参加してもらうこ
ともあります。研修参加後は報告書を作成し、職員で共有することが望ましいと判断したときは内部研修につ
なげています。研修の成果は主任などのリーダー職員が、日々の保育の中で確認しています。
　非常勤職員専用のマニュアルを作成し全員に配付しています。また、常勤職員のシフト勤務を補うために朝
夕の時間帯に配置するなど、1日を通して保育を安定的に提供できるように配置しています。非常勤職員は、
担当する業務の質を継続的に向上させる視点で育成しています。特に勤務時間の長い職員は、常勤職員と同
様に内部研修や外部の研修に参加してもらうようにして、全体的な保育スキルの向上につなげています。非常
勤職員の指導は配置先のリーダー職員や主任が行っています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員の評価は、毎年行う「保育士の自己評価」と、毎月行う「月間自己評価」を行っています。園の自己評価
のために保護者には園が独自に作成したアンケートに答えてもらい、園長、主任、リーダー職員で職員の自己
評価結果や意見も踏まえて園評価を行って結果をまとめています。職員のアイデアや工夫したことは、乳児主
任、幼児主任が把握して主任に報告し、良い事例や今後の参考になると判断される事例は、全体で共有でき
るよう内部研修などで紹介しています。施設評価や保育を客観的に判断するために第三者評価を受審してい
ます。また、外部の専門家を招いて研修を行ったり、横浜市総合リハビリテーションセンターの巡回指導員の
指導を受けています。
　「保育士の自己評価」には考察を記入する欄を、「月間自己評価表」には設定項目に対する評価を文章で記
入する欄を設けています。保育士の自己評価は、目標やねらいに対する詳細な項目ごとに、達成度合いを
ABCDで評価し、月間自己評価表は12項目を総合的に評価する形式になっています。月間自己評価表は、設
定項目に対して取り組んだことも記入する書式になっているほか、12か月分の記録を1枚にまとめる形式で取
り組みの過程を確認しやすく工夫しています。月間自己評価の結果はクラスで話し合って必要に応じて指導や
研修など育成につなげています。
　職員一人一人の「月間自己評価」の結果はクラス全員で共有し検証して、個人的な課題だけでなくクラスとし
ての取り組み方法の検討にもつなげています。クラスごとの月間自己評価の結果は、記録してリーダー職員か
ら主任や園長へ報告されます。園長や主任は全クラスの結果をまとめて園全体の状況を把握し、取り組むべ
き課題を明確に捉えて対策を検討しています。「園の自己評価」では、保育理念（事業運営方針）、保育方針、
保育目標を踏まえた職員の自己評価を基に行って、ぶれが生じないようにしています。評価結果は報告書を
作成して職員に伝達し、園内に掲示して保護者のアンケート結果を含めて保護者にも見てもらっています。
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　職員に求めるスキルは、保育士や調理などの業務や経験年数ごとに人材育成計画を作成し、役割や期待さ
れる水準を確認できるようになっています。子どもや保護者に柔軟に対応できるように、日常的なことは内容に
応じて担任、乳児リーダー、幼児リーダーの判断に委ねています。また、園長は主任に保育全般のリーダーと
して権限を委譲しています。毎年夏季以降の時期に職員から業務に対するアンケートを取って、職員一人一人
の要望や意向、アイデアなどを把握しています。園長は個人面談を行って、アンケートに基づいて内容を確認
し、要望は次期の計画に反映するなどしています。

A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持
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評価領域Ⅵ　経営管理

