
令和1年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪基本情報≫ 

 

対象事業所名 横浜市荏田北保育園 

経営主体(法人等) 横浜市 

対象サービス 認可保育所 

設立年月日 平成 10 年 4 月 1 日 

定員（利用人数） 120 名（112 名） 

事業所住所等 横浜市青葉区荏田北 3-6-14 ／ 電話番号 045-912-4828 

職員数 常勤職員 23 名 ・ 常勤職員以外の職員 37 名 

評価実施年月日 令和 1 年 10 月 21 日・28 日 

第三者評価受審回数 3 回目（前回平成 27 年度実施） 

実施評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜実施方法＞ 

 

評価項目 横浜市基準項目 

自己評価実施 

 

期間：令和 1 年 7 月 1 日～令和 1 年 9 月 5 日 

経験年数ごとに 3 グループに分かれ評価をする。最終的に園の評価としてまと

める。 

利用者アンケート 期間：令和 1 年 8 月 27 日～令和 1 年 9 月 24 日 

各家庭に配布後、郵送にて評価機関に返送してもらう。 

利用者本人調査 

 

0 歳～5 歳児対象に 1 日の生活を通して観察を行い、園生活、食事、遊び等を

場面観察から考察をまとめた。 

 

 ＜荏田北保育園の保育方針＞ 

● 基本的人権を尊重する。 

● 子どもたちが自分を「かけがいのない存在」と信じ自信を持てるようにする。 

● 家庭と保育園が協力して保育する。 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜現在取り組んでいる点＞ 

● こども一人ひとりを大切にした保育 

● 職員の資質向上 

● 年齢ごとに0歳児から5歳児まで、継続的に取り入れているリズム遊び 



≪総合評価≫ 

 

●横浜市荏田北保育園の立地・概要 

●横浜市荏田北保育園は、田園都市線江田駅西口から徒歩で5分程度、あざみ野駅方面にゆるやかな坂道を

のぼり、閑静な住宅街の一角に位置しています。園の前は大きな多目的広場がある赤田西公園があり、6

世紀後半の古墳を復元した赤田2号墳も見ることができ、夏には赤田西公園で地域（自治会）の夏祭りで賑

わいます。公園に隣接して慶応義塾横浜初等部もあり、豊かな自然とアカデミックなゆとりのある地域で

す。赤田西公園は荏田北保育園の散歩コースの1つであり、子どもたちは公園で遊具や木製のアスレチック

で遊び、秋にはドングリ、松ボックリを拾ったり、四季折々の草花・虫を発見する等、自然と触れ合うこ

とができます。地域との交流では、荏田北保育園は今年21年目を迎えた比較的新しくも年月を重ねた保育

園であり、園の存在は地域に浸透し、近隣とも馴染み、園にさつま芋の苗や七夕の笹を届けてくださる方

もいます。保護者会主催行事の和太鼓や園行事の運動会等で生じる音に対しても理解や協力を得られてお

り、良好な関係作りができています。また、冬には慶応義塾横浜初等部の広い校庭で凧揚げをさせてもら

う等、交流を図っています。 

●横浜市荏田北保育園の定員及び入所児童数状況については、総定員数120名、入所児童数は現在112名で

す。横浜市の待機児童入所円滑化により、2歳児は20名、3歳児は21名入所しています。4歳、5歳児では11

名欠員になっています。クラス分けでは、1歳児の高月齢児6名と2歳児の低月齢児6名を1つのクラスにして

1、2歳児混合クラスを設け、全体で7クラスになっており、できるだけ少人数のクラスにすることで丁寧な

保育を実践しています。特別保育は延長保育、障害児保育、一時保育を実施し、地域への子育て支援では、

育児相談、園庭開放、プール開放、交流保育、育児講座、図書貸し出し、ふれあい給食、ひだまり広場を

提供しています。 

 

●横浜市荏田北保育園の保育の方針 

●横浜市荏田北保育園の理念・基本方針は、横浜市の保育の根本を軸として地域性を加味して策定してい

ます。保育理念は、「すべての子どもたちが自分を『かけがえのない存在』と感じ、自信を持って生きてい

かれるようにする」と謳い、園目標に「たのしくあそぶこ、おもいやる心、あふれる意欲、ゆたかな創造」

を掲げています。今年は、「子ども一人ひとりを大切にした保育」、「職員の資質向上」、「年齢ごとに0歳児

から5歳児まで、継続的に取り入れているリズム遊び」の３点に重点を置いて取り組んでいます。園の特色

とする保育と教育には、リズム遊び、和太鼓の取り組み、異年齢交流、エコキャップでの社会貢献、おは

なし会の開催、子ども一人ひとりの誕生日を園全体で祝う、戸外遊びを多く取り入れる等、力を入れて取

り組んでいます。園では、子どもが過ごす環境作りに配慮し、子ども一人ひとりが主体的に育まれるよう

援助し、様々な経験を通して子どもの興味・関心を引き出し、教育的側面につなげて支援しています。 

 

≪特に評価の高い点≫ 

 

１．【子ども一人ひとりを大切にした保育、「自己肯定感」を培う保育】 

●子どもは、大人から大切にされると自分が大切にされていることが分かり自分を大好きになり、自分の

ことを大切にし、他人も大切にします。成長して多くの試練に遭い、苦しい立場になっても人のことをい

じめない、苦しいことも乗り越えることが出来ます。そして、子どもを大切にすることが、子どもの力強

く生きる力を育みます。まさに、横浜市荏田北保育園ではこれらを見据えた取り組みを日々実践し、乳児

期から子ども一人ひとりの心に寄り添う保育を実施してスキンシップをたくさん行い、子どもとの愛着を

形成しています。職員は、座って延ばした足の上で子どもの手をとって目と目でアイコンタクトをとりな



がらふれあい遊びをします。また、「あなたがかけがえのない存在」だと伝えるよう、誕生日を迎えた子ど

もは“誕生日バッチ”を胸に付け、誕生日バッチを付けている子どもに職員は「お誕生日おめでとう！」と

笑顔で声をかけます。これらの取り組みは、子どもたちに「あなたは世界でただ一人のかけがえのない存

在。みんなあなたが大好きよ」という気持ちを伝えたくて始めた取り組みです。子ども一人ひとりが大切

にされる保育により、自己肯定感が培われ力強く生きる力を育んでいます。 

 

２．【リズム遊びを取り入れた保育】 

●横浜市荏田北保育園では、0歳児から5歳児の保育にリズム遊びを取り入れています。リズム遊びでは、

全身を使って飛び跳ねたり、走ったり、しゃがんだり・立ったりと、様々な動きから体力作りと体のしな

やかさ等、基本的な身体能力を身に付けています。体を動かすことにより、脳にも刺激が伝わり神経回路

への発達を促します。子どもたちは音楽に合わせてリズムをとり、自己表現力を培い、他人とリズムを合

わせる活動により協調性や社会性を育み、何よりみんなと一緒に楽しみを共有し、子どもたちの表情は輝

いています。また、子どもたちは周囲と合わせるよう音楽をよく聴き、保育士の動きをしっかりと観察す

る等、自然と集中力も養われています。 

 

３．【外遊びを多く取り入れて体育・知育を培う保育の実践】 

●横浜市荏田北保育園では、戸外での遊びを多く取り入れています。外遊びを通して基礎体力や運動能力

を高め、さらに、自然の無限の情報量から五感を刺激し、外遊びならではの貴重な体験は自発性・創造性

の育みにつなげています。また、子どもの発育に望ましい生活リズムを身に付けられるよう支援していま

す。園の月・週・日案において、今年9月の予定表では戸外遊び、散歩、運動会練習、運動遊び、園庭遊び、

サーキット遊び、と記載されています。他にも午後の午睡目覚め以降、順次降園までの間は天気が良けれ

ば園庭に出て、子どもたちは元気いっぱいに外遊びを楽しんでいます。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

 

1. 【新保育所保育指針に関するさらなる理解について】 

●新保育所保育指針には、従来の保育に加えて教育的な側面が加味されました。それにより保育に大きな

変更と再構築が求められることになりました。横浜市荏田北保育園では、創立時から「子ども一人ひとり

を大切にした保育」に力を入れています。乳児期から一人ひとりの心に寄り添う保育を実施していくこと

で、子どもとの愛着・信頼関係を形成しています。例えば、誕生日には全職員から「誕生日おめでとう！」

の言葉とともに「あなたは世界でただ一人のかけがえのない存在。みんなあなたが大好きよ」と思いを伝

えています。一見すると何気ない関りですが、子どもの心の中には自己肯定感が芽生えます。さらに子ど

もの自発的な行動や、自主的活動を促す内容を多く取り入れて自己肯定感を育てています。その結果とし

て「生涯にわたる生きる力」等が培われていくことが期待されます。そして、荏田北保育園の保育方針の

実践が他の保育園の手本となっていくよう期待いたします。 

 

 

 

 

 

 



横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

第三者評価受審施設 横浜市荏田北保育園 

評価年度 令和１年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜評価領域＞ 

Ⅰ 利用者本人（子ども本人）の尊重 Ⅱ サービスの実施内容 Ⅲ 地域支援機能 

Ⅳ 開かれた運営 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 Ⅵ 経営管理 

 

評価領域Ⅰ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類１－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育の理念は、「すべての子どもたちが自分を「かけがえのない存在」と信じ自信をもって生きていかれ

るようにする」と謳い、園目標には「たのしくあそぶこ～思いやる心 あふれる意欲 ゆたかな創造」を

掲げています。各クラスに保育理念・保育方針・園目標・保育姿勢を掲示し、保護者の目に触れるように

示しています。職員に対してはパワーポイントを活用して説明及び周知を図り、これらをカードにして携

帯する等、意識を持って保育に当たれるようにしています。横浜市荏田北保育園では特に、「基本的人権を

尊重する」、「子どもたちが自分を「かけがえのない存在」と信じ自信を持てるようにする」、「家庭と保育

園が協力して保育する」を心がけています。 

 

●全体的な計画は、保育理念、保育方針、保育目標に沿って、保育・教育目標、養護、教育、食育等につ

いて年齢ごとに作成し、育みたい資質・能力の 3 本柱、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 10 項目や、

