
 

1

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：2019年 6月 28日～2019年 9月 26日）

評価方法

（結果に要した期間 7ヶ月）

杜ちゃいるど園

2020年1月16日

　当園の運営主体は社会福祉法人ル・プリで、法人2番目の保育園として、平成27年に開園し、5年目となりまし
た。場所はJR大船駅北口から徒歩で4分ほどの所にあります。定員は70名（令和元年10月現在84名在籍）で、延
長保育、障がい児保育、一時保育などを実施しています。
　駅の南側は古くからの商業施設があり、賑わっていますが、園のある北側は駅前を再開発中で、商業ビルやマ
ンションの工事が進行中です。園の前の大通りを一つ内へ入ると住宅や比較的新しい大規模なマンション群が
立ち並び、散歩に行く公園がいくつもあります。園庭は広くはありませんが、果樹を植え、小山や小屋があり、子
どもたちは裸足で走り回っています。3歳児以上は「ちびっこ探検隊」として、モノレールやバスで毎週のように自
然観察の森などに行き、大きな自然の中でさまざまな生き物や植物と出会い、豊かな感性をはぐくんでいます。

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：2019年 9月 3日～2019年 9月 17日）

（実施日：2019年 11月 20日、2019年 11月 21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）、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、栄養士）、保育観察、
書類確認

株式会社　学研データサービス

園長、主任を中心に作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：2019年 11月 20日、2019年 11月 21日）
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　園長は今年度の事業計画を「SWOT分析」のアプローチで作成しています。表の左からS：強み、W：:弱み、O：:
機会・外部環境、T：脅威・外部環境、重点目標（現状の課題）、具体的な活動、の6欄があり、その下に縦に経営
力、人材力、組織力、支援力（サービス力）、営業・マーケティング力、財務力の6要素を並べSWOTごとに内容を
記入し、右端の「具体的な活動」につなげています。表の最下段には、具体的な活動に呼応した全体的な考えや
方針を記載しています。年度の活動として、地域に向けて遊ぶ機会の提供、ホームページの更新などをあげ、総
括として、業務内容を見直し、保育に生かせる記録作り、などをあげています。右欄の具体的な活動の内容は1
年ではできない項目もあります。今後は中長期計画を作成され、項目を関連させた単年度計画とされると、より
具体的な計画になるでしょう。

《事業者が課題としている点》

　全体を見て安全な保育に努めていますが、子ども一人一人の様子や状況をさらに見て聴き取り、保育に生かし
ていきたいと考えています。そのために日誌や個別記録に写真を加えて記録する様式に変更して取り組んでい
て職員間での共有その他に効果が出てきています。日常の業務の中では休憩時間や事務時間の確保も課題と
なっていて、リーダー職員を中心に職員の意識改革や記録方法の改善などに取り組んでいます。また3歳児以
上のクラスでは子ども同士での対話や、自分の気持ちを言葉に置き換えること、友達とのかかわりを通した成長
について、意図的に行っていきたいと考えています。テーブルを用意し少人数で話し合う経験を重ねていく予定
です。

●中長期計画を作成され、項目を関連させた単年度の計画とすると、より具体的な計画となるでしょう

　2～5歳児が利用するランチルームは、庭に面したガラス引き戸で明るく、エントランスルームともガラス戸で続
いている、明るくてカフェテリアのような雰囲気の部屋です。自然の木や2人がけ、4人がけのテーブル、外に向
かったカウンター、テラス席、大人が使うような高さの高級な木材のテーブルもあります。3～5歳児では子どもた
ちは食べたい時間に食べたい席で食べます。職員も一緒に食べています。食事を盛り付ける職員は、何をどれく
らい盛り付けるのかを子どもに聞きながら盛り付け、よそってもらったトレイを持って、子どもたちは日替わりで自
由に席を決めて食べています。おしゃべりしながらゆっくり食べているグループも、一人で静かに食べている子ど
ももいます。時間に急かされることもなく、豊かな時を過ごせるランチタイムです。

●保護者のさらなる理解促進のために、園の掲げる保育の理念、方針、目標などをより周知する工夫をされると良い
でしょう

　毎日のクラスの様子を伝える掲示をしています。しかしながら、掲示物を多くしないという園の考え方から「保育
の理念・保育方針・保育目標」などの掲示や、苦情に関する「第三者委員、横浜市福祉調整委員会、神奈川県運
営適正化委員会」などの掲示はしていません。毎日のクラスの様子の掲示と一緒に「保育理念・保育方針・保育
目標」なども伝えることにより、子ども主体の保育の実践が、より保護者に理解・納得を得ることが期待できると
考えます。また、要望や苦情の申し出にはさまざまな手段があることを保護者に周知することはとても重要なこと
です。保育理念・保育方針・保育目標を重要事項説明書などに記載したり、ご意見箱のそばに第三者委員や横
浜市福祉調整委員会の連絡先なども一緒に掲示したり、パンフレットを置くなど、保護者への周知について検
討、工夫されると良いでしょう。

○3歳児以上の子どもは毎週のように「ちびっこ探検隊」として自然の中で活動をしています

　園では、「森のようちえん」（北欧が発祥の自然体験活動を基軸とした子育て・保育・教育の総称）を保育に取り
入れ、年間を通して自然の中で過ごす時間を持つことが大切だと考えています。そして、3～5歳児の子どもたち
が各年齢別クラスなどで、「ちびっこ探検隊」として毎週のように最寄りの大船駅からモノレールやバスで「鎌倉中
央公園」や「横浜自然観察の森」へ出かけ、川や池や森の大自然の中で鳥を見たり、さえずりを聞いたり、ちょう
やとんぼ、くわがたむし、めだか、ざりがになどの生き物や、さまざまな季節ごとの草花に触れています。夏は八
景島の野島公園などに遠足に行き、海辺で遊んでいます。子どもたちは自然の中でさまざまな生き物や植物と
出会い、豊かな感性をはぐくんでいます。

《特に優れている点・力を入れている点》

○自然豊かな園庭には子どもが興味を持って遊びこめるような工夫がされています

　園庭には、みかん、ゆず、ブルーベリー、柿など実のなる木がたくさん植えられており、実がなると子どもたちが
収穫をして季節の味覚を楽しんでいます。また巣箱を設置しており、時折シジュウカラなどの小鳥が出入りする
様子も見ることができました。砂場やままごと、ロープのブランコや一本橋も設置しているほか、木々の間に傾斜
や階段を設け高低差をつけており、その下には小さな横穴があります。高さのある木の小屋は急な階段を登る
ようになっていますが保育士がついて、小さな子どもたちも小屋に登って遊んでおり、子どもたちのお気に入りの
場所となっています。決して広い園庭ではありませんが、クラスごとに園庭使用の連携を図りながら、子どもたち
は自然の中で泥んこになって自由な発想の中で遊びこめるような環境が作られています。

○子どもたちはカフェテリアのような明るいランチルームで、思い思いに食事を楽しんでいます

《今後の取り組みに期待したい点》
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杜ちゃいるど園

評価領域Ⅰ　子ども本人の尊重

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と全体的な計画等の作成 A

　保育方針は「養護と教育が整った環境のもとで、子どもの主体性を育てる保育」としており、具体的には「子ど
もの主体的な活動としての生活を保障する保育」「子どもの自発的な活動としての遊びを保障する保育」「ひと
りひとりの特性に応じた保育」「人とのかかわりを大切にした保育」を掲げ、子ども本人を尊重した基本方針と
なっています。職員は入職時には園長から理念や基本方針について説明を受け、年度末には、「保育所にお
ける自己点検・自己評価」で保育士が振り返りを行い、園長と面談をして基本方針に沿った保育の実践を心が
けています。保育の理念・基本方針は年度初めに園長から保護者に説明をしています。
　全体的な計画については、「個々の発達を大切にした子ども主体の保育環境や保育実践、集団生活の中
で、子どもたちが主体的にさまざまな経験をすることで、これからの時代、社会で生きていく時に必要となる人
間力の基礎を身につけます。」と掲げており、子どもを主体的に考え、一人一人の発達を尊重し支援する保育
に取り組めるように、基本方針などを策定しています。園長は入園説明会で全体的な計画の理念や方針につ
いて説明をしています。全体的な計画は、園長が作成していますが、今後はリーダーや保育士などと一緒に、
家庭の状況や地域の実態などを考慮し子どもの育ちに関する長期的見通しをもって作成されるとさらに良いで
しょう。
　指導計画の内容は、厳密に遂行することを重要視せず、子どもの主体性を尊重し、日々の保育や家庭との
連携の中で柔軟に対応し、年齢や子どもの特性に応じた内容で作成しています。「やってみたい」「もっとやりた
い」という子どもの意欲を大切にし、ていねいに話すことで子どもに寄り添い、子どもが納得できるように心がけ
ています。直接言葉で表現できない子どもの場合は、表情や様子からその子の思いに気づき、保育士が代弁
をしたり応答をしたりして、子どもの意思を汲み取るよう努めています。お昼ご飯のお手伝いの手順や、ちびっ
こ探検隊に出かける時の準備の仕方など、言葉だけでなく写真で手順を掲示し、子どもが理解し自主的にでき
るように工夫しています。
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評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　 A