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　園の職員としての考えかたやありかたは、入職時に「職員としての研修」を行って伝えています。また、業務マ
ニュアルにも盛り込んで全職員に配付し、保育課程には「基本的社会的責任」を明示しています。入職後は、
マニュアルを使った内部研修を毎年行い、倫理綱領の読み合わせもしています。保育教育関連の記事は、職
員が目にしやすいようボードにはり出して周知を図っています。運営情報として収支報告書をホームページで
公表しているほか、第三者評価結果も公表しています。他施設での誤飲・誤食、アナフィラキシーショックなど
の事故やニュースがあったときは、園のできごとに置き換えて職員と意見交換するなど、注意喚起をしていま
す。
　ごみと資源の総排出量を削減するために、「ヨコハマ3R夢プラン（一般廃棄物処理基本計画）」の考えかたを
基本にした環境に配慮した運営に取り組んでいます。「もったいないが合言葉」として、水や電気をむだにしな
い、生ごみの肥料化に取り組んでいます。また、「植物（緑化）・野菜・飼育計画」という計画書を作成し、夏は
ゴーヤのカーテンなど年間を通して野菜作りや多様な花を育てています。これらの取り組みは「しんよしだ保育
園は環境にやさしい園を目指します」と題した文書のほか、毎年度2か月ごとの「エコ計画書」を作成し、水のむ
だ使い、紙を大切に使う、残さず食べる、ゴミを減らす、ゴミの分別などのテーマを設定して、子どもといっしょに
取り組んでいます。

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（事業運営方針）、保育方針、保育目標は、入職時に研修で説明し、業務マニュアルや保育課程に
も明示しています。保育目標は、年間指導計画にも示して、職員が日々意識し保育にあたれるようにしていま
す。保育理念など園が目ざすことは、入職後にも全職員が参加する全体研修を毎年開催して思い起こしてもら
えるよう説明しています。毎年実施している「保育士の自己評価」の冒頭に「保育の理念」の章を設けており、
保育理念などを踏まえて保育業務を考えることを示唆していることがわかります。保育士の自己評価のあとに
は、園長が個別面談で評価が適正であるか確認しています。
　保護者との意見交換の場として、園長がクラス懇談会に顔を出すようにしたり、行事でも保護者と会話をする
よう心がけて、保育や行事に対する意見を聞くようにしています。重要な案件を保護者へ説明する必要がある
ときは、クラス懇談会で園長から説明して、保護者の反応も確認するようにしています。最近では、園舎改修工
事による保育への影響について、園だよりや保護者が集まる会で、工事の必要性や保育の安全性を確保する
ことを説明し理解を得ました。異なる部署の職員による活動に、研修委員会とリスクマネジメント委員会があり
ます。研修委員会では研修による職員育成、リスクマネジメント委員会では保育を安全に提供するための対策
を講じています。
　主任、乳児主任、幼児主任には、内容に応じて園長研修に参加させて、職員リーダーとしての資質を高める
よう促しています。また、人事考課でも職位に応じたスキルを身につけるよう育成につなげています。職員の勤
務状況は、乳児および幼児リーダーが担当クラスの状況をリーダー会議を通じて主任クラスの職員に報告しま
すが、体調面など職員の状況によっては主任が直接確認しています。保育現場での職員育成はクラスリー
ダーが行いますが、内容によっては主任（乳児・幼児）が指導しています。園長、主任、乳児主任、幼児主任は
日ごろから職員全体の状況を把握し、状況によって対策を講じるなど、良好な職場環境になるよう努めていま
す。

A

A
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園運営に必要な情報は主に、横浜市や港北区から提供されるほか、私立園園長会や幼保小連絡会議でも
把握しています。また、法人が入手した情報が提供されることもあります。最近得た情報には、待機児童の推
移や子ども・子育て支援新制度のことなどがあり、影響のあることは事業計画に反映するなどしています。重
要な情報は、園長と主任が話し合ってどのように協議するか方向性を検討し、内容によって主任会（園長、主
任、乳児主任、幼児主任）や、リーダー会（主任会のメンバーとクラスリーダー）で検討しています。主任会や
リーダー会の結果は、職員会議や記録を通じて全職員に報告し、意見も聞いて業務に反映するようにしていま
す。
　法人では、5か年の中期計画と10か年の長期計画を作成しています。法人の系列施設で共通する方向性とし
て「子どもも保護者も職員も満足できる園づくり」のための3つの柱、「地域ニーズに即したサービスの展開」の
ための3つの柱などが示されています。中期計画では、園舎修繕計画が当園に該当しています。なお、中・長
期計画作成など将来を見据えた園運営の方向性は法人理事会で検討しています。現在は、子ども・子育て支
援新制度について検討しています。園長は理事も兼務しており、次代の経営層育成の必要性を視野に入れ
て、職員の育成をしています。園運営に対して、理事の意見や関係法人の幼稚園園長に意見を聞くことができ
ます。
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利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