地域との関わり等についても盛り込んで作成しています。全体的な計画の策定については、クラスごとに

話し合い、全職員が参加して作成しています。保護者に対しては、懇談会でわかりやすく説明し、各クラ

スのファイルに綴じていつでも閲覧できるようにしています。 

ああああ        

●年間、月間の指導計画、週・日案等は、クラス担任間で昼の時間、クラスミーティング等で話し合い、

全体的な計画に基づいて各年齢の子どもの成長・発達を考慮しながら一人ひとりの子どもの行動、表情等

から気持ちの動きを汲み取り、子どもの自主性を尊重した計画を作成しています。 

 

 

 

 

 



評価分類１－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●入園説明会では、入所面談用紙を基に保護者と個人面談を行い、子どもの発達状況や、行為等で偏った

傾向が習慣化していること等を聞き取り、把握しています。入園後には担当保育士と再度、個人面談を実

施し、保育上必要な事項（別紙記入の上）についてコミュニケーションを図りながら成育歴、家庭での状

況、健康状態（アレルギー対応、与薬等含む）等を丁寧に聞き取り、把握した情報は保育に生かしていま

す。特に、離乳食については、写真や資料で説明して理解を促しています。また、児童票、健康台帳、必

要事項等は、保育や指導計画の作成に生かしています。 

 

●短縮保育については年齢、子どもの様子、家庭・就労状況等に応じて期間、時間は柔軟な対応に努め、

利用開始後は園の生活環境に慣れるよう個別に配慮しながら徐々に保育時間を長くして進める等、子ども

に負担がないよう配慮しています。新入園児については、乳児クラスは子どもの1日の生活状況を家庭と共

有し、緩やかな担当制をとり、子どもが安心・安定して過ごせるよう配慮しています。また、ミーティン

グ等で子どもの様子・状況を共有しながら職員皆で子どもを見守っています。在園児については、前年度

の担当者ができるだけ１人は持ち上がるよう配慮し、子どもの心身の安定に努めています。 

 

●個別指導計画は、月齢に配慮して０歳～２歳児の乳児クラスで作成し、幼児クラスについては各クラス

の指導計画に個別配慮の欄を設け、子どもの様子や特記事項を記録しています。指導計画は、保育所の自

己評価結果を反映させて次年度の計画に生かすようにしています。指導計画の評価、改訂については、保

護者の希望、意向等を踏まえながら複数の職員で実施しています。 

 

●乳児保育については緩やかな担当制を採用し、フリーの乳児担当を配置し、子どもが安心できるように

しています。職員は保育を楽しみ、愛情豊かに受容し、子ども一人ひとりの生理的・心理的欲求を満たせ

るよう努め、子どもが心地良く生活でるよう配慮しています。また、這う、立つ、歩くなど変化が大きい

時代を踏まえ、一人ひとりの発育に応じて身体を動かせるコーナーの設定や、発達を促す手作り玩具、わ

らべ歌、伝承遊びを提供する等、保育環境の整備に努めています。また、発達や興味・関心に応じて玩具

や壁面装飾の入れ替えを行い、興味や好奇心が育つように工夫しています。 

 

●横浜市荏田北保育園では、乳児クラスについて 0 歳児クラス、１歳児・2 歳児クラスは小集団にするよ

う 1 歳児クラス・1、2 歳児混合クラス（1 歳の高月齢児と 2 歳の低月齢児）・2 歳児クラスを設け、子ども

の過ごし方を工夫する等、一人ひとりの発達に応じて遊べるようにしています。園庭遊びや散歩等では、

それぞれの子どもが遊びたい遊びを決め、自分でしようとする気持ちを大切にして受け入れ、見守り、応

える等、応答的な関わりをしています。また、健康状態、機嫌、食欲等の日常の状態観察を十分に行い、

子どもに合わせた対応を行っています。さらに、仲良く活動できるよう職員が仲立ちをしながら友達との

やりとりが生まれるように援助しています。 

 

 

 



●３歳以上児の幼児クラス保育については、集団の中で安定して遊びを中心とした興味・関心のある活動

を行い、集団の中で自分の力を発揮し、友達と共に楽しめるよう遊びや活動を行っています。おおきくな

ったねの会の劇は、保育活動の中で行っている読み聞かせの本の中から子どもたちが「西遊記」を選んで

行いました。また、保育所保育指針に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を念頭に置

き、生活や遊びの中で環境を整え、必要な援助を行うようにしています。新たな保育所児童保育要録の様

式では、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 10 項目において子ども一人ひとりの特徴ある点を重点的に

記入するようにしています。また、0 歳～5 歳児のリズム遊び等の活動を通して相乗ある成長過程を育ん

でいます。 

 

評価分類１－３ 快適な施設環境の確保 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園舎周りや園庭の整備を定期的に実施しています。掃除マニュアルに沿い、掃除チェック表を用いて毎

日清掃を行い、清潔な保育環境作りに努めています。各保育室に温湿度計、空気清浄機、虫よけ剤を設置

して快適な環境を整えています。玩具の消毒・清掃も毎日実施しています。園は住宅地の中に位置してお

り、保育室の窓を閉めて音漏れを防ぎ、常時エアコンを使用する等、騒音対策を講じて近隣に配慮してい

ます。毎日、温湿度の数値を日誌に記録して管理を行い、適宜自然換気を行いながら保育環境の整備に努

めています。 

 

●乳児保育室に沐浴室を設備しています。夏にはベビーバス、タライを使用して沐浴を行っています。温

水シャワーは乳・幼児のトイレ、外水道に設置されており、汗をかいた時や必要に応じてシャワーを活用

しています。また、外遊びやプール前後にシャワーを使用して体の清潔を保持し、使用後は掃除マニュア

ルに沿って清掃・消毒を実施しています。外水道は園庭開放や、交流保育、一時保育等、保育園に遊びに

来てくださった地域の方にも自由に使用できるようにしています。 

 

●各保育室には年齢や発達に応じた絵本や玩具を子どもの手の届く位置に用意しています。子どもたちが

自分の好きな遊びをじっくり遊び込めるようコーナーを設け、子どもが落ち着いて遊べる環境を整えてい

ます。絵本コーナーでは椅子を置いて子どもがじっくりと本に親しめるよう工夫し、寛げる空間となって

います。乳児クラスは一人ひとりの遊びを保障し、遊びを選択できるよう工夫する等、小集団で遊べるよ

うにしています。0 歳児の保育室には大きな段ボールを利用したハウスを作り、子どもたちが中で遊べる

ようにしています。乳児クラスは保育室内に遊びと食事、午睡の空間を分離して確保し、３歳～５歳児も

寝食を分けています。異年齢の交流では、ホールでリズム遊びやおはなし会、お店やさんごっこ等の交流

行事を行い、異年齢で触れ合う活動を行っています。また、他のクラスに遊びに行く機会を設け、一緒に

お散歩に行く等、異年齢で共有する時間を大切にしています。 

 

 

 

 

 



 

評価分類１－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●個別指導計画は、３歳未満児については毎月、幼児の特別支援児については期ごとに作成しています。

個別に配慮を要する子どもについては、全体的な計画に基づいたカリキュラムに個別に記載して配慮して

います。保護者とは連絡帳を活用して密に連携を図り、個人面談で園での様子や対応について伝え、意向

等は個別計画に反映し、柔軟に変更・見直しをするようにしています。職員に対してはカリキュラム会議

（毎月）やミーティング（毎日）で周知を図り、福祉員へは夕方のミーティングで情報の共有を図り、共

通認識の下、保育に当たっています。個別に配慮を要する子どもの運動会やおおきくなったねの会の劇へ

の参加については、子どもに負担がかからないよう参加の仕方を職員間で検討し、保護者への説明にも丁

寧に行い、全園児で楽しく過ごせるよう配慮しています。 

 

●入園後の子ども個人の記録については児童票、健康台帳、経過記録に記載し、個別の発達の過程等はク

ラス担任が経過記録にファイリングし、職員間で共有しています。子どもの様子やケガ、体調面等につい

ては、引き継ぎノートに記録し、早遅番の職員や福祉員とも共有を図り、保護者への伝達に役立てていま

す。児童票、健康台帳、保育記録等は、事務室の施錠できる書庫に保管・管理を行い、全職員は事務室内

での閲覧を可能とし、情報を共有して保育に当たっています。就学の際は、保育所児童保育要録を各就学

先に送付する等、就学先と連携を図っています。健康診断、身体測定結果については、健康の記録（児童

健康台帳、歯科健康診査表）に記入し、保護者へは別紙「身長、体重の記録」に記入して伝えています。 

 

評価分類１－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●横浜市荏田北保育園は、配慮を要する子どもの受け入れを行っています。配慮を要する子どもについて

は、保育計画を作成し、担任以外の職員も声かけや見守りを行い、配慮点や関わり方の共有を図り、統一

した対応を心がけています。個別のケースに関しては臨床心理士への相談・助言を受けたり、職員が要配

慮児に係わる研修に参加した報告書等を参考にしたりして、保育環境や保育内容を工夫しています。アレ

ルギー疾患のある子どもについては、全職員が生命の危険を伴う重要な事項であることを認識し、必ず医

師の指示書に基づいて対応しています。毎月、対象児の保護者と献立について話し合い、除去の確認をし

ます。その結果を記録し、ファイルに保管して全職員で共有・確認をしています。 

 

●障害児保育の環境整備では、各保育室はバリアフリーであり、階段、廊下、幼児トイレに手すりを設置

し、障害者用トイレは 1 か所設けています。専門機関や、行政、また地域療育センターあおばと連携を図

り、指導・助言を得られる態勢を整えています。障害を持つ子どもについては、障害の特性を考慮した個

別指導計画を立案し、毎日個人日誌に記録しています。職員は障害児保育の研修に参加し、研修内容は報



告と共に職員間で情報の共有を図り、保育に当たっています。対応については、特性に応じて絵カード表

を用いてコミュニケーションを図る等、工夫を行いながら統合保育を実施しています。 

 