　入園が決定した後に入園説明会を行い、保護者との面談を担任2名が行い、保育園の概要や慣れ保育（短
縮保育）などの説明をしています。面談時にはおもちゃを用意し子どもが遊んでいる様子を観察し、子どもの状
況を把握しています。アレルギーがある場合や配慮が必要な場合は、園長が面談に参加し、状況に応じて主
任が参加することもあります。「利用調査票」や「健康台帳」など保護者に提出してもらい、保護者の就労状況
や家庭での様子などの把握に努めています。面談時に聞き取った内容や子どもの遊んでいる様子などは、新
入園時の情報・共有シートを作成し、全職員で情報共有を図っています。
　慣れ保育は一週間程度の基本の日程が組まれていますが、入園前の面接時に担任が書面で説明し、子ど
も一人一人の状況に応じて、無理なく園生活に慣れ、安心して過ごせるように日程を相談しています。また、保
護者の就労状況に応じ柔軟な対応に努めています。0、1歳児は主担当保育士がかかわるようにし、安心して
過ごせるよう配慮しています。子どもの不安を取り除くため、子どもの心のよりどころとなるタオルなど園生活に
慣れるまで持ち込みを認めています。0～2歳児は個別連絡ノートで日常生活の様子を共有し、3歳児以上はお
迎え時に子どもの様子を伝えています。在園児の進級時には、0歳児から１歳児では担任が1人持ち上がり、
子どもが不安なく過ごせるように配慮しています。
　クラスごとに年間計画、月間計画、週案を作成し見通しをもった保育計画を立てていますが、子どもの興味、
関心のあり方、発想を把握し、計画の変更を行い柔軟に対応しています。毎月、担任が月案の振り返りを行
い、当月の評価と次月の方向性を学年ミーティング（0、1歳児、2歳児、3～5歳児の3組のミーティング）で検討
しています。また、学年ミーティングで検討した内容をリーダーミーティングでも報告し、子どもの発達や状況を
捉え、必要に応じて評価・改訂を行っています。保護者とは子どもの様子などについて話をしやすいよう工夫し
ていますが、計画などへの保護者の意向、要望の反映までには至っていません。今後は保護者との面談など
から意向を確認し計画に反映されると良いでしょう。
　0歳児では、保育士は子どもの表情や子どもの声を受け止め、大きな声は出さずに優しく話しかけながら、一
人一人の子どもとかかわっています。保育室は、寝る、食べる、遊ぶの3つのコーナーに分け、一人一人のリズ
ムを大切にしており、子どもが遊んでいる途中でも「ごはんたべる？まだあそぶ？」と子どもに問いかけて、子
どもの表情や態度から子どもの意思を汲み取るように心がけています。発達に合わせて、絵本や手作りおも
ちゃ、引き車、登れる遊具など、十分に体を動かし、また興味を持ったもので自由に遊べる環境を整えていま
す。個人の連絡ノートや朝夕の送迎時に日々の様子を保護者に伝え、保護者が安心感を得らえるように支援
しています。
　1～3歳未満児では、子どもが自分でやろうとする気持ちを認め、着替えでは時間がかかっても保育士は見守
り、できた時には「できたね」と褒めるなど、子どもの意思を尊重した対応を心がけています。保育室は、ブロッ
ク、ままごと、絵本、壁面遊具などのコーナーを設定して子どもの興味関心を把握し、遊びが楽しめるように環
境を整え活動しやすいように工夫しています。また乳児テラスで三輪車で遊んだり、園庭は坂を上ったり木の
ブランコや一本橋など全身を使って遊ぶ環境が整っています。子どもの健康状態は連絡帳や申し送り記録、
子どもの表情や様子から把握するようにしています。おもちゃの取り合いなどでは、保育士がやり取りの様子
を見守りながら必要に応じて代弁をし仲立ちをしています。
　3～5歳児はひとつの保育室で過ごしています。保育室は、絵本、ままごと、積み木、カード、ざりがにの飼育
コーナーなどがあり、一人一人が興味のあるもので活動できるよう環境を整えており、また、異年齢が交流しな
がら自由に遊べる場所となっています。5歳児は、「杜祭り」に向けて子どもたちで話し合いを続けながら、2グ
ループに分かれておみこし作りに取り組み、協力してやり遂げられるよう保育士が見守り援助をしています。園
庭にはロープのブランコや一本橋、傾斜などがあり、また、近隣の公園や「ちびっこ探検隊」として鎌倉中央公
園や横浜自然観察の森に出かけ、自然に触れながら体を十分に動かして遊べるよう工夫しています。
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　園内は、採光も良く、明るく清潔に保たれています。また、玄関や階段などには季節の花や実が飾られ、室内
環境も木製品を中心に柔らかい雰囲気の環境に配慮しています。0、1歳児のトイレには、清掃や消毒の方法
が掲示してあり、常に清潔に使用できるようし、また幼児用トイレは、スリッパを置かず素足でトイレを使用する
ため、掃除をこまめに行い衛生的に使用できるよう努めています。保育室内の温度と湿度は温湿度計を各保
育室に設置し常に確認を行い、加湿器などを設置して管理しています。子どもへの言葉かけは「言葉は手渡し
で」を心がけ、大きな声は出さないで、子どものそばに行って話すように心がけています。
　0、1歳児の保育室には沐浴室を整備しています。各クラスのトイレには温水シャワーを設置しており、汗をか
いた時や排便をした時はシャワーを使用して子どもが気持ち良く過ごせるようにしています。1階のテラスの水
道はお湯が出るようになっており、また、温水シャワーも設置し、室内に入る際には足を洗ってから保育室に入
るようにしています。土や絵の具で汚れた時には、寒い季節には干したミカンの皮を入れて足浴をしたり、3～5
歳児では簡易浴槽の露天風呂に入り体を清潔にして過ごすように努めています。沐浴槽はマニュアルに沿っ
て使用後および毎日消毒を行い清潔が保たれています。
　0、1歳児の保育室は、食事をするスペース、遊ぶスペース、寝るスペースを分けており、子どもの生活のリズ
ムに合わせて落ち着いて過ごせるように工夫されています。絵本や縫いぐるみ、職員手作りのおもちゃで落ち
着いて遊べるスペースや、すべり台やマットなど、体を十分に動かせるスペースに分けて遊べるように工夫さ
れています。2歳児の保育室は遊びと午睡スペースに分けています。食事は、2歳児以上が1階のランチルーム
で子どものペースで食べることができるように配慮しています。保育室には電車やままごと、縫いぐるみ、積み
木など、遊びのコーナーを分けて少人数で遊べるように工夫しています。1階のホールは異年齢で過ごす空間
になっています。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　0～2歳児は、保護者との面談内容や子どもの発達状態を考慮した、個人指導計画が作成されています。学
年ミーティングで子どもの実態と計画や目標および対応方法など気づいたことを伝えあい、随時見直し、改善
をしています。3～5歳児で特別な課題がある場合は、個別指導計画を作成し学年ミーティングで目標と振り返
りなどを共有して対応するように努めています。必要に応じて保護者と面談を行い、家庭での様子や保護者の
意向を把握して、個別の計画に反映させています。計画や次月目標にとらわれず課題が見られた場合は、そ
のつど検討を行い、保護者に説明をして、情報を共有し同意を得て保育を行っています。
　子どもが就学する4カ所の小学校に「保育所児童保育要録」を送付し、小学校との連携を図っています。子ど
もの入学が多い小学校とは、5年生が来園して考えてきてくれた遊びを一緒にしたり、5歳児が小学校の見学に
行き給食交流会に参加したり交流し、安心して入学できるよう配慮しています。担任は、子ども一人一人の記
事や写真をまとめた「あしあと」を期ごとに作成し、また、毎年保護者から家庭の状況や子どもの発達や健康状
態を記入してもらい健康台帳として保管し、全職員が共有できるようにしています。担任が変更になる際には
引き継ぎ内容をまとめてミーティングで伝え、1歳から2歳への進級時は保育士が一人持ち上がるように配慮
し、子どもの状況など情報共有を図っています。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力 A
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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 A

