
平成２８年 １２月 ２１日 

株式会社フィールズ 
かながわ福祉サービス第三者評価推進機構 認証第6号 

福祉サービス第三者評価 
評価結果報告書 

株式会社 ポーレ 
ぽれぽれ保育園藤が丘 



ぽれぽれ保育園藤が丘 

 

 

 

評価結果総括     

■ 評価方法  ................................................... 1 

■ 総合評価  ................................................... 2 

■ 評価領域ごとの特記事項  ................................. 6 

人権の尊重 

意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供サービス 

サービスマネジメントシステムの確立 

地域との交流、連携 

運営上の透明性の確保と継続性 

職員の資質向上 

 

分類別評価結果     

■ 利用者本人（子ども本人）の尊重  .................9 

■ サービスの実施内容  .............................12 

■ 地域支援機能  ...................................15 

■ 開かれた運営  ...................................16 

■ 人材育成、援助技術の向上  .......................17 

■ 経営管理  .......................................18 

 

利用者本人調査     

■ 利用者本人調査結果  .............................19 

 

家族アンケート結果     

■ アンケートの概要  ...............................22 

■ アンケート結果  .................................23 

 

事業者コメント     

■ 事業者からのコメント  ...........................28 

 



ぽれぽれ保育園藤が丘 

1 

 

評価結果総括  

 

 

 

法 人 名  株式会社 ポーレ 

事業所名  ぽれぽれ保育園藤が丘 

施設長名  谷 真由子 

 

 

 

  評価方法 

自己評価方法 

実施期間 平成 28年 7月 1日～平成 28年 9月 30日 

実施方法 全職員が合議して自己評価を実施し、施設としてまとめた。 
 

 

評価調査員による評価方法 

実 施 日 平成 28年 11月 11日、平成 28年 11月 18日 

実施方法 評価調査員が訪問し、施設の見学、資料確認及びヒアリング等で実施した。 
 

 

利用者家族アンケート実施方法  

実施期間 平成 28年 9月 26日～平成 28年 10月 11日 

実施方法 施設から利用者家族へ配布し、返送は直接家族より評価機関に郵送してもらっ

た。 
 

 

利用者本人調査方法 

実 施 日 平成 28年 11月 11日、平成 28年 11月 18日 

実施方法 訪問調査時に保育見学、食事や活動場面を観察して行った。 
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  総合評価 (優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項)  

［施設の概要］ 

園は、東急田園都市線「藤が丘駅」から徒歩 5分の商店街に位置しています。通りの向いには「昭

和大学藤が丘病院」があります。 

近隣には、子どもたちが園外活動に出かける、藤が丘駅前公園や藤が丘第六公園、もえぎ野公園

など複数の公園があります。また、土地を借りて、子どもたちが野菜を栽培している畑「ぽれぽれ

ふぁーむ」も園から 500ｍほど離れた所にあります。 

園の運営主体は、他に東京都で１ヶ所保育園を運営している株式会社ポーレです。園は、平成

23年 4月に横浜保育室としてスタートし、平成 24年 4月に認可保育園に移行しています。 

 園は 1 歳児クラスが 6 名、2 歳児クラスから 5 歳児クラスが各 8 名、合計 38 名の定員です。

通常保育に加え、長時間保育や延長保育を実施しています。 

 保育理念は「子ども一人ひとりを大切にし、時代に要求される福祉サービスを提供し、保護者か

ら信頼され、地域に愛される保育園を目指す」です。保育方針は「子ども一人ひとりを平等な人間

として尊重し、どの子も持っている自然に伸びていこうとする力を信頼し、子どもの主体的な活動

を促し、生き生きした子どもを育てる」です。保育目標は「心も体も元気な子、自分で考え行動す

る子、思いやりのある子」に育てることで、全職員で全園児をみることを目指しています。 

  

 

≪優れている点≫ 

１． 子どもの人権を尊重し、ゆとりある保育を実践しています 

 「ぽれぽれ」はスワヒリ語で「ゆっくり」を意味しており、園が掲げている理念・方針に添った

保育を実践しています。子どもを真ん中に、保護者も地域の人も職員も関わる誰もがゆったりと、

互いの思いを共有し違いを認め理解を深めようとしています。 

保育士は、子どもに対して上から接することなく子どもと同じ目の高さで接し、子どもに対して

威圧的な言葉遣いをせずに、子どもを思いやる、見守る姿勢の大切さを確認しています。子どもが

いけない事をした時には、なぜいけないのかを分かりやすく伝えるとともに、どうしてそうしたの

かを聞き、子どもの思いに必ず寄り添いながら指導しています。保育士は、子どもを急かしたりす

ることせずに「ぽれぽれ」の意味するようにゆっくり、じっくり待つ姿勢も大切にしています。子

どもの情報は全職員で共有し、全職員で全ての子どもを見る保育を行っています。 
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２． 子どもの興味や関心を引き出して、食育に取り組んでいます 

近くの土地を借りた園の畑「ぽれぽれふぁーむ」では色々な野菜を子どもたちが栽培しています。

種をまき、水をやり、交代で見に行き、みんなで野菜の成長を実感しています。5月には収穫した

いちごを年齢に応じた工程を担当して、いちごジャムを作り、おやつのジャムサンドウィッチとし

てみんなで食べました。他にも畑で育てたじゃがいも、なす、きゅうり、トマトなどは子どもたち

がクッキングで使ったり、給食に出すなど食育体験を行っています。 

畑で野菜を栽培して子どもたちが世話をすることで、育てている野菜に興味を持てるようにして

います。畑で収穫した野菜が給食に出てくることでさらに興味を持って給食を食べるようになって

います。 

給食は、4～5歳児は見本を見て自分で自分の食べられる分量を盛り付けています。4～5歳児

は陶器の食器や木製の箸を使用しています。誕生日会は、お花畑メニューや海のメニューなどその

月のテーマに添った、子どもたちが楽しみにしている誕生日会メニューがあり、異年齢で会食をし

ています。 

 

３．地域の保育園との交流保育に取り組み、子どもの成長に繋げています 

近隣の同規模の保育園などに働きかけ、交流保育を行っています。公園で会った時には一緒に遊

んだり、事前に日時や遊びを相談して一緒に活動することもあり、関係性が築かれています。いつ

もと違う友だち、環境など様々な刺激を受けながら子どもたちは成長しています。 

自治体とも連携して交流保育を推進しています。交流の中から公立保育園に招待される機会があ

り、電車に乗って行く経験もしています。小規模な園のメリットを活かし、フットワークの良さを

活かして交流保育を進めています。 
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≪努力・工夫している点≫ 

１．保育スペースを工夫し、子どもと協力して効率良く保育を行っています  

保育室は、1歳児クラス、2歳児クラスおよび 3歳児から 5歳児クラスの 3つに区分けして使

用しています。施設の延床面積は全体で約 161㎡のため、保育スペースは、遊びや給食および午

睡などの保育活動別に確保できる余裕はありません。特に 3歳児クラスから５歳児クラスは限ら

れたスペースの中ですが、これらの保育活動を効率良く行っています。 

保育士は集合ゲームの時間が終わると、次の自由遊びに備え、子どもたちを保育室の隅に集め

て、簡単なゲームを行います。その間に、別の保育士が、次の自由遊びのための準備を行います。

このように、担当の保育士と別の保育士が協力して、保育活動から次の活動への切り替えをスム

ーズに行っています。また、午睡の時には、カーテンをパーテーション替わりにして午睡スペー

スと午睡をしないで絵本を読んだりするスペースに分けています。 

スムーズな切り替えにより、スペースの狭さによる不便さを感じることなく、保育を実践して

います。子どもたちもこのような対応に慣れていて、さらに片付けや床の清掃などを子どもが手

伝い保育活動につなげています。 

 