●虐待防止マニュアルを備え、全職員に周知しています。虐待の定義・発見のポイントについては研修を

実施し、全職員で共通認識を図り、理解を深めています。また、保護者には、保護者と園が一緒に子育て

をしていることを伝えています。毎日、子どもの健康観察を行い、着替えの時には、子どもの体にあざや

傷などがないかそれとなく観察し、衣服や持ち物等の清潔について確認する等、小さな変化の「気づき」

に努めています。気づいた事柄については、園長や主任へ報告する体制を整えています。虐待が疑われる

場合は、写真に収めたり、個別記録を書くようにしたりします。また、速やかに青葉区役所保健センター

に連絡し、保健師と連携して対応します。必要に応じて外部機関にも相談できる体制を整備しています。 

 

●食物アレルギー疾患のある子どもの除去食を提供する場合は、横浜市が定めている「食物アレルギー対

応マニュアル」に従って対応しています。まず、保護者には主治医が書いた「アレルギー疾患生活管理指

導票」を提出してもらいます。保護者、担任、調理の三者で給食の除去内容を十分に確認します。専用食

器に盛り付け、名札が付いた他の園児とは色違いの専用トレイに乗せて個別配膳を行います。必ず担任と

調理担当者で除去内容を確認し、誤配膳や誤食がないようにしています。夕方のミーティングでは、翌日

のアレルギー児の献立の除去内容を全職員で確認し、ホワイトボードに記入して、喫食直前まで誰もが確

認できるようにしています。また、アナフィラキシーの対応では、アレルギー児が普通食に触れることが

ないようにするため、個別のテーブルで食事を食べさせます。テーブルの布巾は、除去内容に応じて印を

つけ、それぞれの除去内容にあった布巾を使用しています。食後の掃除も徹底し、アレルギー児が他の園

児の食べこぼしを触ったり、拾って食べたりしないように配慮しています。職員は食物アレルギー研修に

参加し、その結果を全職員に報告し、研修内容の共有を図っています。 

 

●文化が異なる外国籍の子どもへの対応について、過去３年間の受け入れ状況（一時保育での受け入れを

含む）では、両親のどちらかが外国人とする子どもが何名か在籍していましたが、外国人の保護者は日本

語に不自由しない、片言の日本語は理解できる方がほとんどであり、詳細に説明する場合は日本人の保護

者に伝えていた経緯があります。生活習慣や考え方の違いを理解し、園生活をスムーズに送れるよう配慮

していますが、外国籍に係わる保護者に意思疎通が困難な場合を想定した具体的な対応策についてはまだ

整っていませんので、絵本や写真、ポケトーク等のコミュニケーションツール、ボランティアや区役所経

由で通訳の依頼体制等、対応策を講じておかれることを期待いたします。 

 

評価分類１－６ 苦情解決体制 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保護者からの苦情などに関して、玄関に意見箱を設置し、第三者委員の連絡先を掲示していつでも苦情

が述べられることを周知しています。さらに、権利擁護機関等の他機関での苦情解決窓口の周知を図るよ

う期待されます。要望や意見等を聞く機会としては、行事後には保護者にアンケートを実施して意見等を

抽出し、クラス懇談会、個人面談の際も要望や意見等を聞くようにしています。また、各クラスにアンケ

ートボックスを設置し、アンケートからの意見、集計結果等については保護者に周知しています。 



●保護者から苦情、要望を受けた場合は、迅速に園長に報告を行い、必要に応じて区役所、第三者委員や

外部機関を交えて対応できる体制を整えています。第三者委員とは定期的に懇談して園の様子を伝えてい

ます。各クラスで苦情・要望があった場合は、職員は誠意を心がけ、苦情等に至った保護者の思いに寄り

添い、不安を長引かせないよう配慮して対応しています。苦情等に対する改善については、会議やミーテ

ィングで改善策等を話し合い、対応方法について周知を図り、改善された内容については園だよりや懇談

会で保護者に伝えています。 

 

評価領域Ⅱ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育室にコーナーを設定し、子どもが落ち着いて遊びに集中できる環境作りを行い、ホールや広い場所

を活用して遊びを楽しめるようにしています。玩具は、子どもが自発的に活動できるよう、玩具収納棚を

年齢に合った高さに設置し、子どもが自由に取り出せるようにしています。また、発達にふさわしい玩具

の取り揃えと、興味や季節に合わせた玩具の入れ替えを行っています。玩具の保管場所には絵表示を貼り、

遊びたい玩具を示し、置き場所をわかりやすく工夫しています。園庭は、園舎の東から南面に亘り広い敷

地になっており、2 か所の砂場、滑り台、ジャングルジム、鉄棒、タイヤの埋め込み、三輪車、プール等

を備え、園庭の周囲には桃の木、柿の木、桑の木、百日紅等の樹木や草花が植栽されています。子どもた

ちは四季の草木に触れ、虫を観察する等、豊かな自然に囲まれてのびのびと遊んでいます。今後、畑やビ

オトープも作っていく計画を予定しています。 

 

●子どもが個々に好きな遊びをする自由遊びを大切にし、発達や興味に合わせてクラスで集団遊びを行い、

一斉活動の時間も取り入れています。一斉活動では、友達関係やルールを守る等の社会性を重視して一緒

に遊ぶ楽しさを伝え、リズム遊びやドッジボール、共同製作を行っています。幼児では、子どもたちの自

由な発想を取り入れ、「バナナ鬼」等、自分達でルールを作って遊べるように支援しています。低年齢ク

ラスの集団遊びでは、順番やルール等を知る機会とし、集団遊びを通して友達関係が広がるよう援助して

います。職員は、子どもの発想を大切し、子どもたちの興味・好きな絵本から「ごっこ遊び」や劇あそび

に展開し、子どもの表現する言葉を受け止め、認め、自由に表現できるよう支援しています。 

 

●園庭の草木や散歩先の身近な自然から豊かな創造と意欲を導いています。例えば、青虫を手のひらに乗

せて動きや感触などを体感させたり、図鑑や絵本で生き物を調べさせてみたりして、生き物への興味・関

心を深められるようにしています。また、カブト虫など身近な昆虫を保育室で飼育したり、観察したりす

ることで命の尊さを知るきっかけにしています。地域との交流では、地域の高齢者施設の利用者の方々を

園に招いて園児と一緒に遊んだり、交流したりしています。また、園児が高齢者施設を訪問する機会もあ

り、歌を披露したり、一緒に遊んだりして世代間交流を楽しんでいます。また、公共の図書館で絵本を借

りる体験も大切にしています。年長児クラスはドッジボール大会やかるた大会で地域の保育園との交流を

深めています。さらに、近隣の小学校とも定期的に交流を行っています。また、散歩や園外活動として、

「おさんぽマップ」を作成し、散歩先の情報を職員や園児みんなで共有しています。散歩途中で行き交う



地域の方には園児から元気に挨拶をし、散歩先で出会った親子にも挨拶したり、一緒に仲良く公園の遊具

を使ったりして交流しています。 

 

●幼児クラスは保育室に制作コーナーを設け、色鉛筆やクレヨン、廃材、工作具、紙やひも等を揃え、子

どもたちがやりたい時に描画や制作などを楽しめるようにしています。制作途中の作品は、片づけずその

ままにしておき後で続きが作れるように配慮しています。年長児クラスの作品を展示するときは、クラス

のみんなに、一人ひとりが気持ちを込めて描いたり、作ったりしたところを紹介し、表現活動の楽しさを

味わい、共有できるようにしています。保育室にはクラスで歌っている歌の歌詞を書いて貼りだし、それ

を見ながら子どもたちが自由に歌える環境を作っています。子どもたちは思い思いに口ずさんだり、音楽

に合わせて自由に体を動かしたりします。子どもたちの興味を広げ、喜び・楽しいを表現しています。ま

た、乳児の保育室には、職員が段ボールや牛乳パックを利用し布を貼って手作りした温かい雰囲気の斜面

やトンネル、子どもたちが入れる家があります。乳児クラスの子どもたちがハイハイしたり、手足をたく

さん使って遊んだりして、安全に探索活動ができるようにしています。 

 

●異年齢保育では、異年齢で「なかよしグループ」と称するグループを設け、一緒に遊びや食事等をして

交流を深めています。0 歳～5 歳児でのリズム遊びや、ボランティアによる「おはなし会」ではみんなで一

緒に楽しみ、お話しを聞き、感情・感動を共有しています。また、互いに他クラスに行って自由に遊べる

日も設けています。年長児は乳児クラスの着替えを手伝う等、愛しむ気持ちを培っています。 

 

●子ども同士のケンカの場合は、職員はケガにつながらないよう見守り、双方の話しをよく聞き、必要に

応じて言葉に上手くできない感情を代弁し、言葉で伝えることの大切さや相手にも思いがあることを伝え

ています。子ども同士のトラブルでケガがあった場合は、保護者に連絡の上、必要に応じて医療機関で受

診するようにしています。職員は、子ども一人ひとりの理解を深めるよう心がけ、子どもに対して統一し

た対応ができるよう話し合っています。 

 

●健康増進の工夫では、天気の良い日は散歩や外遊びを積極的に取り入れています。その日の子どもの体

調や気候、安全の確保に努め、周辺の恵まれた環境を生かして年齢や目的に応じて戸外に出かけるように

しています。園庭では固定遊具や三輪車、縄跳び等、体を使って遊ぶ遊具が揃えられ、のびのびと遊べる

環境が整っています。外遊びでは園庭に遮光ネットを張り、日除け帽子着用にて紫外線対策を行っていま

す。虫刺されから伝染性膿痂疹になりやすい子どもについては、家庭の希望により長袖・長ズボン着用で

の対応も行っています。子どもの健康状態は毎朝、把握し、既往歴や体調のすぐれない子どもは個別に対

応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園では、食事の前には横浜市の食教育の情報誌「パクパクだより」を読み、食への関心につなげていま