 朝の登園では、感染症などの衛生面を考慮して、保護者は保育室には入らず廊下に設置しているロッカーに荷
物を入れて、保育士へ子どもを預けることになっています。保育室は2つに分かれていて、窓側が遊ぶスペース、
内側が食べるスペースになっています。子どもは保育室に入って窓側のスペースで月齢の低い1歳児も交えてし
ばらく遊んで過ごしています。保育士が子ども1人ずつ手洗いを手伝って、順番にテーブルに誘導していきます。
9時ころからおやつを食べます。食べ終わると、窓側のスペースでしばらく遊びますが、1人ずつおむつ交換もして
いきます。おむつ交換が終わると、保育室で遊ぶ子どもとホールに行って遊ぶ子どもに分かれ、月齢の低い1歳
児は園庭へ遊びに行きました。保育室で遊んでいた子どもの様子が元気だったので、「ホールに行って遊ぼう」と
促して、みんなそろってホールへ移動して先に行っていた子どもと合流しました。ホールには、押したりまたがっ
て乗るタイプの車、カタカタ、滑り台、トンネルなどが用意されていて、自由に選んで遊びます。トンネルでは反対
側からくぐってくる子どもがいるときには、保育士が一方通行になるように促していました。1台しかない車を2人
の子どもが取り合いになったときには、保育士が「○○ちゃんも使いたいんだって」「少し遊んだら貸してあげよう
ね」と諭していました。給食前になると保育室に戻って「給食、食べる人」と声をかけて給食の時間であることを知
らせていました。子どもたちは1人ずつ手洗いをして着席し、給食が運ばれるのを待っていました。

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】

　朝は登園してから保育室でおやつの時間まで遊んで過ごしています。保育室はブロックや絵本などのコーナー
に分かれているので、好きなところで遊んだり、保育士に甘えたい子どもは抱っこしてもらっています。月齢の低
い子どもや子どもの個性に応じて0歳児のクラスで過ごす子どももいます。おやつの時間の前には保育士が手
伝って手洗いをします。おやつを食べ終わると、散歩に出かけるしたくです。廊下で上着を着せてもらって帽子も
かぶらせてもらって、1階の玄関へゆっくりと降りていきますが、月齢の高い子どもなど中には保育士に見守られ
ながら1人で階段を降りられる子どももいます。外遊び用の靴には、中に保護者がくつ下を入れておくので、玄関
でくつ下と靴をはきます。子どもが1人で靴をはくことができるように援助するため、マジックテープは自分ではり
つけるように声をかけています。まだ上手にできない子どもには「ポンポン押さえてみて」と促していました。子ど
もの成長に合わせて移動車に乗ったり、保育士と手をつないで歩いて散歩に出かける子どもがいます。0歳児と
遊んでいたい1歳児は、園庭に出て興味のあることを見つけて遊んでいました。この日は上のクラスがお買い物
ごっこをやっていて、とてもにぎやかで、興味を持って見ている姿もありました。給食の時間に合わせてみんな保
育室に戻ってきます。保育士が1人ずつの成長に合わせて手洗いを援助していました。手洗いの終わった子ども
から着席して、食べる前には歌をうたって「いただきます」の合図でみんなで食べ始めます。