２． 近くの公園を活用して、保育に活かしています 

 建物の裏手にある園庭も約 30㎡と子どもたちが外遊びを行うには充分とは言えない広さです。

園庭の使用は夏の時期のプール遊び程度となっています。園庭での活動の代わりに園では、天候の

悪い日以外はほぼ毎日園の近隣にある複数の公園に出かけています。園の近くには小川の流れる遊

歩道や色々なタイプの公園がたくさんあり、散歩を楽しみながら園外活動を行っています。広い原

っぱのある公園、築山のある公園、様々な遊具がある公園など、公園によって特色があり、その日

の目的によって遊びに行く公園を選んでいます。時には子どもたちの自主性を尊重して、どの公園

に行くか子どもたちが希望を言い合い、保育士が見守る中、どうするか話し合ったりじゃんけんで

決めたりすることもあります。 

外へ出かけることで、子どもは交通ルールや公園でのルールを保育士の指導のもとに年齢に応じ

て身につけています。公園では他の園や近隣の子どもたちと一緒に遊ぶこともあり、公園への行き

帰りの際に近隣の人との挨拶や会話で交流を図っています。 

運動会は近くの小学校の体育館を借りて実施し、ハード面の問題にも対処し子どもたちものびの

びとイベントを楽しんでいます。 
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３．園の規模・特徴を生かして保育の質の向上を目指しています 

園の運営主体は株式会社ですが、新規開園を増やす拡大路線を取っていません。保育園の質の

向上を目指し、きめの細かさ、意思決定の速さ、一貫した方針など、小規模の良さを活かした運

営を目指しています。保護者や地域に、園の理解、支持が広がり、最近では卒園児の弟妹の入園

が多い状況です。子どもたちがのびのびと過ごし、職員が生き生きと働き、そして保護者が安心

できるように、保育環境づくりを継続して進めています。 

 

 

 

≪課題や改善することが期待される事項≫ 

１．保育活動や活動ノウハウを明文化して共有できることが期待されます 

保育活動において、職員は日々様々な工夫や努力を行っています。しかし、取り入れた工夫や

行った努力点などがノウハウとして明確になっていない状況です。（暗黙知）保育活動の記録化を

更に推進したり、職員の保育スキルや活動ノウハウを言語化するなどして、見えるようにマニュ

アル化（形式知）して充実させることは大切です。個人のノウハウを明らかにして、共有するこ

とによって更に保育活動の質の向上を実現することが期待されます。 

 

２．地域のニーズに応じた子育て支援サービスの充実が期待されます 

園から地域に働きかけを行って、地域との交流に積極的に取り組んでいます。園の子どもと地

域とは様々な活動により連携はありますが、地域への支援にまでは至っていません。地域ニーズ

の掘り起こしや体験保育、保育相談などの実施が期待されます。育児相談についても、商店街に

ポスターを張るなどして、小規模園の良さを活かし気軽に相談がしやすい体制づくりとその支援

が期待されます。 
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  評価領域ごとの特記事項 

１．人権の尊重 

① 「子ども一人ひとりを大切にし、時代に要求される福祉サービスを提供し、保護者から信頼さ

れ、地域に愛される保育園を目指す」という保育理念を掲げています。この理念の下に、「子

ども一人ひとりを平等な人間として尊重し、どの子も持っている自然に伸びていこうとする力

を信頼し、子どもの主体的な活動を促し、生き生きとした子どもを育てる」という保育方針を

示しています。 

② 保育理念や保育目標は、園の事務所内に掲示して、職員の目に常に触れるようにしています。

また、入職時の研修、保育課程の作成時や毎月の職員会議でも理念を確認して、職員に周知徹

底しています。保護者にも、入園のしおりや保護者との懇親会などで都度説明しています。 

③ ワンフロアの園ですが、本棚や柱の裏、ダンボールの家の中など、子どもは自分の居心地のい

い場所を見つけています。事務所の中のカーテンで区切った一角を利用し、一人で過ごすこと

ができる場所を設定し、必要に応じて使用しています。 

④ 遊びや行事の役割、持ち物、グループ分け、整列など、性別による区別はしていません。職員

は第三者評価の自己評価をすることで、性差に対する意識を更に深め、改めて確認する機会と

しています。 

 

２．意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス 

① 指導計画は、保育課程に基づき、年齢ごとに子どもたちの意思を汲み取りながら作成していま

す。職員は、子どもたちが自我の芽生えや自分の意思を伝えようとする気持ちを受け止め、成

長を温かく見守っています。子どもに応じて個別対応も行っています。 

② お迎え時には、担任が出来る限り口頭で、子どものその日の過ごし方やエピソードなどを保護

者に伝えています。連絡帳を使って、1～2歳児は毎日、3歳児以上は 2日に 1回保護者と情報

交換をしています。年 2回の保護者懇談会の他、個別面談は希望により随時行っています。園

だよりにも「少しでも不安に思っている事は気軽に相談して下さい。」といつでも相談できる

ことを周知し、相談しやすい環境づくりに努めています。 

③ 換気扇は 24 時間稼働し、常に換気を行い、空気清浄器も使用しています。エアコンも設置さ

れていますが、保育室には床暖房が設置されているため、子どもたちは裸足で過ごしています。 

④ 畑で野菜を栽培しています。子ども達が野菜の世話をすることで、育てている野菜に興味を持

てるようにしています。畑で収穫した野菜が給食に出てくることでさらに興味を持って給食を

食べられるようになっています。給食は、4～5歳児は見本を見て自分で自分の食べられる分量

を盛り付けています。3～5歳児は陶器の食器や木製の箸を使用しています。誕生日会は、お花

畑メニューや海のメニューなどその月のテーマに添った、子どもたちが楽しみにしている誕生

日会メニューがあり、異年齢で会食をしています。 
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３．サービスマネジメントシステムの確立 

① 子どもたち一人一人の発達や状況をクラスの保育士が話し合い、毎月計画と反省を行い、指導

案を作成しています。個別に配慮が必要な子どもには、個別の指導案を作成しています。 

② 虐待の定義は、全職員に周知されています。少しでも虐待の恐れがあり、見守りが必要と感じ

た子どもや保護者がいる場合には、即座に全職員に周知し、対応の内容を確認し合っています。

また、横浜市北部児童相談所に連絡する仕組みもあります。 

③ アレルギー疾患のある子どもへの対応は、毎年年度初めに職員研修を実施し、必要な知識や情

報を周知しています。特に食物アレルギー疾患のある子どもへの対応は、保護者より提示され

た資料を基に、職員が全員でアレルギーの状況や程度を確認しています。アレルギー除去食の

提供も栄養士、保育士が口頭で名前やアレルギーを確認して、トレイの色で区別して配膳して

います。毎月、栄養士、園長、担任の保育士および保護者で確認して、翌月の献立表を作成し

ています。 

④ 園での苦情解決の仕組みができています。苦情受付者や第三者委員も告知しています。また、

権利擁護機関などの他機関の苦情解決窓口も紹介しています。 

⑤ 衛生管理に関するマニュアルに沿って全職員で年 2回研修を行い、定期的にマニュアルの見直

しをしています。「おう吐処理」に関する研修を行った際には、職員で話し合い、職員 1 人は

子どもに付いて対応し、もう 1人の職員は汚物処理だけをするなど、保育士 2人体制で対応す

ることに変更しています。保育室の床は毎日塩素消毒をし、清潔、適切な状態が保てるように

しています。 

 