す。給食では、子ども一人ひとりの量を把握し、体調等に応じて量を加減して完食ができるようにしてい

ます。食育については、実際に食材を目にして触れ、給食のお手伝いとして枝豆をさやから出したり、ト

ウモロコシのひげ取り、玉ねぎの皮むきをする等、食材等への興味が持てるようにしています。年長児は

毎年、秋の味覚の秋刀魚を一尾食す経験を行い、魚が焼けるおいしそうな匂いや、栄養価、魚の骨の構造、

骨を取る等を知り、自分で食べる食育体験を行っています。また、クッキング体験ではピザやカレー等の

調理を行い、食への関心を高めています。乳児の授乳については、連絡帳で家庭での授乳間隔を把握し、

離乳食の開始と授乳においては子どもの食欲や成長・発達の状況に応じて調整しています。0 歳児は、１

対１で食事の対応を行い、子どもが自分で食べたいという気持ちを大事にし、職員は援助用スプーンを持

ち、子どもは発達に応じて、子ども用のスプーンを持つようにしています。 

 

●食事を楽しくする工夫では、天気の良いはテラスでおやつを食べ、異年齢でホールに集まって会食を楽

しみ、誕生日会ではバースデーマットを使用して特別感を味わうようにする等、ワクワク感のある食事の

機会を設けています。毎日、調理担当職員がクラスを巡回し、子どもの喫食状況を把握し、毎月、職員会

議で喫食状況を踏まえて話し合い、調理の仕方や、食材の形状等の工夫に努めています。また、管理栄養

士が来園した際は指導、助言を受けています。食器は強化磁器を使用し、年齢に応じて形状や大きさ、種々

の食具を揃え、特に 0 歳、1 歳児は手で持ちやすく、食具ですくいやすい食器を採用しています。 

 

●給食は毎日、給食サンプルを掲示し、保護者へ当日の献立がわかるようにしています。人気のレシピは

自由に持ち帰れるようにし、家庭での食育につなげています。保育参加では昼食の試食ができる機会を設

け、園の食育の取り組み、味付け等を伝えています。給食だよりでは、幼児用、乳児用、離乳食用（４期：

前期、中期、後期、完了期）を作成して食育の取り組みを伝え、幼児クラスでは「ぱくぱく便り」を掲示

して食の興味につなげています。乳児クラスは、連絡帳で家庭での食事の様子を把握し、園での様子も伝

えて情報を共有しています。 

 

●午睡については、安心して心地良く午睡ができるよう寝食の空間を分け、明るさ、空調、室温、湿度に

配慮し、保育士は子守唄や子どもの背中をさすり、傍に添う等、子どもが安定した気持ちで入眠できるよ

うにしています。SIDS の予防では、0 歳児は 5 分、１歳、2 歳の誕生月まで 10 分間隔でブレスチエック

を行い、SIDS チェック表に記録しています。眠れない子ども、眠くない子どもには、強要せずに一時保育

の保育室を活用して静かに過ごすように促しています。5 歳児は就学に向けて家庭と相談（2，3 月頃）し、

子どもの様子を見ながら午睡のない日も設けながら進めています。 

 

●トイレットトレーニングでは、マニュアルを備え、個人差があることを十分に理解し、一人ひとりの発

達状況に応じて、保護者と連携を密にしながら個別に進めています。一人ひとりの排泄リズムを確認しな

がら、生活の節目で声かけを行い、無理強いはしないよう子どもの気持ちを大切にして対応しています。

自分から尿・便意が伝えられる子どもは保育士に伝え、トイレで排泄しています。園では、低年齢児には



1 回分のトイレットペーパーを準備し、トイレの足元マットや便座カバー（冬季）を備え、壁に楽しい絵

や写真を貼る等、快適にトイレに親しめるよう工夫しています。 

 

●保育時間の長い子どもについては、日中の活動や体調面を考慮して 1 日の過ごし方に配慮し、玩具の種

類やコーナーを工夫して環境を整えています。子どもの状態はミーティングノート、引き継ぎノートに必

要事項を記載して職員間で確実に引き継ぎ及び情報共有を図り、保護者との連携、伝達漏れがないよう十

分配慮しています。 

 

評価分類Ⅱ－２ 安全管理［健康管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●健康管理は、健康管理マニュアルを備え、担任だけでなく保護者対応をする職員は子どもの健康に関す

る情報収集を心がけ、子ども一人ひとりの健康状態、保護者から知り得た既往症、予防接種について記録

して管理をしています。歯磨き励行では、0 歳、1 歳児は食後にお茶で口の中をさっぱりするようにし、1、

2 歳児混合クラスから歯磨き指導を始めています。幼児は年 2 回、看護師の巡回で手洗い、うがい、歯磨

きの指導を受け、手洗い、歯磨きの手順は子どもの見やすいところ掲示して基本的習慣を促しています。 

 

●年 2 回、嘱託医による健康診断・歯科健診を実施し、健診結果は個別に記録し、保護者にも知らせてい

ます。保護者には事前に健診日を周知し、受診できるように促しています。さらに、嘱託医やかかりつけ

医と連携を図り、子どもの健康に関して情報を共有できるよう取り組みに期待されます。 

 

●感染症等については、感染症に関するマニュアルを備え、入園時に登園停止基準や保育中に感染症等の

疑いが生じた場合の対応について説明し、登園届、登園許可書等の書類を配付しています。感染症が発生

した場合は、園内での感染症蔓延に注意し、感染症の病名ごとに症状、潜伏期間、注意事項等、わかりや

すくまとめた情報を掲示して保護者へ注意喚起を行っています。保育中に発症した場合は、マニュアルに

沿って対応し、速やかに症状等について保護者に知らせ、可能な限り別室で個別に対応して蔓延の防止に

努めています。地域、最新の感染症情報は、行政や地域等から入手し、職員間で情報を共有しています。 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［衛生管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を行い、清潔さを確保しています。マニュアルは各クラスに設置

し、清掃の手順や消毒について定期的に見直しています。マニュアルは先ず、正規職員が熟知し、非常勤

職員には必要に応じて教示できるようにしています。保育室、トイレには手順表と清掃チェック表があり、

清掃・衛生管理に努めています。汚物処理セットは各保育室に設置し、使い捨て手袋を用意する等、緊急

時に備えています。 



 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［安全管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●毎月、地震や火災を想定した避難訓練を実施し、安全管理に関するマニュアルを備え、保育室のロッカ

ー・タンス、遊具棚、事務室の家具に転倒防止突っ張り棒を取り付け、地震対策を講じています。緊急時

に備え、事務室の電話の傍に「通報文言」を示し、横浜市緊急連絡体制、園内の避難経路図、緊急時の職

員体制・連絡網を整え、事故や災害時に対応できるようにしています。マニュアルは正規職員が完全熟知

を図るよう促していますが、非常勤職員に対しても緊急時に対応できるよう、安全管理に関するマニュア

ルの内容の知識・周知を図るよう、一考を期待いたします。 

 

●事故やケガにおける対応法は、事故防止・事故対応マニュアルに明示し、保護者の連絡先、救急・医療

機関のリストを備え、緊急時に対応できるようにしています。保護者へは必要に応じて一斉メールを配信

し、速やかに情報を伝達できる体制を整えています。子どもの事故やケガについては、ケガの部位、軽重

にかかわらず保護者に報告し、日誌に記録しています。保護者に対しては園長もしくは担当職員が状況説

明と対処法を伝え、全職員にも情報を周知しています。職員は、ミーティングでヒヤリハットの報告を行

い、改善点や確認事項を話し合い、再発防止に努めています。 

 

●外部からの侵入に対して、不審者対応マニュアルに沿って不審者侵入防止訓練、防犯訓練を年 4 回実施

しています。玄関の門扉は、終日電子錠で施錠を行っています。訪問者にはインターフォンで確認して安

全に留意しています。また、園内に緊急時の 110 番自動通報装置を設置し、緊急通報体制を整備していま

す。不審者情報は、関係機関、警察、園児の兄妹が通学する学校等から入手し、子どもの安全確保に努め

ています。さらに、近隣住民等とのネットワークの構築ができると尚良いと思われます。 

 

評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●子どもの人権については、クラスファイルに児童憲章、倫理綱領、青葉区の運営方針、全体的な計画を

綴じ込み、常に意識を持つようにしています。職員は、子ども一人ひとりの人格を尊重し、名前の呼び捨

て、子どものプライドを傷つける行為、差別用語等、ミーティングで確認し合い、相互に研鑽するよう努

めています。また、子ども一人ひとりに応じてわかりやすく話をするよう心がけています。 

 

●他児の視線を意識せずに過ごせる場所として、パーテーション等を活用して子どもが落ち着いて遊べる

スペースを設け、１人でじっくり遊べるよう配慮しています。ホールや一時保育室、廊下等を活用し、必

要に応じて子どもが個別に過ごす場所として工夫しています。プール遊び後は外から見られないよう工夫

し、子どもにはタオルを巻くよう配慮しています。幼児トイレはドアを付けた個室になっており、子ども



のプライバシーに配慮しています。  

  

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、個人情報漏洩防止マニュアルを備え、職員に周知を図り、

マニュアルはクラスファイルに綴じています。全職員は入職時に守秘義務の定義や目的について説明を受

け、ボランティア、実習生にも受け入れ時に説明を行い、周知しています。保護者には、入園のしおりに

明示し、入園時に個人情報の守秘義務について説明を行い、個人情報の取り扱い（肖像権等）の確認及び

同意書を得ています。個人情報に関する記録は鍵のかかる書庫に保管し、管理しています。引き継ぎノー

トに関しては夕方の外での引き継ぎを考慮し、ショルダーバックに入れて管理しています。 

 

●性差に関する配慮では、遊びや行事の役割、持ち物の区別、名簿、順番、グループ分けや整列も性別で

区分けすることはしていません。製作に使用する色、行事の劇での配役等も子どもの意思を尊重して決め

ています。職員は毎年、人権研修に参加して意識を高め、気になることがある場合は乳・幼児会議で話し

合い、共通認識を図って保育に当たっています。 

 

評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育の基本方針は、入園のしおり、ホームページ、入園説明会やクラス懇談会で説明し、保護者の目の

触れる玄関や各クラスに保育基本方針を掲示して理解を促しています。年度初めのクラス懇談会では生活

や遊びの場面ごとに子どもの育ちを伝え、園目標と併せて今後の方針について説明を行い、理解が得られ

るよう努めています。園だよりにも園目標を掲載しています。行事後には保護者アンケートを実施し、意

見や感想を聞き、行事のねらいや園目標が理解されているかを確認し、次回に生かすようにしています。

懇談会や個人面談で把握した意向や意見等については保育に反映させるよう努めています。 

 