　「杜ちゃいるど園利用のしおり」にアレルギーのある子どもなどの健康配慮児への対応を記載し、配慮を要す
る子どもを積極的に受け入れています。子どもの成育状況や日々の園での状態と家庭の様子を把握し、より
適切な支援を行うために、入園前の面接時には園長や主任が参加しています。また、学年ミーティングで子ど
もの状況を話し合い、リーダー会議で共通理解に努めています。障がいの認定を受けた子どもや特に配慮を
要する子どもの巡回相談で得た情報は、記録し全職員が閲覧しています。個別計画書はいつでも確認できる
ようにファイリングして事務所に保管しています。今後は個別のケースについてケース会議を行い記録を共有
されることを期待します。
　園の玄関から保育室などへは段差はなく、階段に手すりがあり、1階には車いす使用可能のトイレが設置さ
れ、3階までのエレベーターが設置されています。よこはま港南地域療育センターから年1回の巡回相談を受け
ており、子どもの発達や特徴を捉え、子どもに必要な支援のための助言を得られる連携体制が構築されてい
ます。個別支援計画を立て、学年ミーティングで子どもの状態について話し合いを行い、リーダー会議で情報
共有を図り、職員間で一貫した対応ができるように努めています。子ども同士ではでは障がいの有無に関係な
く、一人一人が仲間としてかかわれるような声かけを意識して行っています。今後は、障がいのある子どもや
配慮の必要な子どもの保育について研修の機会を作り、全職員が知識を共有できるよう期待します。
　虐待対応マニュアルが作成されています。虐待の早期発見、子どもや保護者の状況の把握、対応などの流
れが記載され、全職員で虐待防止に取り組んでいます。虐待ではないかと疑われるようなケースが見られた場
合は、保育士だけで判断せず、園長、主任に報告し、栄区の福祉保健センターや児童相談所と連携する仕組
みが作られています。朝の受け入れ時に視診を行い、傷などがある場合は、写真を撮るとともに園での様子を
記録し、状況を把握するようにしています。おむつ交換時、着替え時、身体測定時に子どもの全身の視診を
行っています。保護者のフォローをすることを大切にし、朝やお迎えの時に、声かけを行うよう心がけ、信頼関
係を築くよう努めています。
　入園時に子どものアレルギーについて確認をし、食物アレルギーのある場合は、担任、園長、栄養士と面談
を行い除去食で対応をしています。また、かかりつけ医の指示を生活管理指導表に記載、提出してもらってい
ます。誤食を防ぐために専用のトレーを使用し、名前と顔写真、アレルギー食材を記載したカードをつけ、一目
でわかるように工夫しています。アレルギーのある子どもの食事の配膳時には、子どもと保育士が厨房から直
接受け取り確認をし、テーブルを別にして保育士と一緒に食べるようにしています。「アレルギー対応マニュア
ル」を作成し、アレルギー疾患に関する必要な情報などは、そのつど園長が保育士などに伝えています。
　今のところ日本語が通じないなどの特別な対応が必要な保護者はいませんが、外国籍の子どもや保護者は
温かく受け入れ、誠意をもって対応するよう心がけています。外国籍の子どもの受け入れ時には、生活習慣な
ど違いがあれば尊重し、子ども同士が互いを自然に受け入れられるよう配慮します。また、いろいろな国の写
真集や絵本などから、いろいろな国のことが理解できるように工夫しています。3～5歳児に中国語を教えてい
る方から中国語で話をしてもらうことや中国茶を飲むなど、異文化に触れる機会を取り入れる予定です。日本
語がわからない祖父母がお迎えに来た時には、連絡帳に伝達事項や子どもの様子を詳しく記載し保護者に伝
わるよう努めています。

　苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長と決めており、「入園のしおり」に第三者委員2名と横浜市
福祉調整委員会、神奈川県運営適正化委員会の連絡先とともに記載されています。事務室前には意見箱を
設置しています。懇談会や行事の後にアンケートを実施し、園に対する要望なども記載できるようにしていま
す。自分で意見を言えない保護者に対しては日常的にコミュニケーションを図り、相談しやすい雰囲気づくりを
心がけています。また、保護者のお迎えの時間にランチルームで「杜ちゃカフェ」を年6回ほど行い、気軽に話
ができる場となっています。ご意見箱は保護者が職員の目を気にせず意見を入れやすいように、設置場所を
工夫されるとさらに良いでしょう。
　「苦情解決規程」に苦情解決の手順や苦情解決体制を規定し、苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は
園長、第三者委員などについても明記しています。苦情を受け付けた際には、記録し、園長、主任を中心にし
て職員間で話し合い、迅速ていねいな対応をすることを心がけ、再発防止に努めています。また、懇談会で保
護者からの要望・苦情などが寄せられた際には、担任や園長が説明を行い、リーダーミーティングで報告し、
全職員で情報を共有しています。園での解決が困難な場合は、栄区役所に相談できる体制を整えています。
今後は、些細なことであっても記録し、データを蓄積、分析することにより苦情や要望に関する傾向を把握して
いかれると良いでしょう。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 B
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杜ちゃいるど園

評価領域Ⅱ　保育の実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　2、3階の保育室は暮らしの場であることを意識して、温かみのある木のおもちゃを多く置いています。ままご
と道具、積み木、ブロック、電車、パズルなどコーナーを分けて遊び込める工夫をしています。子どもの目の高
さに合わせた棚にはおもちゃの写真を貼り、子どもは自分で片づけをします。1階のソファーに座って一人で絵
本を読んでいる子どももいます。積み木コーナーでは制作途中の積み木を残して、後で続きをすることができ
ます。2階のアトリエには松ぼっくりやくるみ、毛糸、絵の具、ハサミ、和紙、ガムテープ、ペットボトル、ダンボー
ルなど、さまざまな素材と道具があり、職員がいればテーブルで誰でも自由に制作ができます。保育室は、季
節に応じた手作りのモビールをつるすなど居心地の良い空間を作り、園全体が落ち着いた雰囲気です。
　3～5歳児は、「活動ボード」で行き先や遊びの内容を見て、自分が何をするのかを3つのグループから選び、
裏が磁石の自分の写真を貼ります。気分が変われば変更もできます。0～2歳児にも職員は声をかけて聞き、
一緒に出かけることもあります。どのクラスの誰が何に参加しているのか、どの職員が付いているのかは、各
クラスのホワイトボードに記入して職員全体で把握するようにしています。散歩で拾ったどんぐりでこまを作る
時に、どんぐりの中身に興味を持って、すり鉢で細かくし、さらに乳鉢で粉を作ったり、枯葉の葉っぱを粉々にし
てふるいにかけて粉を作ったり、0～5歳まで興味のある遊びに入っていき、次々に遊びを広げるように職員は
見守ったり、必要な道具を準備したりしています。
　園庭の畑できゅうり、なす、ピーマンなどを育てています。子どもたちは水やりをし、収穫した野菜は子どもた
ちがベランダでホットプレートで焼いて味噌をつけたり、塩だけで食べたり、楽しんでいます。散歩に出かけ、近
所の人に挨拶をすると畑で採れたさつま芋や花をいただいて帰ることもあります。商店街に果物を買いに行っ
てランチルームで食べたり、食材を買ってきてランチルームでスープを作ったり、食育活動を日常的に行ってい
ます。3～5歳児が週に1回程度出かける「ちびっこ探検隊」では、バスやモノレール、電車を使って森や川、磯
などに行き、栗を拾ったり、川の中を走ったり、うみうし、はぜ、いそがに、えびなどを見つけたり、昆虫を見つけ
たり、地域の自然を満喫しています。
　2階のアトリエ以外に、0歳児の保育室にも画用紙、包装紙などさまざまな素材の紙、ペン、くれよんなどがあ
り、1歳児以上の保育室には、はさみ、色鉛筆などを置き、好きな場所で好きな制作活動ができるようにしてい
ます。1階のランチルーム入り口には太鼓やさまざまな素材の木琴が置かれ、ばちで自由に叩いています。保
育室には長さが違う竹の筒がつるしてあり、叩くと違う音色が聞こえます。日常的に音を自由に奏でることがで
きるようにしてあります。0歳児も手作りのマラカスを振ったり、パン粉や土、砂、水の感触を楽しんでいます。月
に１回、わらべ歌の先生に季節や発達に合った歌や遊びを教えてもらい、毎朝、朝の会で子どものリクエストで
わらべ歌を歌っています。
　子ども同士のけんかは、職員が良い悪いを判断せず、自分の思いを伝えたり、相手の思いを聞く機会を大切
にしています。3～5歳児クラスの入口に「ピーステーブル」という小さなテーブルと椅子が置いてあり、子どもが
座って落ちついて自分の気持ちを話したり、相手の話を聞いて話し合う場にしています。常にクラスを超えた異
年齢のかかわりがあります。2歳児と5歳児が一緒に散歩に出かけたり、夕方は園庭や「みんなの部屋」で年齢
に関係なく遊び、職員は、静かな声で「何がしたい？どっちがいい？」と常に子どもが選べるように聞き、子ども
との信頼関係を作っています。
　3～5歳児は、ほぼ週に1回「ちびっこ探検隊」で、大きいつばのハットをかぶり紫外線対策を行い、リュック
サックに着替えや水筒を入れ、乗り物を使い、沢山歩き、自然と触れ合っています。交通機関を利用し、社会
性も身についています。ふだんも毎日のように近くの公園に散歩に出かけています。園庭は狭いながら季節感
のある木を植え、高低差、隠れる場所を作り、子どもたちが斜面を上り下りして運動能力を高めています。裸足
でかけ回ったり、泥んこ遊びをしたり、ままごとをしたり、果物を取ったり、ロープのブランコに乗ったり、全身で
遊んでいます。日光アレルギーの子は外に出る時に長袖を着せたり、プールに入る時には健康状態を見るな
ど、状況に応じた対応をしています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　2歳児からは1階のランチルームで給食です。副菜の盛り付けは5歳児の希望者が手伝い、主食・主菜・みそ
汁などは職員が一人一人の希望を聞きながらよそっています。嫌いなものを無理強いはしません。ランチルー
ムと調理室は続きの部屋で、ガラス張りの窓から子どもには調理の様子が、調理員には子どもの食べる姿が
よく見えます。食品は既製品を使わないことにこだわり、おやつも市販品を使わず調理した物を出しています。
3～5歳児は自分の食器を自分で下膳します。保育の中で梅ジュース、梅ゼリー、みかんゼリー、みそ汁など年
齢に合わせたクッキングをランチルームで行い、ほかのクラスの子どもたちにも振る舞い、食に対する興味を
増進させています。
　ランチルームでの昼食は、2歳児は1つのテーブルに保育士と一緒に座りますが、3～5歳児は自由な時間に
自由な席で食べます。テーブルは2人席、4人席や窓に向かったカウンター席もあり、カフェテリアのような雰囲
気です。部屋の外にテラス席もあります。当番はありませんが、当日希望した5歳児が副菜の盛り付けをしま
す。食べた後の食器は各自が片付けます。午睡の時間に5歳児がテーブルの花を片付け、テーブルやいすを
拭いて片付け、床の掃き掃除をします。1歳児でもランチルームで食べたい子どもは職員と一緒のテーブルで
食べています。食器はユニバーサルプレートとお茶碗、カップで、0～2歳児は軽い素材で両方に持ち手のある
お椀やカップ、3歳児以上は陶器と木製のお椀を使い、スプーン、フォーク、箸は自分で選んで使っています。
　子どもたちは並んで食事をよそってもらう時に、自分の好きな量を言ってお手伝いの5歳児や職員に盛り付け
をしてもらいます。給食日誌に残食を記録し栄養士は把握しています。調理スタッフはガラス越しに子どもたち
の食べる様子を見て、子どもたちのアレルギーのほか、好き嫌いなどを把握しています。クラス担任が食器を
戻す時に子どもの食べ具合、様子、味についての評価を聞いて、次の献立作りに生かしています。
　献立表は毎月配付するとともに、玄関のカウンターに日々の調理サンプルと一緒に置いています。また、慣
れ保育の期間に子どもの食事の様子を保護者に見てもらうようにしています。2か月に1回くらいランチルーム
で「杜ちゃカフェ」をオープンし、調理室で手作りしたキャロットケーキ、おしゃれなゼリー、焼き立ての焼き芋な
どのおやつとお茶を提供して、園が食事に関して配慮していることを保護者に知ってもらう機会を作っていま
す。今後は給食便りを発行して食事の様子を伝えたり、子どもが好きなメニューのレシピを配付するなど、園で
の取り組みについて保護者の理解が深まり、家庭で食事を作る時の参考になるような情報を提供されると良
いでしょう。
　布団を敷く位置は毎日同じ場所にして、子どもが安心して入眠できるように配慮しています。0、1歳児は午睡
スペースと遊ぶスペースを移動できる柵で区切って静かな雰囲気を作っています。布団に入る時間は一斉で
はなく、食事が終わり眠くなった子どもから順に布団に入っていきます。眠りたくない子どもも1時半から2時の
間は布団に横になって身体を休めています。5歳児は4月から徐々に午睡をなくし、ランチルームの掃除や自由
遊びを楽しんでいます。0、1歳児は午睡の場所に複数の職員が座り、身体をさすって落ちついて入眠できるよ
うにしています。うつぶせ寝はさせず、呼吸を5分ごとに確認してブレスチェック表に記載し、SIDS（乳幼児突然
死症候群）への対策をしています。
　0、1歳児クラスにはトイレ担当職員がおり、排尿間隔を排泄チェックボードに記入し、個々の子どものリズム
を見ておむつ交換をしたり、声かけをして便器に座らせたり、パンツをはきかえたりしています。紙オムツ、布オ
ムツは保護者の希望で選ぶことができます。トイレットトレーニングは「座ってみる？」と声かけし、出た時には
「出たね」と褒め、保護者には連絡ノートや帰りに口頭で伝えて共有しつつ、子どもに無理強いしないようにして
います。2歳児はトイレで排尿ができたら、マグネットボードの「パンツマーク」を自分で動かして喜ぶ子どももい
ます。遊ぶ場所と排泄の場所の区切りをつけるために、トイレ前のコーナーには布で覆った柵を置いていま
す。
　延長保育の部屋には、積み木やブロック、線路、絵本、棚、テーブルと椅子など、年齢に応じたさまざまなお
もちゃとコーナーを準備してあり、個々の状態に応じた場所で過ごせる工夫をしています。18時半には全員に
おにぎりの提供をしており、希望者には同じ時間に夕食を提供し、子どもが生活のリズムを守れるように配慮し
ています。各クラスの「伝言ボード」を活用してお迎えの保護者に必用なことを漏れなく伝えることができるよう
に工夫しています。全職員で保育することをうたっており、クラスにこだわらず、一人一人の子どもが今日どの
ように過ごしたのかを職員は把握しています。また、全体を見ている園長や副主任からも帰りに保護者に声を
かけるようにしています。