４．地域との交流・連携 

① 地域ごとの連携や子育てネットワークの充実を図るために、横浜市青葉区の園長会等に園長が

出席して地域の情報を得ています。青葉区こども家庭支援課とも連携を取って地域の園と定期

的に交流会を行って情報交換をしています。地区センターで行っている地域の子育てサークル

に参加をして、未就園児と遊んだり育児相談を行っています。 

② 連携を取っている関係機関等をリスト化して職員が共有し、いつでも利用できるようになって

います。地域療育センター、青葉区こども家庭支援課等の情報を整理しており、情報を活用し

て積極的な連携が図られています。 

③ 園は、独自のホームページを作成し、園の活動内容や特徴を公開しています。スワヒリ語で「ゆ

っくり、ゆったり」を意味する「ぽれぽれ」の説明、異文化とのふれあいを目指す「英語で遊

ぼう」、人とのふれあい、買い物体験、交流保育、自ら興味を持ち楽しみながら学びに触れら

れる環境作りおよび「ぽれぽれふぁーむ」の食育・畑仕事などの情報を提供し、園の目指す方

向性を示しています。 

④ 将来の利用希望者の問い合わせには常時対応しています。見学希望者には園の保育に影響がな

い範囲で、希望に沿った日程を組み園長が対応しています。問い合わせ者や見学者全員に、園

の事を理解してもらえるように丁寧に説明しています。 
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５．運営上の透明性の確保と継続性 

① 保育士等の自己評価は結果を互いに報告し合うまでには至っていませんが、保育士等の自己評

価の結果から園としての課題を明らかにし、改善に取り組んでいます。職員の欠けている点や

気づきを園全体の課題としてとらえ、園全体の向上に活かすようにしています。 

② ゴミの減量化に向けて、独自のコストカットを全職員で意識し、取り組んでいます。牛乳パッ

クを活用して保育室で使用している飾り棚を制作したり、包装紙を裁断して折り紙として使用

しています。照明はＬＥＤを使用し、一部を間引きしたり、使用しない電気器具はコンセント

から抜くなど省エネルギーを実践しています。夏場には、朝顔を栽培してグリーンカーテンを

作っています。 

③ 主任は個々の職員の能力や経験に合わせ的確な助言や指導を行っています。乳児リーダー、幼

児リーダーなどからの意見を聴取しアドバイスをしたり、職員の指導を行うなど役割りを担っ

ています。しかし個々の職員状況の把握や育成プログラムなどは検討中の部分もあり、試行し

ながら取り組んでいる状況です。今後の取り組みが期待されます。 

④ 次代の施設運営に備え、幹部職員は計画的に育成しています、また、運営に関し、公立園園長、

同業の経営者及び第三者委員などの外部の機関や専門家から意見を聞いて、運営に活かしてい

ます。中長期的な事業の方向性を定めた計画は作成されていません。 

 

６．職員の資質向上の促進 

① 園の理念や方針を踏まえた保育を実施するために、経験年数や能力に応じた人材配置を行って

います。年度初めに職員一人一人年間目標、月間目標を定め、毎月その達成度を園長との面談

によって確認し、次月に繋げています。 

② 非常勤の保育士は主に担当するクラスが決まっており、担当するクラスの常勤の担当保育士か

ら業務の伝達や指導を受けています。また、業務にあたっては、常勤職員と非常勤職員を組み

合わせて、常に常勤職員が一緒に勤務している体制を取っています。 

③ 経験、能力や習塾度に応じた役割が職員の期待水準として明文化されています。子どもたちの

状況に応じて自主的な判断ができるように、職場の職員に可能な限り権限が委譲され、責任が

明確化されています。 

④ 実習生の受け入れは現在行っていませんが、保育士の資格取得に向けて必要な実務経験を求め

る実習生を支援するために、法人が創った「資格取得支援制度」を活用することを考えていま

す。 
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分類別評価結果  （および理由）  

※ ひょう太マークは各項目において下記の水準をあらわしています。また、
各項目ごとにひょう太の数の理由のコメントがあります 

3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

 

Ⅰ 利用者本人の尊重 

① 「子ども一人ひとりを大切にし、時代に要求される福祉サービスを提供し、保護者から信頼さ

れ、地域に愛される保育園を目指す」という保育理念を掲げています。この理念の下に、「子

ども一人ひとりを平等な人間として尊重し、どの子も持っている自然に伸びていこうとする力

を信頼し、子どもの主体的な活動を促し、生き生きとした子どもを育てる」という保育方針を

示しています。 

② 保育理念や保育目標は、園の事務所内に掲示して、職員の目に常に触れるようにしています。

また、入職時の研修、保育課程の作成時や毎月の職員会議でも理念を確認して、職員に周知徹

底しています。保護者にも、入園のしおりや保護者との懇親会などで都度説明しています。 

③ 保育課程は保育の基本方針に基づき、全職員の参画により、子どもたちの最善の利益を第一に

して作成しています。また、保育方針を保護者が理解しやすいように玄関に掲示するとともに、

入園時や年度当初に説明し、改定した場合も都度説明しています。 

④ 指導計画は、保育課程に基づき、年齢ごとに子どもたちの意思を汲み取りながら作成していま

す。職員は、子どもたちが自我の芽生えや自分の意思を伝えようとする気持ちを受け止め、成

長を温かく見守っています。子どもに応じて個別対応を行っています。 

① 入園前に保護者に「聞き取り表」を記入してもらい、園長が面接を実施し、更にクラス担当の

保育士が面接を実施しています。面接により、詳しい子どもの生育歴や家庭での様子を把握し

ています。親から見た子どもの姿、子どもを育てるにあたり気を付けたり大切にしてきたこと

などを把握しています。これらの記録や情報は入園時に、全職員に職員会議で伝えるとともに、

会議録でも確認できるようにしています。 

② 新入園児は保護者と相談して、1 週間程度のならし保育を実施しています。新入園児が園に慣

れるまでは、子どもが心理的な拠り所とする家庭で使用しているおもちゃやぬいぐるみなどの

持込みができます。毛布を持ち込んで園で預かり、午睡の時に使用する子どももいます。また、

1 歳児クラス 6 名の子どもたちを 3 名ずつに分け、2 名の保育士がそれぞれの子どもたちを担

当し、1ヶ月程度子どもたちの記録を残しています。 

③ 年度末には、保護者に実施したアンケート結果や職員の振り返りにより、子どもたちの発達や

状況に応じて指導計画の作成、評価および見直しを実施しています。園の運営委員会において

保護者の代表委員から出された意見なども反映し、行事など改善にも活かしています。 

 

 

Ⅰ-1 保育方針の共通理解をと保育課程等の作成    

Ⅰ-2 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施    
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④ 子どもたち一人一人の発達や状況をクラスの保育士が話し合い、毎月計画と反省を行い、指導