●園生活での様子や活動内容は、乳児は連絡帳、3 歳児以上はクラスノートに毎日の保育の活動やその日

の様子、保育士との関わり等、写真を交えて伝えています。また、園だより（毎月発行）やクラスだより

に日頃の様子や活動を伝え、食育だより（げんきっこ通信）も定期的に発行して食への取り組みを知らせ

ています。園入口の掲示板には毎月の予定を掲示し、保護者が確認できるように配慮しています。 

 

●保護者の行事等の参加については年度初めに年間行事予定表を配付し、クラス懇談会、保育参加、個人

面談の予定を事前に知らせています。保育参加については保育参加週間をクラスごとに設け、参加しやす

いようにしています。懇談会では保育内容、クラスの様子やエピソード、保育の様子をわかりやすく伝え、

共に子どもの成長を喜び合える機会にしています。園では、職員参加のプロジェクトを設け、個人面談、

懇談会、保育参加の内容や日程ついて年度末に見直しを図っています。 

 

●個人面談はクラスごとに期間を定めて全保護者に実施していますが、希望があれば随時受け付けていま

す。個人面談や相談は事務室で行い、個人面談の際は「面談中」のプレートをかけてプライバシーを確保

できるよう配慮しています。個別相談については、相談内容に応じて園長・主任も同席して助言を行い、

内容は記録し、必要に応じて継続的にフォローするようにしています。また、内容に応じて関係機関と連



携し、相談、助言を受ける態勢を整えています。 

 

●横浜市荏田北保育園では保護者会を設け、保護者会担当の職員を配置し、年長卒園アルバム担当の役員

（保護者）と共に準備や協力を行い、空いている保育室を提供する等、コミュニケーションを図っていま

す。また、園長は保護者会総会、役員会に出席して交流を図っています。保護者会主催の行事では、依頼

内容や意向を検討の上、園でも企画を立案して実行に協力する等、良好な関係を構築しています。 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

 

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 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域の子育て支援では、地域支援事業に参加する利用者や、園の行事、園見学時のアンケート・感想か

ら要望等を把握し、支援の実施に生かしています。園の子育て支援サービスでは、一時保育、 園庭開放、

体験給食、交流保育、育児講座、プール開放、育児相談（週 1 回）、 絵本貸出し、ひだまり広場（月 1 回）

を実施しています。 

子育て支援計画は年度初めに年間計画を立案し、年度末に振り返りを行い、次年度につなげています。 

 

●地域の子育て支援ニーズ、子育て支援事業について、育児相談や園見学者、交流保育に参加した地域の

親子にアンケートを実施し、ニーズを把握しています。また、第三者委員との意見交換や、地域ケアプラ

ザ、近隣の保育園や小学校との交流を通して情報を収集し、事業に生かすようにしています。地域に向け

た子育てや保育に関する講習、研修会については、幼保小の連携会議や分科会、研究会に参加し、得た情

報を加味しながら地域の子育て支援ニーズについて職員間で話し合いを行っていますが、全職員が情報、

活動内容について把握できるよう、周知の工夫に期待いたします。 

 

 

 

評価分類Ⅲ－２ 保育園の専門性を生かした相談機能 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●青葉区の子育て情報サイト、広報よこはま青葉区版等に掲載して情報提供しています。相談事業につい

ては青葉区の広報誌や、青葉区のホームページに子育て相談、育児講座の案内、交流保育の受け入れ、園

の紹介を掲載し、育児支援情報を発信しています。また、子育て支援事業の利用者や園見学者にも園の情

報を提供し、園のリーフレットやチラシを作成して地域の親子に配布する等、情報を提供しています。近

隣の小学校へも園だよりを届け、園の活動をお知らせしています。 

 



●園長は、各種連絡会に参加し、入手した情報は職員に周知するようにしています。関係機関・団体等の

連絡先は一覧表にまとめ、事務室に置いて職員が閲覧できるようにしています。関係機関（青葉区こども

家庭支援課・青葉区役所保健センターの保健師・近隣小学校・民生委員・児童委員・地域療育センターあ

おば・嘱託医・児童相談所・警察・消防署等）と連携を図り、青葉区役所保健センター、地域療育センタ

ーあおばとは相談、助言を受け、ケース会議には園長が出席する機会も設けています。あ 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域へ園の理解促進のための取り組みとして、伝統行事（七夕、節分、ひな祭り等）には地域の住民を

招いて交流を行い、園の理解を促しています。また、地域ケアプラザや、高齢者施設に訪問をして世代間

交流を図り、ボランティアのおはなし会や、小学校との交流を定期的に行い、計画的に取り組んでいます。

子育て支援事業である園庭開放では土曜日も実施して地域の親子の遊び場として提供し、園の外回りの掃

除を毎日行う等、地域の貢献に努めています。 

 

●子どもと地域との交流では、地域の公共施設、地域の文化・レクリエーション施設等を利用し、図書館

に絵本を借りに行き、保育に活用しています。年長児は、地域の保育園と散歩やドッジボール大会を行う

等、計画的に園児の交流を図っています。また、地域の獅子舞保存会の方が来園し、子どもたちと交流を

しています。幼保小推進事業の交流を通して、計画的に年長児が小学校の学校案内で訪問し、小学 1 年生

と交流を行っています。 

 

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の保育内容・保育方針等の情報、育児支援情報の提供は、青葉区のホームページ、「子育てワクワク

MAP」や、子育て支援情報冊子の「あおばこそだて BOOK」等にも情報を掲載しています。また、青葉区

と区内の保育施設による子育て支援イベント「なしかちゃん広場」でも保育園の情報を提供しています。 

 

●園見学は、保護者の意向に沿って柔軟に対応するよう配慮し、担当職員が丁寧に対応しています。利用

希望者からの電話問い合わせ等については、常時対応できるようにしています。園見学時は、園独自のミ

ニパンフレットに沿って説明を行い、園舎内を案内しながら質問等にも応じ、園庭等で園児と一緒に遊ん

だり、希望があれば保育室で過ごしてもらう等、園の雰囲気を感じてもらえるようにしています。入園の

契約等は青葉区役所で案内しています。 

 



 

評価分類Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●ボランティアの受け入れは、主任を担当とし、マニュアルに沿って事前にオリエンテーションを行い、

心構えやボランティアの目的、内容、守秘義務等の説明を行い、理解を促しています。受け入れでは、地

域のおはなしの会等のボランティアや、近隣の中学校、高校の福祉体験、職業体験、夏休みのボランティ

ア等を積極的に受け入れ、次世代育成にも力を入れています。体験終了後は感想・意見を聞く機会を設け、

感想等はミーティングで周知し、園の改善やボランティアの受け入れに反映させています。ボランティア

の受け入れ予定表は事務室に貼り出し、職員間で共有しています。 

 

●実習生の受け入れは、主任が担当となり、資料を渡して事前にオリエンテーションを行い、園の保育方

針、子どもへの接し方、守秘義務、留意事項を説明しています。実習では、意向や実習段階に応じて部分

実習や責任実習等の体験が活かせるクラスへ配属し、有益な実習プログラムを計画しています。実習終了

時に配属のクラス担任やフリー保育士、園長と反省会を行い、気付き、意見交換を図り、今後の改善と次

回の実習生受け入れの参考にしています。実習の受け入れ予定表は事務室に貼り出し、職員間で共有して

います。 

 

 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類Ⅴ－１ 職員の人材育成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●横浜市人材育成ビジョンや人事考課制度に則り、園長は人材構成を確認し、主任とも相談しながら必要

な人材の補充を行っています。年度初めに、職員は「目標共有シート」を使用して保育所運営に必要な各

自の具体的な到達目標を設定し、年度末に達成状況の確認と振り返りを含めて園長と面談を行い、課題解

決と育成につなげています。また、キャリアラダー（保育士の自己評価票）を基に、職員一人ひとりの研

修計画を立案し、スキルアップの機会が捉えられるように取り組んでいます。 

 

●常勤職員、非常勤職員の研修体制については、人材育成ビジョン計画に沿い、時間を考慮しながら外部

研修等に参加できるよう配慮し、定期的に園内研修を設け、全職員が参加できるように昼の時間を活用し

ながら知識・技術の向上を図っています。外部研修受講後は研修記録に記載し、園内研修で報告会を行い、

職員間で共有化を図っています。 

 



●非常勤職員については、経験値や年齢等に配慮しながら業務の配置を行っています。また、会議、園内

研修に参加し、保育の意識向上を図り、職員同様に保育技術や倫理等を学び合い、クラスミーティングに

おいても相互に情報共有を図り、保育方針の一貫性と資質向上につなげています。年 2 回、非常勤職員と

の面談の機会を設け、年度の目標と反省を確認し、指導については主任が当たり、常勤職員、非常勤職員

間でコミュニケーションを図りながら園の円滑な業務につなげています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●毎年、保育所の自己評価、人事考課、キャリア自己分析表を活用し、年末に振り返りを行い、来年度の

キャリアラダーにつなげています。また、外部講師によるリズムあそび研修や、命の大切さを学ぶプロジ

ェクトを設定して技術の向上につなげています。外部からの技術指導では、地域療育センターあおばの技

術支援や、看護師の巡回相談を受ける機会を得て保育に生かしています。 

 

●職員の自己評価については、保育日誌の自己評価記入欄により毎日、自己評価を記入し、月ごと、年度

末にも振り返りを実施して記録しています。振り返りの内容は月間指導計画や年間指導計画、各種計画に

反映させています。さらに、横浜市のキャリアラダーの評価項目に基づいて総合的な自己評価を実施し、

園全体の保育の質の向上につなげています。 

 

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●人事基準は横浜市の公立園として明確に定められた基準に基づいて運用し、人材育成ビジョンに「保育

士職員として求められる役割・能力・知識」が明記され、横浜市の公立園全体で取り組んでいます。横浜

市の人材育成、人材育成ビジョンの職位に沿った期待水準を基に、職員との面談で目標の設定と自己評価

を確認し、年度末に振り返りを行い、次年度の希望・要望等を確認してスキルアップにつなげています。 

 