A
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　職員の日々の動きを詳細に定めたマニュアルの中に衛生管理に関する記載があります。開園以来、職員が
何度も話し合い改定しています。保育室、トイレ、その他の場所の掃除の方法や担当職員が決まっており、毎
日チェックしています。特に保育室を清潔に保つことが子どもの健康を守ることになると考え、床の水拭きを毎
日するなど清潔の保持に力を入れています。安全点検チェックリストを使って、掃除などが適切に行われてい
るのかをチェックしています。訪問調査時には、子どもたちに食事の前やトイレの後などの手洗いの習慣が身
についている姿が確認できました。

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】

　入職時に職員に渡す「保育従事者のこころえ」に子どもの健康管理に関する項目があり、日々の子どもの様
子の確認方法などが載っています。健康台帳に既往症や予防接種の履歴などを記載し、事務所で保管してい
ます。保護者から子どもの健康状態で特別な情報を得た時は、園長が午睡の時間中に口頭で伝え、全職員が
共有しています。保育時間中に体調を崩した時には、速やかに保護者に電話連絡をしますが、降園時間は強
制せず、保護者と話し合い決めています。気になることは降園時に保護者に伝え、家庭でも様子を見てもらい
ます。歯磨きについては、3～5歳児は年に2回ブラッシング指導を受け、お茶を飲んで口腔内を清潔に保つこ
とを心がけていますが、歯ブラシによる事故懸念もあり、園での歯磨きは行っていません。
　園では、年に2回内科健診を行い、健康台帳に記載し、保護者には書面で伝えています。歯科健診も年に2
回行い、結果は書面で保護者に伝えています。嘱託医の先生には、園で詳しく把握していないような病気や症
状について教えてもらったり、発熱への対応方法を相談したりしています。また、感染症の流行についての情
報を教えてもらうなど、連携を密に行っています。
　感染症が発生した時の手順書があり、マニュアルとして全職員に周知しています。感染症にかかった時の登
園停止基準は重要事項説明書に記載し、入園前に保護者に説明しています。園内で感染症発症の疑いが生
じた場合、速やかに保護者に連絡し、「みんなの部屋」で発症した子どもと担任が過ごし、不安なく過ごせるよう
にしています。担任の抜けた保育室には園長など、ほかの職員が入り対応します。嘔吐処理グッズと手順書
は各トイレに置き、副主任が使い方を教え、全職員が対応できるようにしています。園で感染症が発生した時
には病名、人数、症状などを玄関に掲示して注意を喚起しています。地域の情報は区からFAXでお知らせが来
たり、保健センターの職員が訪問して指導してくれることもあります。