　今日は近くの土手に散歩に出かけます。2人ずつ手をつないで出かけます。「前の人を抜かしません」のお約束
をして出発です。道路を渡るときには手を上げて渡ります。階段を上がるときには、1人ずつ手すりを使って上が
ります。土手の芝生に着きました。先生が周りの危険個所を点検し、ゴミを掃除しています。さあ、一斉に土手を
登ります。降りてくるときには、お尻で滑る、立って降りる、途中で葉っぱを見つけて拾う、花を見つけて摘むな
ど、みんなそれぞれに楽しんでいます。しばらくたつと、さっきまでお尻で滑っていた子どもが立って降りることに
挑戦したり、初めはゆっくり立って降りていた子どもが早く降りることができるようになりました。お帰りの時間で
す。2人ずつ手をつないで出発です。途中で、かけっこをすることになりました。先生に名前を呼ばれた子どもが3
人ずつかけっこをします。みんなは「がんばれ」と声援を送ります。帰りは少々疲れぎみでしたが、かけっこを行っ
て元気が戻りました。
　園に帰って手を洗い、トイレを済ませて、食事の時間です。ほぼ6人ずつテーブルに座り、先生もテーブルにつ
いていっしょに食事をします。マナーを教えたり、苦手なものも食べることができるよう声かけをし、楽しく食事が
できるよう配慮しています。苦手なものは少し減らして、食べきることを大切にしています。子どもたちはおしゃべ
りをしながら、スプーンを使って楽しそうに食べていました。食べた子どもから歯磨きをしていました。
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【５歳児】

　訪問初日、5歳児35人と担任の保育士2人とフリーの保育士1人の3人の先生で、10時30分に園をスタートして、
徒歩で約6、7分ほどの公園に向かいました。子どもたちは2人ずつ手をつなぎ、2列になって公園を目ざしました。
公園に着くと先生から注意があり、「小さな子どもが遊びに来ていますね。みんなもう体も大きくなってきたから、
思いきり走ると小さな子どもはどう思うかな？そう、怖いよね、優しく、ゆっくり走ろうか？」と声をかけると、「いい
ですよ！」と答えました。公園の囲いの外に出ないで中で遊ぶこと、囲いの柵から落ちると危ないので近寄らない
ことも付け加えられました。子どもたちは「いいですよ！」と大きな声でまた答えました。遊びは自由遊びで、
「ピー」という笛の合図で始まりました。ブランコに滑り台、砂場では保育士が持って来たままごとセットで遊ぶ子
どもたちもいました。男の子の4、5人が木のうろに枝を突っ込み、虫を見つけては「これ何だろう」と興味津々でし
た。やがて男女10人くらいの2組がリレーを始めて盛り上がっていました。フリーの先生がずっと2、3人の子ども
たちのブランコにつきっきりでした。やがて、小さな子どもがいなくなったのを見計らって、担任の先生が鬼ごっこ
を提案しました。子どもたちほぼ全員が、捕まえたり、捕まったり、助けたりして、このときばかりは思いっきり走っ
ていました。

　訪問2日目に4歳児の給食に参加しました。男の子3人、女の子1人の4人のグループに入りました。当番の男女
2人1組が「それではみなさんごいっしょに、いただきます」で昼食が始まりました。給食当番の子どもたちは4、5人
で、保育士の先生が盛り付けた器を6つのテーブルに配膳して回りました。当番の子どもたちはこぼすことなく上
手にテーブルに配膳していきました。子どもたちはみんな席を離れず、おしゃべりしながら配膳が終わるのを待っ
ていました。漫画のキャラクターについて「妖怪の名前わかる？」と聞いてきたりして、話が弾むとついつい大きな
声になり、先生からの話が聞こえない子どもも出てきました。この日のメニューはごはんと油揚げのみそ汁、焼い
た鮭、ほうれんそうの白和えでした。子どもたちの食べるスピードには差があったり、一つのものを全部食べてか
ら次のものを食べる子どももいて、個人の差がかなりありました。それでも、子どもたちは箸を上手に使って食べ
ていました。昼食の時間は子どもたちにとって楽しい時間で、午前中にたくさん動いてお腹が空いてから食べた
ので、「おいしかった」と満足そうでした。おかわりする子どもも多くいました。終わった子どもから、下膳して、歯磨
きが終わると、本を持ってきて読んだり、ブロックで遊んだり思い思いの遊びを始めました。