案を作成しています。個別に配慮が必要な子どもには、個別の指導案を作成しています。 

① 保育室は、ワンフロアなのでカーテンをパーテーション代わりにしています。遊びの時間や給

食の時間など保育の区切りごとに片付けを行い、常に整理整頓を行っています。子どもたちも

自由遊びの時間が終わると、自主的に自分が使ったおもちゃを片付け次の活動に移る切り替え

が自然に身についています。 

② 換気扇は 24 時間稼働し、常に換気を行い、空気清浄器も使用しています。エアコンも設置さ

れていますが、保育室には床暖房が設置されているため、子どもたちは裸足で過ごしています。 

③ トイレはマニュアルに基づき清掃を実施し、「大人清掃チェック表」で確認を行い、常に清潔

を保っています。保育室は遊びの場所だけでなく、食べる、寝るなどの多目的に使用する機能

別空間として使用しているため、職員により常に清掃が行われ、清潔を保っています。子ども

たちも当番が給食の後、床を拭くなどの手伝いを行っています。 

④ 沐浴室や室内、室外にも温水シャワーが装備され、設備の管理や清掃が徹底されています。汗

ばむ夏場には、毎日沐浴で汗を流しています。 

⑤ ワンフロアの保育室は、1 歳児クラス、2 歳児クラスおよび 3 歳児から 5 歳児クラスに、棚な

どで分けて使用しています。保育室は、子どもたちの発達に応じて半年に一度見直しを実施し、

棚などの配置換えを実施して変化をつけています。3 歳児から 5 歳児クラスは、同じ場所で過

ごすことが多く、異年齢児間の交流が自然に行われています。 

① 3歳未満時については、子ども一人一人に適した対応をするために、保育目標を設定し、個別

指導計画を作成しています。個別の目標や計画は子どもたちの発達過程に合わせ、保育士同士

で話し合うとともに、担任保育士が園長に相談し、月次で評価、反省および考察して作成して

います。 

② 個別指導計画の作成、見直しは、重要部分を保護者に説明し、了承を得ています。 

③ 個別に配慮が必要な子どもには、関係者がその都度話し合いを行い、子どもの発達状況に合わ

せた対応をしています。子どもの成長や出来事などを「れんらくノート」や送迎時の保育士に

よる口頭の連絡に 5歳児クラスは 3ヶ月に１回記録しています。これらの記録は、全職員が共

有できるようにいつでも閲覧できます。 

④ 重要な申し送り事項は記録され、進級時などに伝達されています。 

① 特に配慮が必要な子どもには、その子どもにとって最適な方法を職員会議などで、話し合うと

ともに記録し、共通認識や理解ができるようにしています。 

② 障がい児の受け入れを行っています。バリアフリーなど、障がい児保育のための環境整備を整

えるとともに、全職員で話し合い対応しています。また、園に入園後、保護者の同意を得て、

地域療育センターに通う子どももいます。そのため、保護者や地域療育センターと連携をとり

ながら、園でできる限りの対応を行っています。 

Ⅰ-3快適な施設環境の確保    

Ⅰ-4一人一人の子どもに個別に対応する努力    

Ⅰ-5保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み    
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③ 虐待の定義は、全職員に周知されています。少しでも虐待の恐れがあり、見守りが必要と感じ

た子どもや保護者がいる場合には、即座に全職員に周知し、対応の内容を確認し合っています。

また、横浜市北部児童相談所に連絡する仕組みもあります。 

④ アレルギー疾患のある子どもへの対応は、毎年年度初めに職員研修を実施し、必要な知識や情

報を周知しています。特に食物アレルギー疾患のある子どもへの対応は、保護者より提示され

た資料を基に、職員が全員でアレルギーの状況や程度を確認しています。アレルギー除去食の

提供も栄養士、保育士が口頭で名前やアレルギーを確認して、トレイの色で区別し配膳してい

ます。毎月、栄養士、園長、担任の保育士および保護者で確認して、翌月の献立表を作成して

います。 

⑤ 過去 3年間で、日本語を話せる外国籍の子どもがいました。園では、文化や生活習慣、考え方

の違いを認め尊重しています。子どもたちが異文化にも違和感なく溶け込んでいくには相手に

興味を持ち、楽しむことが何より大切との考えで、イスラエル出身の講師による「英語で遊ぼ

う」の保育活動も行っています。 

① 園での苦情解決の仕組みはできています。苦情受付者や第三者委員も決まって告知しています。

また、権利擁護機関などの他機関の苦情解決窓口も紹介しています。園の行事に参加した第三

者委員が、保護者に自ら相談を受け付ける旨の声掛けを行い告知もしています。 

② しおりや園だよりでもいつでも要望や苦情を受け付けることを告知しています。保育士が要望

や苦情を受け付けた場合は、園長が報告を受けます。問題解決に向けて話し合い、その都度経

緯や結果を職員全体に報告し、情報を共有しています。 

③ 過去の要望や苦情は少ないですが、記録を蓄積して活用するように努めています。 

Ⅰ-6苦情解決体制    
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Ⅱ サービスの実施内容 

① 各クラスの低い棚に絵本やおもちゃなどを置き、子どもが自分で取り出して遊べるようになっ

ています。絵本は担任が 2ヶ月に 1回定期的に入れ替えをしていますが、子どもに人気のお気

に入りは残すなど配慮をしています。マットを使って小さなコーナーを作ったり、大きな段ボ

ールを「家」に見立てて遊べるようにしたり、子どもたちが落ち着いて遊べるように環境作り

に工夫をしています。おもちゃも子どもの発達や興味に応じて入れ替えをしています。 

② 園の近くには小川の流れる遊歩道や色々なタイプの公園がたくさんあり、散歩や屋外活動を楽

しむことが出来ます。広い原っぱのある公園、築山のある公園、様々な遊具がある公園など、

公園によって特色があり、その日の目的によって遊びに行く公園を選んでいます。時には子ど

もたちの自主性を尊重して、どの公園に行くか、子どもたちが希望を言い合い、保育士が見守

る中、どうするか話し合ったりじゃんけんで決めたりしています。交通ルールや公園でのルー

ルは保育士の指導のもと年齢に応じて身につけています。 

③ 園の畑「ぽれぽれふぁーむ」では色々な野菜を栽培しています。子どもたちに何を作りたいか

希望を聞き、今夏はかぼちゃを栽培しました。その他にも畑で育てたじゃがいも、なす、きゅ

うりトマトなどは子どもたちがクッキングに使用したり、給食の食材として使用しています。 

④ 園でカブトムシやかたつむりを飼育しています。虫籠の下の書棚には図鑑が備えられ、実際に

見たり触れたりした自然の動植物について調べ、興味や関心が深められるようにしています。

また、地域の商店街に出かけ、サツマイモやトウモロコシなどの買いもの体験をしています。

買い物に行く前には「○○をください」の練習をして、一人ずつ買い物をして袋に入れてもら

っています。買った物はクッキングで使用したり、皮むき体験の後、給食で提供しています。 

① 畑で野菜を栽培して子ども達が世話をすることで、育てている野菜に興味を持てるようにして

います。畑で収穫した野菜が給食に出てくることでさらに興味を持って給食を食べるようにな

っています。給食は、4～5歳児は見本を見て自分で自分の食べられる分量を盛り付けています。

3～5歳児は陶器の食器や木製の箸を使用しています。誕生日会は、お花畑メニューや海のメニ

ューなどその月のテーマに添った、子どもたちが楽しみにしている誕生日会メニューがあり、

異年齢で会食をしています。 

② 栄養士が定期的に子どもたちと一緒に食事をし、子どもたちの喫食状況を観察しながら話をし、

感想などを直接聞いています。保育士は「これとっても美味しいね」など子どもが食事を楽し

めるような声掛けをしています。調理室は保育室の隣にあり、窓から中の調理員が見えます。

調理の音が聞こえ、臭いも身近に感じられ、子どもたちは食事への期待が膨らみます。毎日の

給食は玄関に展示し、「給食だより」には子どもの人気メニューを載せ、保護者にも給食に対

する関心が持てるようにしています。年 2回の保育参加時には給食の試食をしています。 

③ 午睡時には子どもが安心して入眠できるようにそばで見守り、子守唄を歌ったり音楽を流した

りしています。眠くない子どもには、「身体を休める時間だから、横になってゆっくりしよう

ね。」と、声掛けをしています。目覚めの悪い子どもには起きる時にお気に入りのＣＤを流す

などの配慮をしています。ＳＩＤＳを防ぐため 1歳児では呼吸チェック表を作成し、10分おき

に確認をしています。 

Ⅱ-1保育内容【遊び】    

Ⅱ-1保育内容【生活】    
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④ トイレトレーニングは一人一人の発達状況に応じて個別に対応し、子どもの状況をウィークリ