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】

　危機管理マニュアル、保育事故防止マニュアルがあり、入職時に全職員に配付し周知しています。園内外で
起こる可能性のある事故や災害時の対応方法について詳しく定めています。プール遊び時は、遊びと監視の
職員を分けて配置しています。備品は倒れないように壁に取り付ける・壁と棚を固定する・ハンガーラックの車
輪を固定する・滑り止めマットを敷くなど転倒防止対策をしています。緊急連絡体制はフローチャートにして事
務室に掲示しています。毎月避難訓練を実施し、誘導や通報訓練をしています。年1回は消防署の立ち会いの
もと、避難訓練をしています。消火訓練はしていませんが、栄区の合同防災訓練に職員と4、5歳児が参加し、
地震や火災の時の姿勢を教えてもらったり、消防服の体験をしたりしています。全職員が心肺蘇生法の訓練を
受けて身に付けています。
　救急機関の連絡先は事務室に掲示しています。保護者への連絡先は事務室のキャビネットに保管しており、
職員は誰でもすぐに出すことができるようにしています。子どものけがは、降園時に職員から口頭で保護者に
報告し、必要に応じて、さらに園長や副主任から説明をしています。事故などの再発防止策は、午睡の時間に
各フロアの学年ミーティングで話し合い、園長に報告します。また、職員が記録に使うタブレット型パソコンにも
記載して全職員で共有し、再発防止に努めています。
　門扉、玄関ともに電子錠で施錠し、カードを持った人しか開けることができません。ドアホンが鳴っても知らな
い人に対しては開けないで、門まで出て確認するようにしています。散歩には緊急時に対応できるように携帯
電話を持参します。不審者対策としてカードタイプの防犯ブザーを各保育室に置いてあり、園庭に出る時やゴ
ミ捨てに出る時には防犯ブザーを持って出るようにしています。毎月実施する不審者対策訓練時に、職員はブ
ザーの場所の確認などを行っています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　マニュアル「保育従事者のこころえ～信頼される保育従事者として～」の中に「日常保育での配慮」として、
「子どもの人権を尊重して、名前の呼び捨て・差別用語・プライドを傷つける・言葉の暴力等には気を付ける」と
記載し、言葉遣いの留意点を明確にしています。保育士が子どもと話す時は大きな声は出さず優しく接してい
ます。食事や排せつ時でも子どもをせかすことはせず、子どもの意思を尊重しています。「保育のこころえ」は
全職員に配付し、常に意識できるようにしています。また、無意識に不適切な言葉などを使っていないか職員
同士で確認し合い、年度末には自己評価を行い、子どもの人権を尊重した対応の振り返りを行っています。
　保育室には家の形をした空間があり、友達や保育士の視線を意識しないで過ごせる場所となっています。ラ
ンチルームでも一人で、または二人、三人で食事ができるようになっており、自分の好きな場所で食べることが
できるようになっています。子どもをクールダウンさせる場合や、子どもと職員が一対一で話し合う時は、2階の
エレベーター横のフリースペースや園長室、相談室などを使用しています。子どもたちは何人かのグループに
分かれて、保育室のコーナーや2階のフリースペース、1階の絵本コーナー、玄関エリアなどで小集団で過ごし
ています。3～5歳児用のトイレにはドアがついており、トイレ内のシャワーで体を洗い着替えをすることができ
ます。
　「個人情報の保護」マニュアルを基に、個人情報の取り扱いについては採用時に全職員に説明を行っていま
す。実習生、ボランティアには受け入れマニュアルがあり、園での写真などを外部に持ち出さないなど、守秘義
務に関して説明を行っています。子どもの持ち物を管理する場所への名前や子どもの写真の掲示、保育の様
子のビデオ撮影など、保育業務に関する個人情報の取り扱いについては、あらかじめ保護者に説明して同意
書を書いてもらい了解を得ています。個人情報となる書類を破棄する際はシュレッダーで処理しています。個
人情報は事務室内の棚に保管していますが、鍵はかけていませんでしたので、今後は施錠管理されると良い
でしょう。
　男の子だから、女の子だからという強い先入観を持たずに、子ども一人一人を「人」として尊重しています。子
どもたちや保護者が「男の子は○○だよね。女の子は○○だよね」などと話しているのを耳にした時は、男女
の区別なく、自分で選ぶことや決めることを大切にするよう話をしています。順番や整列は、自由にしており、
散歩の時は友達と手をつないだ順に並んでいます。性差について園長が職員に対して気になる場面を見た時
には、そのつど注意を促しています。職員たちはミーティングや指導計画の振り返りの際に、性差による固定
観念にとらわれない保育について検証し合っています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　入園前の説明会や面談で重要事項説明書やパンフレットを使って保育理念や保育方針を説明しています。
また、年に2回実施する懇談会で写真や動画を使って日々の保育の様子を見てもらい、保育理念や方針を伝
えています。保護者懇談会などで保護者の意見を聞く中で、保育理念や方針が理解されているか確認してい
ます。毎日1階の掲示板に「今日のできごと」として写真付きで子どもたちの生活を掲示したりして、日常保育の
姿から保育理念や方針を理解してもらえるよう努めています。保育理念や保育方針などに関する考えは、園長
が不定期に発行するお便りでも伝えています。
　その日の子どもの様子は、降園時に職員から口頭で伝えるとともに、連絡帳でも様子を伝えています。また、
掲示板に「今日のできごと」を写真とコメント入りで掲示しています。個別面談は毎年9月に、保護者ができるだ
け参加しやすいように降園時間帯を利用して、担当保育士が行いますが、希望があればいつでも受ける体制
をとっています。個別面談の記録は全職員で共有しています。保護者懇談会も降園時間帯を利用して、1階の
ランチルームでクラスごとに行っています。和やかに懇談できるよう、お茶やお菓子を用意し、1時間半くらいか
けて行い、日ごろの子どもたちの様子を伝えたり、保護者の意見や要望を聞いています。欠席の保護者には、
議事録と資料を配付して内容がわかるようにしています。
　保護者の個別の相談に応じる時には、ほかの人と会わないように落ち着いて話せる相談室で行っています。
相談を受けた職員は、必要に応じてリーダーや副主任、園長に相談し、アドバイスを得ることができます。内容
により、園長も同席して個別面談を行うこともあります。面談の記録は、「保護者の話」「保育士の話」「面談を
終えて」という項目に分けて記載して、誰が見てもわかりやすい書式になっており、ミーティングなどで内容を共
有し、継続して対応ができるようにしています。
　園便りは定期的に発行していませんが、個別に「あしあと」という題名で子どもたちの遊びの様子、生活の様
子などを写真も入れて春夏秋冬の4期にわたり作成し、配付しています。また、園長からの「おたより」を不定期
に発行し、保育の様子や園長の日頃の保育に対する思いなどを伝えています。日々の保育の様子は掲示板
にクラスごとに「今日のできごと」「ちびっこ探検隊」「おみそしる」など、その日の子どもたちの活動の様子を写
真と見出しの言葉とともに文章を添えて、保護者に伝えています。クラスごとの保護者懇談会では、日常の保
育の様子をスライドで見せて保育の内容をわかりやすく伝えています。また、「嘔吐、下痢のお知らせ」など季
節に応じた健康上の留意事項などを、園長名で掲示し、保護者に注意を促しています。
　保護者が参加する行事に、保護者が予定を調整して参加しやすいように、年間予定表は新年度の初めに配
付しています。保育参観や保育参加は特に定例的な予定日を組んでいません。しかし、希望があればいつで
も受け入れています。クラス懇談会に参加できなかった保護者には議事録を配付して、伝達事項の漏れがな
いようにフォロ－しています。新入園児の保護者には、日常生活のビデオをお見せすることで、安心してもらえ
るようにしています。保育参観や保育参加は子どもたちの園での姿を見て成長を実感できる良い機会です。保
護者が参加してみたくなるような呼びかけの工夫をされてはいかがでしょうか？
　保護者会はありませんが、クラス懇談会などの折に、「保護者同士が気軽に話し合える機会がもっとあれ
ば・・・」という声もあり、2か月に1回ほど、降園時の子どもを待つ間などに保護者同士が気軽にコミュニケー
ションが取れるよう、調理室で手作りしたケーキかゼリー、焼き芋などのおやつとお茶を用意し、ランチルーム
で話のできる「杜ちゃカフェ」を設けています。保護者は気軽に利用していて、職員も一緒に話に参加すること
もあります。保護者から要請があれば、内容により、保護者の自主的な活動に場所を提供する用意もありま
す。保護者同士が知り合う機会を持てたらと、夏祭りの際に父親が参加する場を作り、参加協力を呼びかける
こともしています。

A
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杜ちゃいるど園

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提供しています。横浜市栄区のホームページからも園の概要を知ることができま
す。栄区が配布している資料には園の情報が載っており、育児相談について、当園は「随時（要TEL)」と記載さ
れ、相談者の都合に合わせて、保育に支障のない範囲で随時対応しています。また、園に見学に来た方には
園の情報を記載したパンフレットを渡して、園長が内容を説明しています。見学者から「慣れ保育の期間」や
「離乳食について」、「延長保育の終了時刻」などについて質問が出され、園長はていねいに回答しています。
園から地域に向けて園庭開放などのお知らせなどを園の門の外側に掲示しています。
　育児相談などを受けた時、内容によっては園だけでは解決できないこともありますので、栄区こども家庭支援
課や福祉保健センター、よこはま港南地域療育センター、横浜市南部児童相談所、嘱託医などの病院、消防
署、警察署などのリストを電話のそばに置き、職員に周知しています。関係機関とは園長が連携担当者とな
り、栄区こども家庭支援課とは日常の保育に関する情報交換を行っています。よこはま港南地域療育センター
や南部児童相談所、民間の医療機関からは年に1、2回、また必要に応じ随時ケースワーカーなどの来園があ
り、子どもの保育の様子を見てもらい、指導や助言を受けるなど、日常的な連携ができています。

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供

　園の建物と表通りの間に花壇があり、子どもたちと保育士が手入れをしている時に前を通る地域の方々には
気持ちの良い挨拶を心がけています。中には花を見て話しかけてくる親子もいたりして、地域の方と交流して
います。地域の主任児童委員の方々とは親しく交流を持つようにして地域の方のニーズや様子を得たりしてい
ます。また、園の見学者や一時保育の利用者をはじめ、園庭開放や親子ヨガなど地域向けの催しや園行事へ
ポスターなどを見て参加した地域の親子などと話し合う中で、園への要望を把握しています。園長や職員は、
栄区の園長会の分科会や幼保小の連携会議に出席して、地域の子育て支援ニーズについて情報交換してい
ます。
　地域の子育て支援ニーズについては、主任児童委員の方や地域の親子に向けた催しの参加者などから情
報を得ており、園の活動の一環として毎月のように話し合われています。一時保育は各クラス一日1名の枠内
で行い、各クラスに入り一緒に活動しています。園庭開放は毎週木曜日の午後開催との案内を地域向けに掲
示しています。地域の親子参加の親子ヨガ教室は人気があり、毎月1回行い、あわせて手作りの人形や飾り、
クリスマスリースなどを作ったり、別の日にはわらべ歌を楽しんだりしています。離乳食などの育児相談は個別
に受けています。園の職員に向けて外部講師による「保育の話」の講習を行った時には、事前に地域の親子
にも参加希望を募り、複数組もの参加を得ています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を生かした相談機能
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杜ちゃいるど園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園のパンフレットを園庭開放や親子ヨガなどの園の催しに来園した地域の方々や園の見学者などに渡し、説
明しています。栄区こども家庭支援課前にも園のポスターを掲示しています。また、園のホームページを通じて
園の情報を提供しています。パンフレットには法人理念と保育理念をはじめ、0～5歳児の各定員、開園時間、
休園日、保育中のスナップ写真と説明文、柿狩りやさつま芋掘り、自然観察の森などでの園外活動、JR大船
駅からの案内図を載せています。園のホームページには、さらに園の見取り図、一時保育、園内見学、保育料
以外の諸費用などを載せています。また、区のホームページや区発行のチラシなどにも進んで必要な情報を
提供しています。
　利用希望者からの問合せには、園のパンフレットや杜ちゃいるど園「利用のしおり（重要事項説明書）」などに
基づいて、法人の理念や保育理念、定員、施設概要、サービス内容などを説明しています。問い合わせには
主に園長が対応しています。しかし、電話だけの問合せはあまりなく、ほとんどの方は見学を希望します。毎
月、見学会の日程を決めていますが、勤務の都合などで日程が合わない場合は、保育に支障のない範囲で見
学者の都合に合わせるよう柔軟に対応しています。見学者には園のパンフレットを渡し、園内の施設と子ども
たちの様子を見てもらい、パンフレットで園長が具体的な説明をして、質問にていねいに答えています。