【３歳児】

【4歳児】

　今日は園庭でお店屋さんごっこです。夏ごろより、3～5歳児は、縦割りのグループを作って活動する時間を設
けています。その中で、各学年から1人づつ組んで「きょうだいチーム」を作っています。お店屋さんごっこに向け
てグループでお店を決めて、自分たちでたくさんアイデアを出して商品を作りました。お買い物をするときには、
「きょうだいチーム」で回ります。3歳児クラスの子どもたちも大きなかばんを提げて、お姉さんお兄さんと手をつな
いで買い物に出かけます。アイス屋さん、レストラン、おもちゃ屋さん、電気屋さん、ジュース屋さんなどがあり、ト
レーを合わせ作ったかばん、クッション材で作ったリボン、空き箱で作ったカメラや掃除機などアイデアいっぱい
の商品が並んでいます。子どもどうしで「何にする？」と聞いてもらって、「これにする」と答えていました。くじを引
いておもちゃを手に入れ、手作りの財布から手作りのお金を出して店員さんに渡します。お金には思い思いの数
字が記されていました。次は、今までお客さんだった子どもたちが店員さんになります。もちろん3歳児も店員さん
になります。年長の子どもにエプロンを巻いてもらっている子どももいます。「いらっしゃいませ」と年長の子どもと
いっしょに大きな声を出して声かけをしていました。
　お店屋さんごっこが終わり、室内に戻って、手を洗い、トイレを済ませて食事の時間です。配膳が終わったら、
先生が「○○を減らしてほしい人は？」と声をかけ、その献立が苦手な子どもは手を上げて減らしてもらっていま
した。食べきることを自信につなげて、楽しく食べることができるよう配慮されていました。
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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

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：平成 28年 12月 12日  ～  平成 28年 12月 26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： 139 回収数： 92 回収率： 66.20%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が77人（83.7%）、「満足」が15人
（16.3%）で「満足」以上の回答は合計92人（100%）でした。

　自由意見には、「すべてにおいて満足し、感謝しています」「先生方が一人ひとりの個性をと
ても尊重し大切に接してくれて、そのかかわりに愛情を感じます」「経営層の先生はじめ先生方
がいつも優しく、ときに厳しく子どもたちの成長を見守ってくれます」「運動会、お遊戯会、親
子遠足の大きな行事の質が高く、園の運営がしっかりしています」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4生活① 給食の献立内容について
は」で85.9%、「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
83.7%、「問4生活② お子さんが給食を楽しんでいるかについては」で82.6%が挙げられま
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

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

22.8% 57.6% 8.7% 8.7% 2.2% 0.0%

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

74.3% 25.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1.1%

その他： 「事前に見学していない」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

73.9% 18.5% 0.0% 0.0% 7.6% 0.0%

①見学の受け入れについては
68.5% 16.3% 0.0% 0.0% 14.1%

その他： 「見学していないので不明」などのコメントがありました。

③園の目標や方針についての説明に
は

63.0% 28.3% 0.0% 0.0% 8.7% 0.0%

その他： 「覚えていません」などのコメントがありました。

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

72.8% 21.7% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0%

その他： 「入園時面談は特になかったため」などのコメントがありました。

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）

73.9% 21.7% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

71.7% 25.0% 1.1% 0.0% 2.2%

その他： 「きょうだいが利用していたため概ね理解していた」などのコメントがありました。

0.0%

その他： 「きょうだいが通っていて理解していた」などのコメントがありました。
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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

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：

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

51.1% 43.5% 0.0% 1.1% 4.3% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

77.2% 22.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他： 「自分が要望していないので不明」などの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：

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

76.1% 21.7% 2.2% 0.0% 0.0% 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）

80.4% 19.6% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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）

75.0% 22.8% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

77.2% 18.5% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

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

73.9% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 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