ー会議、職員会議で見直して、どの時間帯の職員でも対応できるようにしています。おまるで

の成功体験をもとに徐々にトイレで出来るように取り組んでいます。おもらしをした子どもに

は、叱ることはぜず、すばやく床を拭き、そっと沐浴室に連れて行き着替えをさせています。 

① 食後は 1～2 歳児は保育士が歯磨きをしています。3～4 歳児は自分で磨き、保育士が仕上げ磨

きをしています。5 歳児は自分で磨いています。うまく磨けない子どもには、保育士が見守る

中、歯磨きの絵を見て歯磨きをしています。洗面所前には、手洗い、うがいの手順が貼ってあ

り、子どもはそれを見ながら歯磨きを行っています。 

② 5 歳児は歯科健診の時に「染め出し」を行っています。それを写真に撮って、子ども自身が確

認をして状態を把握出来るようにしています。それにより子どもが歯磨きの大切さを認識し、

進んで歯磨きをするように工夫をしています。 

③ 感染症が流行り始めるとすぐに「感染症のお知らせ」を玄関に掲示し、保護者に注意喚起をし

ています。年度初めに感染症や感染罹患時の出席停止の日数の数え方について説明をしていま

すが、感染症が流行ってくる時期に再度、園だよりで保護者に知らせています。 

① 衛生管理に関するマニュアルに沿って全職員で年 2回研修を行い、定期的に年 1回マニュアル

の見直しをしています。「おう吐処理」に関する研修を行った際には、職員で話し合い、職員 1

人は子どもに付いて対応し、もう 1人の職員は汚物処理だけをするなど、保育士 2人体制で対

応することに変更しています。保育室の床は毎日塩素消毒をし、清潔、適切な状態が保てるよ

うにしています。 

① 保育室内の備品等の転倒防止のために転倒防止マットを敷いたり、家具を壁に固定するなど安

全対策を講じています。毎週末には各クラスで安全点検を行い、安全点検チェック表に記入し

ています。職員は毎日小さな事でも気にかけ、ヒアリハット報告書を毎週末提出しています。

その中で特に気になった事などをウィークリー会議や職員会議で話し合い改善策を検討して

います。 

② 毎月の避難訓練に加えて、年 3回は地域の避難場所である公園までの誘導訓練を実施していま

す。園の運動会は地域の第二避難場所である小学校で行うことで、保護者に周知しています。

保護者への緊急時の連絡体制としてインターネットを利用した安心伝言板を利用しています。

全保護者が安心伝言板に登録をしており、慣れるために普段のお知らせにも使用しています。 

③ 不審者侵入を想定した訓練を年 2回実施しています。不審者情報は区役所や小学校など関係機

関や地域住民から得られるよう連携を取っています。また、警察とも積極的に連携を取り、少

しでも不安な事があれば連絡をして身回りの強化をお願いしています。 

① 園内研修では、子どもに対して上から接することなく子どもと同じ目の高さで接し、子どもに

対して威圧的な言葉遣いをせずに、子どもを思いやる、見守る姿勢の大切さを確認しています。

子どもがいけない事をした時など、なぜいけないのかを分かりやすく話すとともに、どうして

Ⅱ-2健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】    

Ⅱ-2健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】    

Ⅱ-2健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】    

Ⅱ-3人権の尊重    
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そうしたのか、その子どもの思いに必ず寄り添いながら指導をしています。保育士は、子ども

を急かしたりせずにじっくり待つ姿勢も大切にしています。 

② ワンフロアの園ですが、本棚や柱の裏、ダンボールの家の中など、子どもは自分の居心地のい

い場所を見つけています。事務所の中のカーテンで区切った一角を利用し、一人で過ごすこと

ができる場所を設定し、必要に応じて使用しています。 

③ 遊びや行事の役割、持ち物、グループ分け、整列など、性別による区別はしていません。開園

当初には、新規の保育士が集まったこともあり性差については念入りに周知しており、それが

現在にも根付いています。職員は第三者評価の自己評価をすることで、性差に対する意識を更

に深め、改めて確認する機会としています。 

① 保育の基本方針、保育目標については、入園のしおりに明記しているほか、年 2回のクラス懇

談会や行事の時に保護者に説明しています。保護者と連携して保育を進めていくために、保護

者に対して年度末にアンケートを取り、保護者の保育方針に対する理解について把握をしてい

ます。園だよりやクラスだよりでも、保育内容や保育への思いが理解されるように努めていま

す。 

② お迎え時には、担任が出来る限り口頭で子どものその日の過ごし方やエピソードなどを保護者

に伝えています。連絡帳を使って、1～2歳児は毎日、3歳児以上は 2日に 1回保護者と情報交

換をしています。年 2回の保護者懇談会の他、個別面談は希望により随時行っています。園だ

よりにも「少しでも不安に思っている事は気軽に相談して下さい。」といつでも相談できるこ

とを周知しています。 

③ 定期的に発行する園だより、クラスだよ、給食だよりなどで子どもの園生活に関する情報を提

供しています。園内には保育中の写真や子どもが制作した作品などを展示して、その日の様子

が一目でわかるようにしています。保護者懇談会などで保育内容や目的を分かりやすく説明し、

保育の様子を撮影した写真を拡大して使用し、日常の保育の様子を伝えています。 

④ 毎年 4月に保護者に年間行事予定表を渡して、保護者が保育参加のための休暇等の予定を立て

やすいように配慮をしています。年に 2回の保育参加は保護者が参加しやすいように 2週間の

期間を設けていますが、その期間でなくても保育参加の希望があればいつでも受け付けていま

す。 

Ⅱ-4保護者との交流・連携    
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Ⅲ 地域支援機能 

① 地域ごとの連携や子育てネットワークの充実を図るために、横浜市青葉区の園長会等に園長が

出席して地域の情報を得ています。区の保育課とも連携を取って地域の保育園と定期的に交流

会を持って情報交換をしています。地区センターで行っている地域の子育てサークルに参加を

して、未就園児と遊んだり育児相談をしています。 

② 園に地域の方に開放出来るスペースがないために、一時保育、交流保育、園庭開放等は行って

いませんが、地域住民に向けて、子育ての悩み相談や、今度就園する子どもを持つ親に対して

就園の心構えなどの講和をしています。今後は体験保育等、少人数での受け入れを検討予定で

す。 

① 育児相談については定期的な日時設定ではなく随時の受け付けとし、青葉区のこども家庭支援

課と協力し、広報誌に載せ、広く周知して育児相談をしています。 

② 連携を取っている関係機関等をリスト化して職員が共有し、いつでも利用できるようになって

います。地域療育センターあおば、青葉区のこども家庭支援課の情報が整理されており、情報

を活用して積極的な連携が図られています。 

Ⅲ-1地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供    

Ⅲ-2保育園の専門性を活かした相談機能    
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Ⅳ 開かれた運営 