●園長は、年 1 回、職員の面談時に評価内容のフィードバックを行い、各職位に求められる能力や技術を

伝え、業務目標を立てる目安を伝えています。年度末には職員一人ひとりと振り返りの面談を行い、目標

の達成状況や次年度に向けた課題を確認し、要望等も面談の中で把握しています。キャリアパスの情報は

職員に周知を図り、昇任、昇進または異動について面談時に伝え、各職員の状況を踏まえながら実施して

います。昇任者、昇任予定者は研修に参加して質の向上に努めています。業務について改善点があった場

合は、職員間で意見を出し合い、職員で考えて進められるようにしています。 

 

 

 

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 

 



 

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 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育所、職員として守るべき法・規範・倫理等の周知については、公務員としての横浜市職員服務規定

や職員行動基準が定められ、事務室に掲示して周知を図っています。保育士倫理綱領に沿って個人情報の

扱い、義務遵守の徹底を心がけています。職員行動基準、コンプライアンスの規則、規定・要領を備え、

園長は職員会議やミーティングで他施設の不適切な事案、不祥事等の事例について職員に周知し、資料を

回覧して適切な対応ができるように注意喚起を行っています。園の運営方針や経営に関する情報は、会議

やミーティングで園長から職員へ伝え、保護者には入園時に説明を行っています。 

 

●ゴミ減量化、ゴミの分別、リサイクル・省エネ促進と緑化推進では、横浜市職員行動基準に則り、リサ

イクルに関する環境教育を推進し、「ほいくえんのしおり」にも明記し、ゴミ分別、減量化の意識向上に取

り組んでいます。横浜市環境方針にグリーン購入法（再生紙の購入）等が記載され、コピーの裏紙使用等

の励行を図り、エアコンや電気の節電に努め、各保育室、休憩室にゴミの分別表を掲示しています。園で

は、ゴミ担当者を設定し、園から排出するゴミの総量の目標値を定め、担当者を中心に正しいゴミの分別

とゴミ減量に向けて園全体で取り組んでいます。園庭には四季の樹木が植栽され、野菜や草花の栽培を行

い、緑化を促進しています。 

 

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の理念・基本方針は明文化し、園目標・保育方針・保育姿勢を園内に掲示し、職員、保護者等が目に

触れるようにしています。職員に対しては毎日のミーティングで保育目標や保育姿勢を確認し、理念、方

針等が記載されたカードを名札に入れて個々に携帯し、意識統一に努めています。園長は、職員が理念、

基本方針に基づいた指導計画の作成が成されているかや、日々の保育の様子から確認し、保育に反映され

るよう指導力を発揮しています。 

 

●重要な意思決定にあたり、園長は保護者に対して説明会を開催し、職員に対してはミーティングや会議

で説明を行い、保護者の意見を取り入れながら意見交換をして決定につなげています。重要事項の決定で

は、職員間で共通理解を図り、保護者の理解が得られるよう丁寧に説明を行っています。横浜市で重要な

変更や連絡があった場合は、横浜市の指示により保護者に周知し、必要に応じて各種のプロジェクトを設

定して内容を深めて取り組めるよう推進しています。 

 



●スーパーバイズのできる主任クラスの育成は、横浜市の人材育成ビジョン・キャリアラダー等の育成プ

ログラムを基に主任クラスの研修等に参加し、情報の取得や質の向上に努めています。主任は、職員一人

ひとりの得意な分野に合わせた業務分担を采配し、クラスミーティングや各プロジェクト会議に参加して

助言を行い、職員のシフト調整・職場環境にも配慮しています。また、園長の補佐としてまとめ役および

パイプ役となり、円滑な園運営に努めています。 

 

評価分類Ⅵ－３ 効率的な運営 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の運営面における情報は、横浜市こども青少年局保育・教育人材課や青葉区こども家庭支援課から情

報を得、園長会、関連機関等からも情報を入手し、社会の動向はマスメディアや地域の情報から分析を行

い、園運営に生かしています。情報は必要に応じて会議やミーティングで周知しています。また、保護者

や近隣住民からの意見等を把握し、改善できる事項は実行するように努めています。 

 

●園長は、年度初めに青葉区の運営方針を受け、園の年間目標及び取り組むべき事項を職員に説明し、各

職員の取り組み事項につなげています。園内の必要な改善・課題については職員間で話し合い、進めてい

く体制を整備、より良い園作りに向けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和 1 年度 福祉サービス第三者評価 利用者本人調査結果 

 

横浜市荏田北保育園 

 

調査日程 令和１年 10 月 21 日・28 日 

保育観察 保育園を調査者 2 名で視察、観察を行いました。21 日は、調査者 A が 4 歳児クラスの食事に同席し、

調査者 B は 5 歳児クラスで一緒に食事をさせていただきました。28 日は調査者 A が 1 歳児と 1、2

歳児混合クラスの散歩に同行して観察を行い、調査者 B は 0 歳児の散歩を観察した後に 2 歳児のお

砂遊びを観察しました。その後は調査者 A、B 揃って 5 歳児のおおきくなったねの会に発表する劇の

練習、4 歳と 5 歳のリズム遊びを観察しました。保育士と園児のかかわり、園児の表情や生活の様子

の観察を通して園での過ごし方・保育の特徴を捉えて記しています。 

 

■子どもの生活の様子 

 

【５歳児】 

<食事・午睡準備の手伝いの様子> 

 

調査第 1 日目、5 歳児クラス（出席 16 名）の食事の準備と他年齢の午睡の手伝いの様子を観察しました。

給食当番は 4 名です。エプロンを着用して、2 名の当番は、保育士が注いだ麦茶のコップをテーブルに配

ります。残りの 2 名の当番は、1 階の厨房からダムウェーダーで届いた食事をワゴンに乗せてクラスに運

び、一人ひとりの席に配膳します。また、5 歳児クラスの隣のホールでは、５、６人のこどもたちが保育

士と一緒に「布団敷き当番だよ。」と言って午睡の準備の手伝いをしています。保育士が布団をホールに運

ぶと、子どもたちは順番に布団を敷いていきます。布団を敷きながら遊び戯れている子どもや、きちんと

整えながら布団を敷く子ども、布団の上で足を組んで「ナマステ」と言って手を合わせて遊んでいる子ど

も等いろいろな子どもの様子が見られます。1 人の子どもが「ねえ手伝って」と手を引っ張って促す光景

もみえました。全ての布団が敷き終わると、保育士が「ハイ、これで全部です」と言って子どもたちとカ

ーテンを閉め、午睡の環境を整え終え、「上履きを履いて戻るよ」の保育士の声で子どもたちは 5 歳児クラ

スに戻り、全員が揃って食事を始める体制になりました。食事のテーブルは４つ設けられ、それぞれグル

ープの名前が付けられています。入口に近いテーブルから時計回りにダイヤ、サファイヤ、真珠、ルビー

と名付けられ、素敵なネーミングです。調査者は 3 人の子どもたちが座るダイヤのテーブルに同席させて

もらいました。食事の始まりは給食当番から「今日のメニューはみそ汁、中華炒め、ご飯です」と紹介を

受け、保育士が「栄養士からのお手紙に何が書いてあるかな～」と当番さんに聞くと、「玉ねぎ、ピーマン、

にんじん、キャベツ、キノコ、肉」と答えていました。子どもたちが興味を持つように工夫されている食

材の紹介方法だと感心しました。「皆さん、ご用意はいいですか？それでは、ご一緒に、いただきます！」

と当番さんの発声で食事が始まりました。テーブルでは食事をしながら 3 人の子どもが調査者に自己紹介

をしてくれ、保育でピアニカやトライアングル、和太鼓の練習をしたことや兄弟の話を楽しく聞かせてく

れます。早く食事を終えた子どもには「食事が終わったら、孫悟空と寿限無の本を取っておいで」と保育

士が言うと、子どもたちは入り口近くの読書コーナーで本を読み始めます。食事中の子どもには保育士が

「〇〇ちゃんえらい、みそ汁、ご飯全部いただいたの？」、「うん」、「えらい、えらい！」と褒め、子ども

はとてもうれしそうです。また、自分でみそ汁を器に注ぎ「自分ですきなだけよそっていいのよ」とお替

りしている子どもや、ご飯をしゃもじで器に盛ってお替りしている子どもがいます。保育士は「〇〇くん、



モリモリ大きくなるよ～」と声をかけながら、「そろそろごちそうさまします」と合図の言葉がかかりまし

た。食事を終え、読書コーナーで絵本読み聞かせが始まりました。「今日の話は『じゅげむ寿限無』よ」と、

全員が揃って保育士の話を聞き、「寿限無寿限無五劫の擦り切れ…」と読んだ後に子どもたちも「じゅげむ

じゅげむごこうのすりきれ」と復唱し、子どもたちは楽しそうです。隣のホールでは、3 歳児が午睡に入

り、保育士は安心して眠れるように子どもの横に座ってタオルケットの上から背中をさすりながら眠りに

誘っていました。 

 

【0 歳児】 

<散歩> 

 

調査日 2 日目は、0 歳児の散歩と、1 歳児と 1、2 歳児混合クラスの散歩に調査者 2 名それぞれに同行させ

てもらいました。0 歳児（当日 7 名）は園の前の赤田西公園へ 3 名の保育士と一緒に散歩に行きます。赤

田西公園の奥には椎の木や松等の大きな木で覆われ、下草の上には枯葉、松ボックリ、どんぐり等がたく

さん落ちています。子どもたちは公園の中ほどにある滑り台で遊び、暖かい気候なので蚊に注意をしなが

ら見守っています。また、10 時には散歩中に地震が発生した想定で訓練が行われる予定になっています。

子ども達は、地べたに座り込んで落ち葉や木の実に触れて遊び、滑り台では上から 1 人の子どもが滑って

きて滑り台に腰かけていた子どもを押し出してしまい、地面に転び泣き出してしまいました。保育士は直

ぐに泣いている子どもを抱き上げてあやし、上から滑ってきた子どもに「ごめんね、言ってね」と頭を撫

でながら伝え、保育士の仲介で二人の子どもは顔を見合わせてわかったようでした。また、どんぐりを拾

っている子どもが保育士に見せると、保育士は持ってきていた袋を開けて、「○○ちゃんここにポットンし

て」と言うと、袋をのぞきながら小さな手で握っていたどんぐりを入れます。蝉の抜け殻や木の実を拾っ

て次々と見せ、「榛の実ね、ポットンして」と保育士が促すと、子どもは実は手で握り、榛だけをポットン

しました。外遊び・自然からの発見、自発性の促しを垣間見ることができました。予定の 10 時になり、リ

ーダー保育士が「つくしさん、地震がありました。ベビーカーを持ってきてください」と促し、他の保育

士が子どもたちの近くにベビーカーを設置し、子どもたちを速やかに乗せていきます。「大丈夫ですか」、

「はい」と確認し合い、リーダー保育士は「○○です。赤田西公園で大きな地震がありました。けが人な

し、これから園に戻ります」と園に報告します。実際の現場での動きを想定した訓練を行い、災害に備え

た意義がある訓練でした。後から合流してきた 1 歳、1、2 歳児混合クラスの子どもたちに「バイバイ」と

声をかけて公園を後にし、園に戻りました。0 歳児の子どもたちはすっかり遊び疲れ、子どもは満足そう

に眠りました。 

 