評価分類Ⅳ－２ 保育所における福祉サービスに関する情報提供

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

　園では地域の親子を招待して毎月のように親子ヨガ教室やわらべ歌の会を催し、あわせて人形やクリスマス
飾りなどを作っています。地域のボランティアの協力で4、5歳児に年5回ほど「お茶の会」を行い、お茶のたて方
を学び、保護者にも生け花やお抹茶の会を開いてもらっています。地域の主任児童委員主催の「子ども食堂」
に地域伝統の「笠間ご飯」を導入の取り組みに園も協力して保育士を派遣したり、地域の町内会館での遊び用
に夏のビニールプールやボールプールを貸し出しています。また、近隣の高校から職業実習の生徒を受け入
れています。園長は地区団体の新年会や町内会役員の懇親会に毎年出席しており、子どもたちも町の敬老会
のメダル作りや夏の笹飾り作りなどに毎年参加しています。
　園では3～5歳児クラスの子どもたちが「ちびっこ探検隊」として大船駅からモノレールやバスで「鎌倉中央公
園」や「横浜自然観察の森」へクラスごとに毎週のように出かけ、大自然に触れています。夏は八景島の野島
公園などに遠足に行き、海辺で遊んでいます。数か所の近くの公園を散歩に利用しています。5歳児は美術鑑
賞支援グループの会員の指導を受け、横浜美術館で美術鑑賞をしています。散歩で出会う地域の方々や、1
歳児以上の子どもたちが買い物で商店街やスーパーで出会う店の方などとは元気に挨拶を交わしています。5
歳児は近隣の小学校を訪問し、5年生などと遊んだりしています。4、5歳児が近隣の高齢者施設で歌を歌い交
流しています。同じ法人の障がい者施設へ行き、パン作りや陶芸を一緒に経験しています。

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

　ボランティアは「ボランティア・職業体験マニュアル」に基づいて、地域の高校生の夏期の職業体験として受け
入れています。保護者には事前と来園時に玄関の伝達ボードで知らせています。担当窓口は園長で、実施前
のオリエンテーションでは園のパンフレットを渡し、法人理念や保育理念、保育にあたっての留意事項、守秘義
務、子どもの人権などを説明しています。終了後は感想文を受け入れて、担当したクラスリーダーが園長ととも
に振り返りをしています。参考となる意見は園の運営に生かしています。このほか、地域の方々のご厚意で4、
5歳児の子どもたちにお茶のお稽古を実施し、保護者にも生け花やお抹茶の会を実施しています。
　実習生は「実習生受け入れマニュアル」に基づいて、短期大学や大学の福祉課程の学生を受け入れていま
す。職員には月初のスケジュール表で保護者には事前と実習時に伝言板で伝えています。受け入れ担当は
園長で、各クラス担当が指導にあたります。実施前のオリエンテーションでは園のパンフレットを渡し、法人理
念や保育理念、保育の留意事項、子どもの人権、守秘義務などを説明して、守秘義務に関する「誓約書」を受
け入れています。実習プログラムはできるだけ実習生の希望に沿い、有意義な時間となるよう作っています。
実習終了後は園長、主任、副主任、クラス担当を交えて振り返りの会を行い、労をねぎらい、良い点を伝えて
います。
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杜ちゃいるど園

A

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　毎年9月に園長は非常勤を含む全職員と面談し、この結果、来年度の職員の不足が予想される場合は、ハ
ローワークや職員募集会社などへ募集申し込みをしています。園はキャリアパス要件で、職員全体、初心者、
中堅、主任・ベテラン、指導職員・管理階層の各階層の職務と、それに必要な能力、経験、必要な研修を明ら
かにしています。これを基に園長は園内研修、キャリアアップ研修を含めた外部研修の考えをまとめた研修計
画を作成し、職員の受講をうながしています。園長は年度初めに職員と面談し、年度目標を設定しています。
年度末には職員は自己評価表で個人目標ほか、職務の年度の取り組み状況を個人別に自己評価して、園長
と話し合っています。
　内部研修は3名の外部講師を軸に開催しています。一つ目は話をまとめ議事進行する専門職の方にお願い
し、夜の職員会議と午睡時間中のクラスリーダーの会の中で毎回テーマを決め、話し合っています。二つ目は
月2回元公立園の園長が一緒に保育の中で子どもたちにわらべ歌での遊びを教え、保育士はそれを学んでい
ます。あと一つは月2回ほどの子どもの自由な芸術表現遊びに外国の保育園勤務の経験者が助言に入ってい
ます。また、職員はキャリアアップも含めた研修リストから受講希望を出し、園長が研修計画にまとめていま
す。職員は受講後研修報告を提出し、必要に応じ、報告会を開き、全職員で共有しています。園長は研修の保
育への応用状況などから、研修を評価して次に生かしています。
　非常勤職員にも入職にあたり、常勤職員と同様に、園のパンフレットと「杜ちゃいるど園利用のしおり（重要事
項説明書）」「保育従事者のこころえ」「保育のこころえ」を配付して、園長から法人の理念、保育理念、守秘義
務、日常保育での配慮、などを説明し、理解を図っています。勤務にあたっては、保育の経験や熟練度などを
考慮して常勤職員と非常勤職員を組み合わせたシフト表を作成しています。3～5歳児は日中の活動が異なる
ことが多いため、非常勤職員も昼のミーティングに参加して情報の共有に努めています。職務の引き継ぎは引
継ぎノートなどで行っています。非常勤職員には、クラスリーダーや主任、園長が具体的な指導にあたっていま
す。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員の自己評価は年度末に実施しています。自己評価表は保育目標について、保育、行事、研修などの項
目をさらに細分化した問いに対して、A～Dの4つの記号で自己評価し園長面談を行っています。保育所の自己
評価も年度末に行っています。学年ミーティングなどの中で、日々の日誌の記入負担と保護者向け一日の動
きの報告の別書き負担の話が出て、検討し、各クラスにタブレット型パソコンを配付し、日中の活動の写真撮
影と文章作成を同じタブレットで行い、写真を載せた日誌に形式を変え、保護者向け掲示もこれで行うこととし
ました。月2回議事進行の専門家（ファシリテイター）の来園を得て、意見を引き出し、まとめ方などの助言、指
導を得ています。
　職員が個々に振り返りを行う自己評価表は定型化された書式になっています。保育に関する自己評価は、
全体的な計画に基づいて、年間保育計画や月案、週案、日誌など、その期間ごとにクラス単位か3～5歳児共
通で行っています。保育の自己評価は、例えば2歳児では「昨年はピーマンを食べられなかった子どもが、自
分たちで栽培して収穫したピーマンをおかわりするほど食べられるようになった。改めて環境や友だちの影響
力の強さを感じた」とあるように、子どもが挑戦する意欲が湧くような取り組みの過程を重視して行っています。
職員は保育の自己評価を通じて、その実践の改善や次の計画設定に生かしています。
　職員は自己評価の結果を学年ミーティング（保育室の0、1歳児、2歳児、3～5歳児別のミーティング）などで話
し合っています。話し合いの中から、保育士として日々の保育を振り返り、園としての課題も明らかとなり、改善
に取り組んでいます。かつて1階の事務所とランチルームの間には、絵本を置き、木の椅子を置いてありました
が、「居心地の良い園を目指す」園の思いから、改善提案があり、テーブルとソファに変えました。食事を終え
た子どもたちがゆったり絵本や図鑑を見たり、ゲームをしたり、保護者が交流したり、雰囲気が改善しました。
園の自己評価は法人の理念や保育理念を基にクラスリーダー以上で検討し、園長がまとめました。園の自己
評価は玄関近くに掲示しています。
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　法人の理念や保育理念などに基づいて、外部研修計画や内部研修計画を職員に明示しています。キャリア
アップ制度と処遇改善の国の施策について、法人の考え方を記したリーフレットを職員に配付しています。園
長は職員の自己評価に基づき年度末に面談をして職員の自己評価について話をしていますが、これを賞与や
昇進、昇格などにつなげる園長の再評価はしていません。職員の意見や要望で業務に関するものは、リー
ダー以上の職員の会議で検討し、改善に努めています。園の給与規定や服務規程は常に開示し、職員はい
つでも確認できるようにしています。
　人材育成計画では職員を、職員全体、初心者、中堅、主任・ベテラン、指導職員・管理職層に分けて、それぞ
れの職層の職務内容と期待される能力と経験や必要となる研修などを園のキャリアパスとして明文化していま
す。園長は園の最終責任者ですが、日常の業務は現場の職員の自主的判断に任せています。しかし、けがや
事故、病気、保護者の苦情などの際は速やかに、副主任、主任、園長に報告、連絡、相談するようにしていま
す。また、園の行事や防災訓練、清掃など園の職務を職員に分担し、任せることで、職員の意欲と責任感を引
き出しています。園長は、毎年秋の次年度の職員の勤務継続可否の意向調査時や年度末の職員との個別面
談の際に、職員の職務の満足度や要望、悩みを聞き、相談にも応じています。