① 地域の子育てサークルに参加して地域との交流を図っています。 

② 園の近くの複数の公園を活用しています。時には、子どもたちがどこで遊びたいかを決めて園

外活動を行っています。また、運動会も近くの小学校の体育館を借りて実施しています。こう

した活動を通じて、地域の人たちとも交流を深めています。 

③ 子どもたちは地域の商店街の八百屋に買い物に出かけています。買い物体験などを通じて地域

の人と顔馴染みになっています。スペース的な問題もあり園の施設開放や、備品の貸出の実施

はない状況です。 

① 園は、独自のホームページを作成し、園の活動内容や特徴を公開しています。スワヒリ語で「ゆ

ったり、ゆっくり」という「ぽれぽれ」の意味や、異文化とのふれあいを目指す「英語で遊ぼ

う」、人とのふれあい、買い物体験、交流保育、自ら興味を持ち楽しみながら学びに触れられ

る環境作りおよび「ぽれぽれふぁーむ」の食育・畑仕事などの情報を提供し、園の目指す方向

性を示しています。 

② 「園のしおり」や地域の広報誌でも園の情報を提供しています。園のサービス内容、料金、職

員体制など、将来の利用者が関心を持っていると思われる情報を提供しています。 

③ 将来の利用希望者の問い合わせには常時対応しています。見学希望者には園の保育に支障を来

さない範囲で、希望に沿った日程を組み園長が対応しています。問い合わせ者や見学者全員に、

園の事を理解してもらえるように丁寧に説明しています。 

① ボランティアの受け入れはこれまでにはありません。マニュアルも未作成です。実習生の受け

入れを開始した後に、ボランティアの受け入れの仕組みを作りたいと考えています。 

② 実習生の受け入れについての問い合わせはありますが、まだ受け入れには至っていません。マ

ニュアルの整備もまだなので、受け入れ体制の構築を行い今後実施していく予定です。 

③ 保育士の資格取得に向けて必要な実務経験を求める実習生を支援するために、法人が創った

「資格取得支援制度」を活用することを考えています。 

Ⅳ-1保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ    

Ⅳ-2サービス内容等に関する情報提供    

Ⅳ-3ボランティア・実習の受け入れ    
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Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

① 園の理念や方針を踏まえた保育を実施するために、経験年数や能力に応じた人材配置を行って

います。年度初めに職員一人ひとり年間目標、月間目標を定め、毎月その達成度を園長との面

談によって確認し、次月に繋げています。 

② 職員の経験年数や役職により、外部研修の計画が作成されています。職員はそれぞれが適切な

外部研修を受講し、職員会議で報告し、現場で実践しています。 

③ 非常勤の保育士は主に担当するクラスが決まっており、担当するクラスの常勤の担当保育士か

ら業務の伝達や指導を受け一緒に勤務する体制になっています。 

④ 非常勤職員は、勤務時間などの問題もあり参加しない研修もありましたが、今後は非常勤職員

に対しても研修参加を促し、受講できる体制整備を進めていく予定となっています。 

① 職員は研修計画に基づき他園の公開保育や研修会にも参加し、技術の向上に取り組んでいます。

良いサービス事例を基にした会議や勉強会の開催までには至っていませんが、来年度以降に向

けて、研修体制を見直し、参加職員などを問わず全職員が資質向上できることを目指し取り組

みが行われている状況です。事例を基にした会議や勉強会、研修などの検討も期待されます。 

② 職員は一人一人が自己評価を実施し、定型化された計画や記録の書式に則り、文章化されてい

ます。保育の自己評価は、子どもの活動やその結果だけでなく、子どもの育ちや意欲、取組む

過程などを重視しています。 

③ 職員は日誌、週案および月案の反省から、今後の保育計画の改善に努めています。 

④ 保育士などの自己評価の結果は互いに報告し合ったり話し合ったりしていませんが、保育士の

自己評価の結果から園としての課題を明らかにし、改善に取り組んでいます。職員の欠けてい

る点や気づきを園全体の課題としてとらえ、園全体の向上に活かすようにしています。 

⑤ 現在公表していない園の自己評価は、今回の第三者評価の結果を公表して、保護者に見てもら

えるようにします。 

① 経験、能力や習塾度に応じた役割が職員の期待水準として明文化されています。子どもたちの

状況に応じて自主的な判断ができるように、職場の職員に可能な限り権限が委譲され、責任が

明確化されています。 

② 年度初めに職員一人一人が年間を通じての目標を定め、月ごとの目標を毎月面談で次の課題に

繋げています。 

③ 職員面談を通じて、職員が意見や要望を述べる機会が設けられ、職員の満足度や要望を把握し

ています。 

Ⅴ-1職員の人材育成    

Ⅴ-2職員の技術の向上    

Ⅴ-3職員のモチベーションの維持    
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Ⅵ 経営管理 

① 他施設での不正や不適切な事案を題材とした研修までは行っていませんが、職員は入職時に就

業規則の「服務規程」などで、組織および職員が不正や不適切な行為を行わないように周知し

ています。 

② 共有空間の照明はＬＥＤで明るく、夏場には、朝顔を栽培してグリーンカーテンを作っていま

す。省エネルギーを実践しています。ゴミの減量化に向けて、独自のコストダイエットを全職

員で意識し、取り組んでいます。牛乳パックを活用して保育室で使用している飾り棚を制作し

たり、包装紙を裁断して折り紙として使用しています。照明の一部を間引きして使用したり、

使用しない電気器具はコンセントから抜くなどの省エネ活動をしています。 

③ 環境への考え方、取り組み姿勢を明文化はしていませんが、照明をＬＥＤに替えたり、夏には

朝顔を栽培し、グリーンカーテンを作ったりと省エネや緑化に取り組んでいます。 

① 園の理念や基本方針は入職時に職員に配布するとともに、事務所に掲示していつでも確認でき

るようにしています。また、職員に職員会議やウィークリー会議などで周知し、理解を深める

ように説明しています。 

② 重要な事項の意思決定にあたり、園長は保護者との間で意見交換を行っています。また、意思

決定した事項については、保護者には「お手紙」で案内しています。職員には、職員会議など

で、説明しています。 

③ 主任は個々の職員の能力や経験に合わせ的確な助言や指導を行っていますが、個々の職員の業

務状況を把握できる仕組みがなく、また、スーパーバイズのできる主任クラスを計画的に育成

するプログラムはありません。 

① 事業運営に影響のある情報を収集し分析しています。 

② 重要な情報は幹部職員や主な職員間で共有するために、会議などで論議し、重点改善課題とし

て設定しています。 

③ 会社から重要な改善課題などがあった場合は全職員に知らせ、園全体として取り組んでいます。

必要に応じて全職員から承諾の署名をもらっています。 

④ 次代の施設運営に備え、幹部職員は計画的に育成しています、また、運営に関し、公立園の園

長、同業の経営者および第三者委員などの外部の機関や専門家から意見を聞いて、運営に活か

しています。中長期的な事業の方向性を定めた計画は作成されていません。 

 

Ⅵ-1経営における社会的責任    

Ⅵ-2施設長のリーダーシップ・主任の役割等    

Ⅵ-3効率的な運営    
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利用者本人調査  

  調査対象 

園全体の在籍数： 

0歳児クラス： ー名 1歳児クラス： 6名 2歳児クラス： 7名 

3歳児クラス： 8名 4歳児クラス： 8名 5歳児クラス： 8名 

 