【２歳児】 

＜砂場遊び＞ 

 

0 歳児のお散歩から園に戻ると、園庭で 2 歳児が砂場遊びをしていました。砂場には「砂のお山」があり、

子どもたちが登っては滑り、砂場で作った山が崩れてスコップで修復している子ども、砂場の縁に腰かけ

て見ている子ども、ひたすらバケツに砂を入れている子ども等、思い思いに遊んでいます。砂場の手前に

はテーブルが置かれ、テーブルの上には小さなさつま芋がたくさん置いてあります。芋堀りで収穫した一

部のさつまいもをおままごとに使えるようにしていました。子どもたちは「おいもやさんです」、「おいも

やさんでないです」と言いながらさつまいもをバケツやお皿に入れて遊んでいます。「○○（名前）は何個」、

「△△（名前）は何個」と言ってバケツから 1 本ずつ数えて調査者に見せに来てくれます。1 人の子ども

がお皿に砂と一緒にさつまいもを入れてお皿を動かしています。「何をしているの？」と尋ねると、「お芋



を砂焼きしてるの」と言い、「先生、焼けた」と言って保育士に見せています。「おいしいですか？」と保

育士が聞くと、「おいしいですよ！」と楽しく会話をしています。 

大人には想像もできないような発想で、子ども独自の目線で生み出す新たな発想は創造性を育み、穏やか

に見守る保育士の元で安心して「試してみよう」とする自発性が育まれているように感じました。 

 

【5 歳児】 

＜おおきくなったねの会の練習＞ 

 

1 歳児と 1.2 歳児混合クラスの散歩から園に戻ってホールに足を運んでみると、5 歳児がおおきくなったね

の会の劇の練習をしていました。劇は「孫悟空」です。調査者はワンシーンを見学しました。そのシーン

は、孫悟空が街の人たちに悪いことをする金角・銀角を懲らしめるため、あの手この手で金角・銀角に話

しかける場面です。孫悟空は、返事をすると中に吸い込まれてしまう「ひょうたん」の中に金角・銀角を

閉じ込めようとしていました。セリフは、担任が最初にセリフを書いた紙を貼って、子どもたちはそれを

見ながら覚えたそうです。お芝居の好きな子ども、声の大きい子ども、声の小さい子ども、私語をしてし

まう子ども等、いろいろな子どもたちがいます。みんな興味を持って劇に取り組み、それぞれの役を表現

する子どもたちの劇は、豊かな感性が絡み合い、とても楽しそうです。 

 

【4 歳児・5 歳児】【（ 

＜リズム（遊び・運動）＞ 

 

5 歳児はおおきくなったねの会の劇の練習の後、引き続きホールでリズム遊びをします。子どもたちは、

上靴を脱いでホールの西側端に揃えて置き、ホールの北側端に座ります。4 歳児の子どもたちもホールに

入ってきて上靴を脱いで同じようにホール西側端に揃えて置き、ホールの東側端に座り、保育士の話を聞

きます。保育士が中央に立ち、「これから、リズムをします。最初は 5 歳児です」「さあ！ピアノの音楽に

合わせて踊るよ」、最初のリズムはうさぎの動きです。「うさぎがピョンピョンやまからぴょん～」と音楽

が流れ、子どもたちはホールいっぱいに広がり、保育士のかけ声で子どもたちの気分はどんどん弾んでい

きます。音楽に合わせて手を挙げ、指を曲げ、腕を振り、腰を曲げ、子どもたちは全身を使ってピョンピ

ョン「うさぎ」になりきり、ホールいっぱいに様々に表現をした「うさぎ」が楽しく動きます。子どもた

ちは保育士の声に集中して耳を傾け、直ぐに動きを真似、次の動きにも注目して五感をフルに使っていま

す。5 歳児の次は 4 歳児がリズムを行い、担任保育士がリーダーになって音楽に合わせてリズムを行い、4

歳児の「うさぎ」が終わります。続いて 5 歳児の担任保育士から「次は『おはようおはよう』です」と子

どもたちに伝え、子どもたちは二人で向き合って手を回し、手をつないで飛び跳ねながら回り、音楽に乗

って上手にペアで全身を使って躍ります。4 歳児では「とんぼのめがね」を音楽に合わせてリズム運動を

行い、子どもたちは「とんぼ」になり、両手を広げて走り、音楽が止まると片足を後ろに水平に挙げ、両

手を広げた格好で止まり、繰り返し全身運動を行う等、子どもたちの伸びやかな運動能力・大きなエネル

ギーを感じます。他にも時計や、ギッコンバッタン、あひる、金魚、ブリッジ等を行います。横浜市荏田

北保育園ではリズムを通して子どもたちのリズム感や音感を培っています。運動能力や子どもたちが表現

力を身に付けながら協調性・社会性、集中力を身に付けることをねらいとしています。 

 

 

 

 



横浜市荏田北保育園 利用者アンケートの特徴】 

 

実施年度 / 評価項目手法 令和 1 年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配付世帯数（世帯数 89） 

有効回答数 44 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％）   49％ 

  

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

 

●利用者アンケートの特徴として、大項目の 7 設問中での「職員の対応について」の満足度が高く、中で

も問 7-2「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」、問 7-4「話しやすい雰囲気、態度

であるかどうかについて」の『満足』は 84％を示しています。職員一人ひとりが話しやすい雰囲気作りに

努め、保護者の意見や要望を聞く対応等、保護者の満足と評価につながっています。また、「日常の保育内

容」の「遊び」の項目では「子どもが戸外遊びを十分しているかについて」は 89％の満足を得ています。

全体の設問において、『満足』と『どちらかといえば満足』を合わせて（以下、ほぼ満足という）を見ると、

「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、『満足』84％、『どちらかといえば満足』

16％であり、ほぼ満足は 100％となっています。また、「子どもが戸外遊びを十分しているかについて」、「保

護者から相談事への対応」では、ほぼ満足は 98％を示しています。その他の項目についても、ほぼ満足に

関しては平均 85%の結果となっています。 

 

●アンケートの自由記述からは、各年齢の保護者から「みなさんが温かく、園全体で関わってくれている」、

「いつも温かく子どもを保育してもらい満足している」、「楽しく保育園生活を過ごしている」、「日頃より

室外活動の時間を多く設けている」、「雨で外に出られない時もホールで体を動かしたり、絵を描いたりと

工夫をしている」、「保護者への連携の姿勢も満足」、「いつも笑顔で明るく対応して雰囲気がとても良いで

す」等、特に保育士に対する対応の良さについて多くの喜びの意見が挙がっています。 

 

 

 

0 歳児 1 歳児 1.5 歳 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

3 世帯 7 世帯 4 名 9 世帯 10 世帯 7 世帯 4 世帯 



●『不満』としている項目、また、『満足』の低い項目については、不満の％が高い項目は特にありません

が、『どちらかといえば不満』が比較的多い項目では、「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」が挙げられます。どちらかといえば不満は 18％挙がっています。『満足』の低い項目では、「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」の満足は 39％、「年間の保育や行事につ

いての説明」では満足は 43％でした。また、「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」では、満足 50％、どちらかといえば満足 25％、どちらかといえば

不満 2％、不満 5％、その他 16％、無回答 2％となっており、回答にばらつきが見られ、ほぼ満足は 75％

という結果になっています。 

 

●アンケートからの意見・要望等では、園での様子を実際に見られる機会、1 日過ごしている様子、準備

用品や変更事項等、保護者への情報提供に関する意見、施設設備に関する要望、食育の積極的な取り組み、

送迎に際する出入口の屋根設置への希望、メール配信の活用・工夫に関する要望、民営移管に関する意見

等も比較的多く見られます。これらに関しては都度、園から説明、周知されていると思いますが、保護者

からの意見等について、日々の振り返りと見直しを図る機会を設け、継続してより良い園作りへの取り組

みを期待いたしております。 

 

●保育園の基本理念や基本方針について知っているかでは、よく知っているが 9％、まぁ知っている 64％、

どちらともいえない 14％、あまり知らない 5％、まったく知らない 7％、無回答 2％の結果であり、基本理

念、基本方針の賛同については、賛同できる 61％、まぁ賛同できる 11％、どちらともいえない・あまり賛

同できないは 0％、無回答 27％にて、72％がほぼ賛同を示しています。保育方針、保育目標は各保育室に

保護者の目に付くよう掲示し、機会あるごとに周知を図っていますが、より一層の周知の工夫、理解を促

す工夫を期待いたします。 

 

●保育園の総合的評価としては、『満足』は 75％であり、『どちらかといえば満足』23％、『どちらかとい

えば不満』2％、『不満』・『無回答』は 0％にて、サービスの提供について 98％が「ほぼ満足」していると

捉えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

利用者調査項目（アンケート） 

 

横浜市荏田北保育園 

 

【保育園の基本理念や基本方針について】             ※上段%、下段人数で示しています 

問１ 

利用者調査項目 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 

無回答 

1 あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存じで

すか。 

9% 64% 14% 5% 7% 2% 

4人 28人 6人 2人 3人 1人 

 

 

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 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