76.1% 22.8% 1.1% 0.0% 0.0%

その他：

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：

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

82.6% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
85.9% 14.1% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

81.5% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%

その他：

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

73.9% 20.7% 2.2% 1.1% 2.2% 0.0%

その他：
「昼寝時間が少し長いと感じていますが、個別に対応するのはたいへんだと思いま
すので遠慮しています」などのコメントがありました。

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

69.6% 22.8% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

3.3%

その他： 「入園時におむつははずれていた」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

76.1% 23.9% 0.0% 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

73.9% 12.0% 2.2% 0.0% 8.7%

その他：
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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

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

1.1%

その他：

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

80.4% 19.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
70.7% 27.2% 1.1% 0.0% 0.0%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

59.8% 37.0% 2.2% 0.0% 1.1% 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

「対策について全て把握してません」という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

72.8% 27.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

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

78.3% 20.7% 1.1% 0.0% 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

59.8% 38.0% 2.2% 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

63.0% 34.8% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

55.4% 41.3% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0%

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

54.3% 31.5% 6.5% 4.3% 2.2% 1.1%

その他：

0.0%

その他：

⑥保護者からの相談事への対応には
67.4% 31.5% 0.0% 0.0% 1.1% 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

62.0% 37.0% 1.1% 0.0% 0.0%

「わからない」などのコメントがありました。

その他： 「特に相談事をしていない」というコメントがありました。
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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

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：

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

83.7% 15.2% 1.1% 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

81.5% 17.4% 1.1% 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

62.0% 20.7% 0.0% 0.0% 13.0% 4.3%

その他： 「まわりにいないのでわかりません」などのコメントがありました。

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

76.1% 21.7% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

16.3% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「意見、要望をしたことがない」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

83.7%

⑤意見や要望への対応については

62.0% 35.9% 0.0% 1.1% 1.1%
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事業者からの意見

　本園は来年度開園19周年を迎えます。第三者評価は、10周年の平成20年度に受審して以来2回目
の受審となりました。開園の時より理念、方針のもと「地域に根差したこどものための施設」保護者
や地域の方と協力し、子どもにとってのより良い環境づくりのために、職員で「和」の精神で一致団
結して邁進してまいりました。2度の増築、増員、そして法人として3年前には隣町高田保育園の民
間移管をお受けしました。至らないことも多々あったことと存じますが、保護者、地域の方々をはじ
め、沢山の方々からご支援、ご協力をいただき、そして何より日々の子どもの笑顔と共に私たち職員
も成長してきたように思います。
　第三者評価は、全職員で自己評価を行い、疑問点を話合い、自らの保育を振り返り、業務改善につ
なげていくという、日常のフローではありますが、その一つ一つが職員には、学びにつながったよう
です。また、園のリーダー層は、しんよしだの保育をより丁寧に伝える良い機会となりました。職員
同士の良好なコミュニケーション、関係作りの一助になったと考えております。
　今回の実地調査で、園見学の後に感想を伺い、「職員がとても頑張っているのが伝わってきて温か
い感じがしますね」そしてもう一つ「とても子ども達がのびのび、落ち着いていますね。保育力を感
じます」の言葉がとても嬉しかったです。保護者の方々からも高い総合評価をいただき、これも皆さ
ま方が園をそして職員を温かく見守り、且つ応援してくださっているのだと感謝致します。私達職員
の励みや支えとなります。頂いた結果を真摯に受け止め、この結果の維持向上、また改善すべきは改
善し、課題においては検討を重ねていきたいと考えます。
　今後も地域の方、保護者の方のご支援、ご協力を賜りながら、理念方針のもと保育の質の向上に、
そして子どもにとっても、保護者にとっても、私達職員にとっても温もりのある楽しい園にと職員一
同努めてまいりたいと存じます。
　末筆ながら今回の受審に際し、保護者の方へはアンケートのご協力、学研データサービスの調査員
の方には評価、講評へのご尽力を頂きましたことに御礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんよしだ保育園　園長　白石玲子
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