 

  調査概要 

≪1歳児クラス≫ 

（遊び） 

子どもたちは、思い思いに自分の好きなおもちゃで遊んでいます。ブロックを積んで遊ぶ子、お

ままごとで遊ぶ子、ミニカーを走らせて遊ぶ子、電車のレールを作る子など、それぞれ夢中になっ

て遊んでいます。保育士はさりげなくブロックを少し手伝ったり、おままごとの相手をしたり、電

車のレールを直したりと、子どもたちの間に入り、見守りながら声をかけたりして一緒に遊んでい

ます。 

調査員が部屋に入って行くと、みんながいっせいにこちらを見て興味津々で近づいてきました。

調査員の膝に乗ってくる子どもや、後ろから抱きついてくる子どもなど、保育士がいて安心してい

るせいか、人見知りをしません。調査員の名札で遊び始めた子どももいます。一緒に遊ぼうとおま

まごとの茶碗をさし出して来る子どももいます。保育士は一緒に遊びながらも危なくないように絶

えず目配りをして見守っています。 

 

 

≪2歳児クラス≫ 

（絵本） 

保育士が絵本を読んでいます。子どもたちは絵本がよく見えるようにもう一人の保育士の膝の上

に乗ったり、少し前に出たりして、目を輝かせて絵本を食い入るように見つめています。保育士が

物語に合わせて歌を歌うと、子どもたちも身ぶりを加えて一緒に歌います。この絵本には、ねずみ

とうさぎとくまが登場しました。絵本を読み終えると、保育士が「チュウチュウねずみさんとピョ

ンピョンうさぎさんとムックリくまさんが出てきたね。みんなは何になりたいかな？」と聞いてい

ます。「私はチュウチュウねずみさん！」「私はピョンピョンうさぎさん！」「僕はムックリくまさ

ん！」と子どもたちは口々に言っています。みんな一人ずつねずみやうさぎやくまのブルーやピン

ク、茶色のチョッキを着せてもらいご機嫌です。ねずみやうさぎやくまになった子どもたちは、絵

本のように温かい手袋に見立てた椅子に座って物語の余韻を楽しんでいます。 
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（食事） 

テーブルで子どもと保育士が一緒に食事をしています。栄養士も一緒で子どもたちは嬉しそうで

す。「今日の給食、おいしいね。」と言いながらスプーンを上手に使って食べています。食事が少し

遅い子どもには、保育士が「集まれしようね。」と、残っているご飯を集めてスプーンにのせてい

ます。子どもはのせてもらったご飯をおいしそうに食べています。食べ終わると「食べたよ！」と

空っぽの茶碗を保育士に見せています。「おかわりする子は？」の保育士の声に、子どもたちは元

気よく「は～い」と返事をし、おかわりをもらっています。食事が終わると、子どもたちは口拭き

タオルとエプロンを上手に丸めて片づけています。 

 

 

≪3歳児クラス・4歳児クラス・5歳児クラス 合同≫ 

（朝の会） 

子どもたちは、年齢別クラスの垣根を超えて、予め 4 つのグループに分かれ席に座り、「先生お

はようございます。皆さんおはようございます。」と朝の挨拶をしています。 

挨拶が終わると、保育士がカレンダーボードを掲げて、「今日は何月ですか。」と子どもたちに問

いかけます。子どもたちは手を挙げ答えています。答えが合っていると、カレンダーボードの月を

めくり、11 月に設定します。同じように、保育士は日にちと曜日も質問し、子どもたちは答えて

いきます。答えが合うと、カレンダーボードの「11 がつ 11 にち きんようび」の設定をしま

す。 

それが終わると、保育士は、「今日の当番さんは前に出てきてください。」と子どもたちに呼びか

けます。保育士は、当番の子どもに、「好きな色は何色ですか。」と問いかけると、当番の子どもは

みんなの前で発表しています。保育士の「今日のお休みは誰ですか。」の問いかけにも、子どもた

ちが答えています。 

最後に、子どもたちが「おとうばんさん、がんばってください。」と声を合わせ、当番の子ども

は「がんばります。」と答えて、朝の会が終了しました。 

（自由遊び） 

お絵かきをする子どもたちもいます。お絵かきシートは各自、お手製の表紙を付けて、紐で括っ

ています。宇宙船、宇宙人カタツムリや迷路など、自分が好きなものを自由に描いています。その

他にも、ブロックを積み上げて、建物やロボットを制作したり、プラスチックのレールを教室中に

延伸し、電車を走らせる子どもたちもいます。おままごと、塗り絵、手紙を書いている子どももい

ます。子どもたちは、各自が自分の好きな遊びをしています。保育士は自由に遊ぶ子どもたちを温

かく見守り、必要に応じてテーブルを持参し並べています。自由遊び終了の時間になると、保育士

の「時計が 6 になりました。お片付けです。」の合図で、子どもたちは一斉に自分の遊んでいたお

もちゃを所定のバスケットに入れて片付けます。片付け忘れのおもちゃがあると、保育士が「この

遊びは誰がしていたのかな。」と問いかけ、おもちゃを使っていた子どもがすぐに片付けます。子

どもたちがおもちゃの片づけをしていると、別の保育士がテーブルと椅子を並べ、テーブルをアル

コール拭き消毒して給食の準備をします。 
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（給食） 

子どもたちが手を洗い、お手拭きで手を拭き準備をします。子どもたちは、食事を一品受取り自

分の席に置きます。そして、次の品をまた受取りに行きます。食事が全品揃うと、当番の子どもた

ちが「いただきます。どうぞ召し上がれ。」と声掛けをし、食事が始まります。 

お代わりの欲しい子どもが、「お代わりをもらってきます。」と声掛けをして、お代わりをもらい

に行き、自分で欲しい量を盛って席に戻っています。完食していない子どもには、保育士が声掛け

をして完食を促しています。 

食事の終了時刻になると、当番の子どもたちが「皆さまご一緒に。ごちそうさまでした。」と挨

拶をしました。まだ、食べ終わっていない子どもたちは、一つのテーブルに集合し食事を続けてい

ます。子どもたちは自分で食器をひとつずつ下膳します。下膳が終わると、仲良く交代で歯磨きで

す。当番の子どもは、テーブルの下の食べこぼしなどを掃除して保育士に報告しました。 

（午睡） 

歯磨きを終えた子どもたちは、着替えをしてお昼寝です。ほとんどの子どもは、自分で着替え、

脱いだ洋服たたみ片付けています。自分でできない子どもには保育士が手助けしながら、着替えて

います。 

午睡が終わると、目が覚めた子どもから着替えをします。保育室の隅に並べられた机と椅子で、

絵本を読みながら皆が起きてくるのを待っています。なかには、目覚めの遅い子どももいますが、

保育士が手助けしながら対応しています。その間に保育士が、布団やござを片付けておやつ用にテ

ーブルと椅子を準備します。 

（おやつ） 

おやつの時間になると子どもたちは交代で手を洗っています。そして、牛乳を受取り自分のテー

ブルに置き、おやつの入った器を受取りに行きます。おやつが揃うと、当番の子どもたちが「おい

しいおやつをいただきましょう。手を合わせいただきます。召し上がれ。」の合図でおやつをを食

べ始めています。おやつ中も子どもたちで楽しく話をしながらおやつを味わっています。 
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　家族アンケート結果 　