61% 11% 0% 0% 0% 27% 

27人 5人 0人 0人 0人 12人 

 

【保育園のサービス内容について】 

問２ 入園する時の状況について  
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 

3 見学の受け入れについては 66％ 27％ 0％ 0％ 7％ 0％ 

29人 12人 0人 0人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・事前見学をしていない。 

・見学の希望をしなかった。 

・依頼していない。 

 

4 入園前の見学や説明など、園からの情報提供につ

いては 

55％ 39％ 5％ 0％ 2％ 0％ 

24人 17人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・そういった機会があることを知らなかった。 

・見学の希望をしなかった。 

・依頼していない。 

5 園の目標や方針についての説明には 48％ 15％ 2％ 0％ 5％ 0％  

 21人 20人 1人 0人 2人 0人 

《その他意見》  

・説明はあったが記憶していない。 

・他と大差がなく、インパクトがなかった。 

・入園時に面接はありませんでした。 

・関心がない。入れる園に入れるだけ。 

6  入園時の面接などで、お子さんの様子や育成歴な

どを聞く対応については 

55％ 36％ 5％ 0％ 5％ 0％ 

24人 16人 2人 0人 2人 0人 

《その他意見》 ・面接と呼べるものはなかったです。 

・面接がなかった。 



7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 

 

55％ 41％ 2％ 2％ 0％ 0％ 

24人 18人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》  

8 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） 

70％ 20％ 5％ 5％ 0％ 0％ 

31人 9人 2人 2人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・時間等もしっかりしていてとても良いです。以前の保育園は延

長していた子をずっと遊ばせていたりして、ちょっと困りました。 

 

 

 

 

 問３ 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 

9 年間の保育や行事についての説明は 43％ 43％ 9％ 0％ 5％ 0％ 

19人 19人 4人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・予定表をいただいたが特別説明はなかった。 

・わからない。 

・特に希望はなかった。 

・聞かれなかった。 

10 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 

39％ 45％ 9％ 0％ 7％ 0％ 

17人 20人 4人 0人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・要望をお伝えする機会は特別なかった。 

・わからない。 

・行事は基本ないから保護者会が行っている。もっと、色々やっ

てもらいたい。 

 

 

 

      

  問 4 日常の保育内容について       

     「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 

11 クラスの活動や遊びについては 

(お子様が満足しているかどうか） 

75％ 20％ 5％ 0％ 0％ 0％ 

33人 9人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・目的を持ったものではなく漠然としている。 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 89% 9% 2％ 0％ 0％ 0％ 

39人 4人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・公園とかに連れ出して刺激を与えてあげてもらいたい。 



13 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、年齢にふさわしいかなど) 

70％ 25％ 2％ 0％ 2％ 0％ 

31人 11人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・楽しく遊んでいるようだが、洗ったりしている様子がない。 

14 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 

70％ 18％ 9％ 0％ 2％ 0％ 

31人 8人 4人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・まだしていない。 

・工夫してくれている。ただもっとほしい。 

15 遊びを通じた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 

77％ 18％ 5％ 0％ 0％ 0％ 

34人 8人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・わからない。 

16 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 

70％ 20％ 9％ 0％ 0％ 0％ 

31人 9人 4人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・やっていなくはないが、ただやっているというか目的がない。お役

所的。 

 

 「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 

17 給食の献立内容については 57% 32％ 2％ 5％ 5％ 0％ 

25人 14人 1人 2人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・献立内容は問題ないが、新しい食材がないか直前までわから

ない。 

・都内はフルーツが乳児も幼児もついていて、それが当たり前だと

思っていたので、衝撃を受けた。 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 57％ 36％ 2％ 2％ 2％ 0％ 

25人 16人 1人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・食べた量はわかるが、様子までは把握できていない。 

・一緒に作ったり、食に興味を持って取り組みをしてほしい。 

・ビュッフェやおにぎりパーティーがとても良かったです。 

19 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 

80％ 16％ 0％ 5％ 0％ 0％ 

35人 7人 0人 2人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・脱いだ洋服を畳む、靴下を裏返しのままにしない習慣が身につ

いたらなお良かったです。 

・甘やかしすぎです。 

20 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％ 27％ 9％ 2％ 5％ 0％ 

25人 12人 4人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・昼寝は問題ないが、休憩についてはわからない。 

・不明。 

・昼寝をなくしてほしい。 



21 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 

55％ 23％ 2％ 2％ 18％ 0％ 

24人 10人 1人 1人 8人 0人 

《その他意見》 

 

・まだ、はずしていない。（5） 

・これからです。 

・はずれている。 

22 お子さんの体調への気配りについては 77％ 20％ 2％ 0％ 0％ 0％ 

34人 9人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・神経質になり過ぎだと思う。 

23 

 

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 

70％ 18％ 9％ 0％ 2％ 0％ 

31人 8人 4人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・神経質になり過ぎだと思う。もっと大切なことがあると思う。 

・先生は謝りすぎ。 

・被害者時は、説明を都度してもらっていたと思っていたが、子ど

もや周りの保護者から聞いたことがあった。 

・園長によって対応がまちまちだった点が残念です。 

・ケガしているか知らない。 

 

問 5 保育園の快適さや安全対策については 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

24 施設設備については 55％ 27％ 16％ 0％ 0％ 2％ 

24人 12人 7人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

・新しい道具が増えると嬉しいです。 

・階段スペースには雨天時を考慮して屋根を取り付けてほしい。 

・電灯の修理がない。 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気になっている

かについては 

66％ 30％ 2％ 2％ 0％ 0％ 

29人 13人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

50％ 36％ 11％ 2％ 0％ 0％ 

22人 16人 5人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・年々、不審者対策が改善されていき良かったです。 

27 
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 

57％ 36％ 5％ 2％ 0％ 0％ 

25人 16人 2人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・感染等の話は、保育室で大きな声で言わないでほしいです。

個人情報に配慮してほしかったです。 

 

 

 



   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 

28 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 

50％ 39％ 11％ 0％ 0％ 0％ 

22人 17人 5人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・今年度は、まだ面談、個別の時間を設定されていない。 

・仕方のないことかもしれませんが、平日 13時からの懇談会に

参加するのは難しいです。せめて夕方からが良かったです。 

 

29 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 

68％ 25％ 7％ 0％ 0％ 0％ 

30人 11人 3人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 61％ 32％ 2％ 2％ 2％ 0％ 

27人 14人 1人 1人 1人 0人 

《その他意見》 ・できれば土曜がいいが、公立なので仕方がないと諦めている。 

31 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 

52％ 30％ 18％ 0％ 0％ 0％ 

23人 13人 8人 0人 0人 0人 

《その他意見》 ・先生によっては、全く情報、コミュニケーションがない（昨年度ま

では満足。今年は不満です）。 

・担任によって差がある。 

 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

57％ 36％ 2％ 0％ 5％ 0％ 

25人 16人 1人 0人 2人 0人 

《その他意見》 ・よくわからない。 

・口頭での話が多く、できれば連絡帳やメールでほしい。 

・個人情報は、他の方に聞こえないよう配慮して伝えてほしいで

す。 

33 保護者からの相談事への対応には 59％ 39％ 2％ 0％ 0％ 0％ 

26人 17人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

34 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 

50％ 25％ 2％ 5％ 16％ 2％ 

22人 11人 1人 2人 7人 1人 

《その他意見》 

 

・どのような対応をしているのかわからない。（4） 

・そのような状況になっていない。（2） 

・遅くなることがない。 

・残業をしたことがない。 

 

 

  

 

      



 

問 7 職員の対応について 

 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 

35 あなたのお子さんは大切にされているかについては 80％ 14％ 5％ 0％ 2％ 0％ 

35人 6人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・職員の方によって。 

36 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 

84％ 16％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

37人 7人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

37 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 

57％ 23％ 0％ 0％ 18％ 2％ 

25人 10人 0人 0人 8人 1人 

《その他意見》 ・どのような対応をしているのかわからない。 

・不明。 

・該当しない。 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 84％ 11％ 0％ 0％ 5％ 0％ 

37人 5人 0人 0人 2人 0人 

《その他意見》 ・先生によって差がかなりあると思う。（2） 

 

39 意見や要望への対応については 77％ 20％ 2％ 0％ 0％ 0％ 

34人 9人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

問８ 保育園の総合評価 

 
満足 どちらかといえ

ば満足 

どちらかといえ

ば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 75％ 23％ 2％ 0％ 0％ 

33人 10人 1人 0人 0人 

《その他意見》 
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利用者家族アンケート調査結果（設問別「満足度」総合） 

（注）レーダー数値は設問別「満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象園舎：  横浜市荏田北保育園        横浜市青葉区荏田北３－６－１４  

回答世帯数：89 世帯中 44 世帯 ＜0 歳児（3 名）、1 歳児（7 名）、1.5 歳児（4 名）2 歳児（9 名）、3 歳児（10 名）、4 歳児（7 名）、5 歳児（4 名）＞ 

 定員 ： 120 名 調査期間： 2019/08/27 ～   2019/9/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業者コメント 

 

施設名： 横浜市荏田北保育園 

          

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

 

 ありのままの保育園の運営の様子、保育をみていただき、自然な形で受審ができたように思います。 

今回の受審に向けて、同じくらいの経験年数の職員のグループに分かれ、項目に沿ってひとつひとつ話し合いをしました。この

話し合いの方法はとても意見が出しやすく、荏田北保育園の組織力を職員全体で知ることが出来たと思います。一人ひとりが自分

たちの保育を振り返り、保育観を語り合ういい機会となり、私たちにできることは何かを考えて、地域に根差した保育園を目指し

ます。 

 

保護者の皆さまにはお忙しい中アンケート等にご協力をいただき、ありがとうございました。子どもたちの健やかな成長のため、

これからも職員一同力を合わせてまいります。 

 

     

 

＜評価後取り組んだこととして＞ 

 

 

１．乳児期は愛着形成を大切にし、幼児期は体力づくり、仲間づくりの保育を改めて確認し、保育にあ 

たる 

 

２．全園児が、遊びを通して本物の体験が出来るよう計画する 

 

３．職員間の連携がスムーズにできるようミーティングの充実を図る 

 

 

 

 

 

 

 