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 B
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杜ちゃいるど園

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

　非常勤を含む全職員は入職時に、園のパンフレットや「杜ちゃいるど園利用のしおり（重要事項説明書）」とと
もに「保育従事者のこころえ」と「保育のこころえ」の配付を受けています。また、このこころえには「子どもの人
権の尊重」や「子どもの最善の利益」の記述があり、就業規則の服務規程とともに園長から説明を受け、個人
情報保護と守秘義務に関する誓約書を提出しています。園の経営情報は法人全体の決算情報の一つとして、
法人のホームページに公開しています。世間で発生した子どもの虐待などの人権侵害事例などは、新聞記事
などを基にミーティングを開き、園の子どもに置き換えて、注意喚起と早期発見や対応方法を確認しています。
　園の事務や経理については、事務管理規定に基づいて運営しています。職務分掌と権限・責任については
キャリアアップ制度の導入時に職員に明示して説明し、法人としての位置づけを職員に配付しています。園の
事務、経理、取引などは法人が委託している税理士や社会保険労務士に各年度ごとに園の運営状況を点検
してもらい、疑問点を確認し、指導、助言を受けています。指摘を受けた事項は速やかに改善に努めていま
す。しかし、現状では組織内部で業務の適正化や正確化を点検する内部監査の体制がありませんので、検討
と実施を期待します。
　環境への取り組みとして、「ごみの減量化」では子どもたちにも分別管理を行い「リサイクル」では牛乳パック
やペットボトル、新聞紙、ティッシュの箱などの廃材を工作材料にし、「省エネルギー」ではエアコンの適正な温
湿度管理や照明のLED化などに努めています。「緑化の推進」では園庭にみかんや夏みかん、梅などの木々
を植え、園の畑でなす、とうもろこし、かぶなどを育てて食育材料にし、プランターでもチューリップなどの花や
野菜を育てています。園庭の小屋には雨水を貯めるかめを置き、草花の水やりやどろんこ遊びなどに使用して
います。手洗い場や電気スイッチには節水や節電のステッカーが貼ってあります。また、3～5歳児は地域の自
然公園に毎週出かけ自然に触れ、環境保全の意識をつちかっています。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　法人理念と保育理念は園のパンフレットに記載があり、全体的な計画に保育理念と保育方針が載っていま
す。全職員は入職時や年度初めの職員会議などで園から配付を受け、園長から説明があり、周知、確認して
います。全体的な計画に基づいてクラスごとの指導計画が作成されており、園長は指導計画の見直しのつど、
「全体的な計画」の保育理念や保育方針に立ち返るよう指導しています。園長は年度末に職員が評価した「自
己点検・自己評価表」を基に個人面談を行い、職員が法人理念、園の保育理念、保育方針を理解して職務に
あたってきたか確認しています。
　保護者に直接関係することについて従来と変更がある場合には、園長が保護者懇談会や運営委員会などで
説明して了解を得ています。本年度から実施された幼児保育の無償化は保護者懇談会などで内容や手続き
について説明しました、園の保育面では、3歳児から「森のようちえん（北欧から始まった自然体験活動を基に
した子育て・保育・教育の総称）」が始まることに伴い、リュックサックや帽子ほかの用意に費用負担が発生しま
す。事前に重要事項説明書で話していたこととはいえ、改めて園長が保護者会などで説明し、質問に応じ、了
承を得ています。運動会や夏祭り、お泊り保育、卒園式など園の大きな行事では、行事担当者を中心に全職
員が組織をあげて協力し遂行する仕組みができています。
　園長は、保育士または職員としての資質や能力の向上を支援するために、職位に必要となる能力や経験な
どを記載したキャリアパスを明示して、外部研修選択の相談にも応じています。そして、現在のリーダークラ
ス、副主任クラスの中からリーダー研修をはじめ必要な研修を受講してもらう育成計画を持っています。主任
は担当クラスのないフリーな立場で、副主任とも協力して職員と良好な関係を保ち、時には各クラスを回り、職
員の保護の様子を見て回り、必要に応じて助言や指導をしています。主任は職員の健康にも配慮して、具合
の悪そうな職員には声をかけ、様子を聞き、園長にも報告して適切な対応をとっています。

A

A
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は栄区の園長会や町内会や自治会の会合、親密な児童委員、近くの系列園などから、法制度の新設
や改定、地域の待機児童の動向、小規模を含めた保育園新設の動向など、園の運営に影響のある情報を収
集し、分析しています。重要な情報は法人に報告し、相談したり、リーダー以上の会合で話し合ったり、職員会
議などで職員に知らせて対応を話し合ったりしています。最近ではキャリアアップ制度に基づく職員の待遇改
善などを話し合いました。また、事務負担の軽減、効率化のために、小型パソコンを全クラスに配付し、写真を
取り入れた日誌作成を始めました。昼の休憩時間確保のための対策など、職員の負担軽減に園全体で取り組
んでいます。
　園は今年度の事業計画を「SWOT分析」の手法で作成しています。左からS：強み、W:弱み、O:機会・外部環
境、T：脅威・外部環境、重点目標（現状の課題）、具体的な活動、の6欄があり、その下に経営力、人材力、組
織力、支援力（サービス力）、営業・マーケティング力、財務力が、総括と縦に項目が並び、それぞれに内容を
記入してあります。年度の活動として、地域に向けて遊ぶ機会の提供、ホームページの更新などをあげ、総括
として、業務内容の見直し、保育に活かせる記録作り、などをあげています。今後は中長期の計画を作成し、こ
れに沿った単年度計画となるよう期待します。次代の人材は複数名の研修受講による育成を計画しています。
園の運営については税理士などの指導、助言を受けています。
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杜ちゃいるど園

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　食べたくなった子どもから昼食が始まります。自分でスプーンで食べたり、最後は職員に口に入れてもらって食
べ終わる子もいます。食べているうちに眠くなり「眠いねえ」と職員に抱っこしてもらってそのままお布団に入る子
もいます。タオルをかけてもらって静かに眠ります。職員は子どものそばで、お尻をトントンしたり、身体をさすった
りしながら寝入るのを見守ります。まだ、食べている子ども、食べ終わっても布団に入らず絵本を見ている子もい
ます。午睡から目覚めた子どもは、トイレの前のオムツ台に寝転んでオムツを替えてもらいます。布オムツの子、
紙パンツの子、どちらもいます。トイレのシャワーでお尻を洗ってもらう子どももいます。「どっちのズボンを履
く？」と職員は聞き、子どもが好きな洋服を選んでいる光景も見られます。次はおやつです。オムツを交換した子
どもから自分のタオルを取りに行くのを職員は静かに見守ります。手を洗って、タオルのエプロンをして、座った
子どもから自分の手でおやつを持って食べます。おやつを食べ終わった子どもから遊びが始まります。まだ寝て
いる子もいます。寝起きで職員の膝の上でしばらく座っている子もいます。部屋全体は静かです。絵本コーナー
で職員に絵本を読んでもらったり、好きなコーナーに行って、車、電車、ままごと、積み木など好きなもので自由
に遊びが始まります。

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】

　朝から園庭で遊んでいます。カップに土を入れたり出したり、でこぼこの園庭を駆けまわる、木の切り株に葉っ
ぱをのせる、裸足で庭の隅を這う、靴を履いて斜面を降りる、それぞれ自分のしたいことに没頭している姿が見
られました。職員は静かに見守っています。2歳児の保育室で遊んでいる子もいます。好きな場所で遊んでいま
す。ピクチャーパズルをする、ソファーに座って絵本を読む、ままごとをする、図鑑に見入る、車や電車を走らせる
など、思い思いのことをしています。突然泣き出す子がいると、職員はそっと近づき「どうしたの？車を使いたかっ
たの？」と優しく話しかけ、子どもはうなずき、すぐに泣き止みました。トイレの前では濡れた紙パンツを職員に脱
がせてもらい、新しい紙パンツを一生懸命自分で履いています。ズボンも手伝ってもらって自分で履きます。終
わったら、脱いだ紙パンツを職員に丸めてもらい、トイレの箱に自分で入れます。手を洗ってテーブルに座った子
どもが、タオルにゴムをつけた自分のエプロンをかぶると職員は食べ物がのったトレイを運び「○○ちゃん、今日
はカレーだよ。かぼちゃも入っているよ。いただきます」と声をかけます。子どもは「いただきます」と言ってスプー
ンで一人で食べます。職員は「どう？おいしい？」と声をかけながら見守ります。食べ終わったら職員がタオルを
丸めて「○○ちゃんどうぞ」と渡すと子どもは立ち上がって椅子を机の中にもどし、汚れたエプロンを自分のトレイ
に戻します。そして職員と手を繋いで自分の布団に横になります。