　 アンケートの概要

１．調査対象

利用者の全家族

２．調査方法

３．アンケート発送数等

通 通

クラス： 通 1歳児： 通 通

通 4歳児： 通 通

４．全体をとおして

72%

アンケートは評価機関で準備をして保育園から配布してもらいました。回答は家族から郵送にて
直接に評価機関に送っていただきました。

　アンケートに回答した保護者は、「保育園を総合的に評価した満足度」では、「満足」が65％
で、「どちらかといえば満足」を含めると87％の保護者が満足している状況です。

　個別に「満足」が高い項目は、「自然に触れたり地域に関わるなど、園外活動」で83％となっ
ており、「どちらかといえば満足」を含めると96％が満足しています。続いては「園のおもちゃ
や教材」で「満足」は78％を占めて子どもが年齢に応じて自由に使えるようにしています。ま
た、衣類の着脱や手洗いなどの「基本的生活習慣の自立に向けた取り組み」は「どちらかといえ
ば満足」までを含めると81％となっています。一方で「外部からの不審者侵入を防ぐ対策」では
「満足」が35％に留まっています。

　不満が多い項目は「子どもは戸外遊びを十分にしている」で13％が「不満」と回答していま
す。アンケートに自由記入欄にも「施設の狭さ」についての意見もあります。

　今回のアンケートの回収率は72％であり、保護者の関心の高さが伺えます。今後も保護者の意
向を把握して、園とが協力して保育の質の向上が図られるものと期待されます。

発送数： 返送数： 23 回収率：

0歳児： 5

5歳児： 6

32

2歳児：

3歳児：

-

4

5

3
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　 アンケート結果

■保育園の基本理念や基本方針について

問１　あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存知ですか

　　１　よく知っている ３　どちらともいえない 　　　　　　　４　あまり知らない

　　２　まあ知っている 　　　　　　　５　まったく知らない

１ ２ ３ ４ ５ 無回答

17.4% 56.5% 13.0% 13.0% 0.0% 0.0%

　　　付問１　【「１　よく知っている」または「２　まあ知っている」とお答えの方】

　　　　　　　　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。

　　１　賛同できる ３　どちらともいえない 　　　　　　　４　あまり賛同できない

　　２　まあ賛同できる 　　　　　　　５　賛同できない

１ ２ ３ ４ ５ 無回答

76.5% 17.6% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0%

■保育園のサービス内容について

問２　お子さんが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

60.9% 13.0% 0.0% 0.0% 13.0% 13.0%

60.9% 26.1% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7%

56.5% 30.4% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7%

56.5% 30.4% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7%

56.5% 30.4% 4.3% 0.0% 0.0% 8.7%

65.2% 21.7% 0.0% 4.3% 0.0% 8.7%

見学の受け入れについては

入園前の見学や説明など、園からの情報提
供については

お子さんの生育歴などを聞く対応には

園の目標や方針についての説明には

保育園での一日の過ごし方についての説明
は

入園後に食い違いがなかったかなどもも含
め、費用やきまりに関する説明については

その他：見学していないのでわからない、上の子がいたので見学していない

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：
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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

52.2% 34.8% 8.7% 0.0% 4.3% 0.0%

39.1% 56.5% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0%

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

65.2% 26.1% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0%

69.6% 17.4% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%

78.3% 8.7% 4.3% 4.3% 0.0% 4.3%

82.6% 13.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0%

69.6% 17.4% 8.7% 0.0% 4.3% 0.0%

60.9% 30.4% 4.3% 0.0% 0.0% 4.3%

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）

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）

その他：

その他：

その他：

その他：

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

年間の保育や行事についての説明には

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は

子どもが戸外遊びを十分しているかについ
ては

その他：

その他：

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

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

その他：

その他：細かくは説明なく、都度通知されます
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　「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

69.6% 21.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7%

65.2% 26.1% 0.0% 0.0% 4.3% 4.3%

78.3% 13.0% 4.3% 0.0% 0.0% 4.3%

52.2% 39.1% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7%

56.5% 30.4% 4.3% 0.0% 0.0% 8.7%

56.5% 30.4% 8.7% 0.0% 0.0% 4.3%

43.5% 39.1% 0.0% 4.3% 4.3% 8.7%

その他：

給食の献立内容については

お子さんが給食を楽しんでいるかについて
は

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

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

お子さんの体調への気配りについては

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

その他：

その他：

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

その他：

その他：

その他：

その他：
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問５　保育園の快適さや安全対策などについて

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

39.1% 30.4% 21.7% 0.0% 0.0% 8.7%

52.2% 34.8% 4.3% 4.3% 0.0% 4.3%

34.8% 56.5% 4.3% 0.0% 0.0% 4.3%

65.2% 17.4% 13.0% 0.0% 0.0% 4.3%

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

52.2% 30.4% 8.7% 0.0% 4.3% 4.3%

60.9% 26.1% 4.3% 0.0% 0.0% 8.7%

56.5% 30.4% 0.0% 4.3% 0.0% 8.7%

39.1% 56.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3%

47.8% 43.5% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7%

65.2% 21.7% 0.0% 4.3% 4.3% 4.3%

47.8% 39.1% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7%

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

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

その他：

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

施設設備については

外部からの不審者侵入を防ぐ対策について
は

保護者からの相談事への対応には

園の行事の開催日や時間帯への配慮につい
ては

送り迎えの際のお子さんの様子に関する情
報交換については

お子さんに関する重要な情報の連絡体制に
ついては

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
応には

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

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：
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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

73.9% 17.4% 0.0% 4.3% 0.0% 4.3%

69.6% 17.4% 4.3% 0.0% 4.3% 4.3%

47.8% 21.7% 4.3% 0.0% 17.4% 8.7%

65.2% 21.7% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7%

60.9% 21.7% 4.3% 0.0% 4.3% 8.7%

問８　保育園を総合的に評価すると、どの程度満足しているか

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

総合満足度は 65.2% 21.7% 4.3% 0.0% 8.7%

意見や要望への対応については

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

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

その他：

話しやすい雰囲気、態度であるかどうかに
ついては

あなたのお子さんが大切にされているかに
ついては

その他：

その他：

その他：対象外、我が子にアレルギー・障害がないのでわからない

その他：
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事業者コメント  

 

事業者名：ぽれぽれ保育園藤が丘 

 

 

ぽれぽれ保育園藤ヶ丘は認可園となり５年目になりました。２年前に全学年全園児が揃うまで

は、少しずつ園児が増える中で保育内容や環境設定等、毎年見直しながら保育を進めてきました。

まだまだ試行錯誤中でしたが、第三者評価を受審することで課題や改善点を明確にし、保育園、

職員の向上に繋げたいと思い、第三者評価を受審しました。全職員、チェックシートで自己評価

を行うことで、保育の現状が確認出来たり、改めて気付くことも多く、各種マニュアルを全職員

が再確認し、保育や環境設備等、見直す良い機会となりました。 

今回の受審にあたり、保護者の皆様から、良い評価をいただきました。まだまだ発展途上では

ありますが、“ゆっくり じっくり子どもに寄り添う”“全職員で全園児をみる”という思いで進

めてきた私たちにとって大変大きな励みになりました。今回の評価内容を真摯に受け止め、今後

も子ども一人ひとりを大切にし、保護者から信頼され、地域から愛される保育園を目指して日々

温かな保育を行っていきたいと思います。 

 

 

 

                               ぽれぽれ保育園藤が丘 

                                園長  谷 真由子 
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