　3歳児と手をつないで散歩に出かけました。保育士は信号を渡る時や、車や自転車が通る時には、いったん止
まって子どもに気を付けることを話しています。歩いている途中で座り込んでしまう子どもに対して「みんな待って
いるよ。手をつなごうか」と声をかけ、ほかの子どもたちも歩き出すまで待っています。公園ではすべり台やぶら
んこ、縄跳びなどで自由に遊んでいます。お昼ご飯は1階のランチルームで、3～5歳児と一緒に食べています。
「今日はお散歩に行ったんだよ」、「みみずがいたよ」など公園で過ごした時の様子を話しながら食事をしていま
す。おかわりがほしい時は、保育士に「スープのおかわりください」と言っておかわりをもらっていました。「今日の
カレーはちょっと辛いんだよ」、「ぜんぶ食べたよ」と話ながら楽しく食事をしています。眠くなった子どもを見て、
「〇〇ちゃん寝ちゃったよ」と保育士に言うと、保育士が「○○ちゃんご飯まだ食べられる？お部屋に行って寝よう
か」と話しかけていました。夕方は保護者がお迎えに来るまで、室内で自分の好きなおもちゃで遊んで過ごしてい
ます。延長保育の時間になるとおもちゃを片付けてから、帽子をかぶり上着を着て、園庭に行く準備をしていま
す。全員準備ができるまでは、保育士と手遊びをして待っています。テラスから園庭に降りる時は、保育士が「並
んでください」と言うと友達と手をつないで並んでいました。「手をつなぐ人がいない」と言った子どもには、「○○
ちゃんがいるよ」と教えてあげていました。
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【５歳児】

　5歳児の1階のランチルームでの給食は、開始時間はありますが、必ずしも一斉でなく、好きな時間に食事を
とっています。お当番もやりたい子がやる「お手伝い」で、セミバイキング式におかずを各自が申告すると、用意し
たトレーの皿に「お手伝い」がよそってあげています。今日のメニューは、ご飯、かじきのマヨ焼き、サラダ、ミネス
トローネ（けんちん風）です。最後に保育士にご飯の量を言って盛ってもらいます。2歳児の席以外は席は自由
で、いろいろな向きに置いた木の机の間をぬって、男の子や女の子が好きな席につきます。天気も良く、この日
は部屋の外のテラスの席が人気のようです。部屋の中では気の合った子同士が一つのテーブルで楽しそうに話
しながら食べている姿も見えます。食事を終え、自分たちで決められた所へ食器を片付けると、みんなが食事を
終えてランチルームの掃除を5歳児が始めるまで、しばらく自由時間です。事務室とランチルームの間のソファに
座って絵本や図鑑を見たり、ゲームをしたりして、ゆったり過ごしていました。夕方4時近く、5歳児が裸足で園庭
で遊んでいます。広くはないのですが、庭師と相談して作り上げた庭で、実のなる樹木を植え、階段付きの小屋、
2つのロープブランコ、砂場、小山などを作り込んであり、小屋に上がって遊んだり、ぐるっと小山をまわる追いか
けっこをしたり、中央に植えた竹の棒をよじ登ったり、お風呂マットでコーナー遊びをしたり、暗くなるのを忘れて
遊び込んでいました。

　2歳児の半分の子どもたちと一緒に公園に散歩です。2歳児と手をつなぎ、4歳児は道路側を進みます。間もなく
大規模なマンションが並ぶ地域に入ります。みんな背中にリュックサックを背負っています。保育士に聞くと「念の
ため着替え一式などです」とのこと。団地を抜け、坂道を登ると公園です。一人の保育士が「道路に出ないこと」
など子どもたちに注意している間に、もう一人の保育士は公園の中の危険物やごみをチェックしています。子ども
が「何かのさやを見つけた」と保育士に持ってきました。「藤の種が入ったさやだね。いっぱいぶら下がってるね」
と応じています。動物の形をした2列並んだ滑り台が人気です。花壇には三色すみれがきれいに咲いています。
赤く色づいた葉っぱを集めています。いちょうの黄色の葉っぱも並べています、ブランコでは2歳児が座り、4歳児
が押してあげ、2歳児は声を上げて喜んでいます。草をむしって、石で刻み「ねぎを切ってます」と言う子もいま
す。鬼ごっこが始まり、鬼が追いかけたり、逃げ回ったりしています。ころんで泣き出した2歳児に4歳児の子と保
育士が声をかけてあげています。鉄棒をする子どものそばに保育士がついて声をかけています。保育士からマ
ジックペンを借りて、色づいた葉っぱに顔を描いたりしています。子どもたちも寄って来て集めた葉っぱに同じよう
に絵を描いていました。樹木の多い公園で子どもたちは季節を感じ、十分に遊びました。これから帰って給食で
す。

【３歳児】

【4歳児】

　2歳児と一緒に公園に散歩に行きました。2歳児の子どもと手をつなぎ道路を歩いている時は、道路側を3歳児
が歩くようにしていました。途中でぐずって歩かなくなった子どもに対しては、保育士が「待っているからね」と声を
かけたり、待っている間に保育士と歌をうたったりしています。中には座り込んでいる子どものそばに行って心配
そうにみたり、立てるように手を差し伸べたりしている様子が見られました。公園では、保育士から「公園でのお
約束は覚えているかな」と、公園で気をつけることを確認しています。また公園の木を剪定していたので、「今日
はいつものお約束のほかにもお約束があります」と言う保育士の話を聞いていました。子どもたちは鉄棒や、ブラ
ンコ、縄跳び、滑り台など、好きなもので遊んでいます。子どもが保育士に「鬼ごっこやろう」と言うと、保育士も
「おおぜいのお友達でやろうよ。呼んできて」と答えていました。ブランコに乗ったけど漕げなくて保育士に「漕い
で」と言っている2歳児には、「押してあげるよ」と後ろから押してあげる姿が見られました。保護者がお迎えに来
るまで園庭で遊んでいます。寒くなってきていても、裸足で園庭を走り回ったり、ブランコに乗ったり、砂場やお風
呂マットを広げて寝転んだり自分の好きなところで遊んでいます。お迎えが来た時は、足にせっけんをつけてお
湯で洗ってから、雑巾で足を拭いて室内に入ります。保育士は保護者に今日の様子などを伝えていました。
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杜ちゃいるど園

■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 入園する時の状況

3.6%

その他： 「覚えていません」という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）

63.6% 32.7% 0.0% 0.0% 1.8% 1.8%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

58.2% 36.4% 0.0% 0.0% 1.8%

その他： 「覚えていません」という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

52.7% 43.6% 0.0% 0.0% 1.8% 1.8%

その他： 「覚えていません」という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

56.4% 36.4% 1.8% 0.0% 3.6% 1.8%

その他： 「新設だったので、見学していません」というコメントがありました。

1.8%

その他： 「見学していません」という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

52.7% 34.5% 5.5% 0.0% 5.5% 1.8%

①見学の受け入れについては
56.4% 21.8% 1.8% 0.0% 18.2%

その他： 「見学していません」というコメントがありました。

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

無回答

62.2% 33.3% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0%

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

20.0% 61.8% 7.3% 9.1% 0.0% 1.8%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が35人（63.6%）、「どちらかといえば満足」が
18人（32.7%）で合計53人（96.4%）でした。

　自由意見には、「本当に子どもを第一に考えてくださる保育園です」「森や川に探検に出た
り、ヨガ・お茶のおけいこをしたりといろいろな経験ができてとても良いです。子どもも楽しみ
にして取り組んでいます」「手作りの給食はとてもありがたいです」「親に対する健康的な配慮
が大変ある園です」「職員の方が信頼でき、安心して預けられるます。とてもアットホームな環
境で家族のようにしっかりしつけをしてくれます」など園への信頼と感謝を寄せる声が多く見ら
れました。
　項目別に見ますと、とても満足度が高い項目として「問4遊び③ 園のおもちゃや教材について
は」「問2⑥ 費用やきまりに関する説明については」「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」「問2④ 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」で96.4%の保護者が「満足」または「どちらかといえば満足」と回答していま
す。

結果の詳細

園の保育目標・保育方針の認知

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

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 9月 3日  ～  2019年 9月 17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： 69 回収数： 55 回収率： 79.7%
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問3 保育や行事の年間計画について

問4 日常の保育内容について

その他：

⑦保育中にあったケガに関する保護
者への説明やその後の対応には

47.3% 32.7% 10.9% 7.3% 0.0% 1.8%

その他：

5.5%

その他： 「やっていません」という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

61.8% 27.3% 5.5% 1.8% 0.0% 3.6%

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

70.9% 14.5% 1.8% 0.0% 7.3%

④昼寝や休憩がお子さんの状況に応
じて対応されているかなどについては

63.6% 21.8% 12.7% 0.0% 0.0% 1.8%

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

69.1% 25.5% 1.8% 0.0% 1.8% 1.8%

その他： 「子どもの様子を見る機会がありません」というコメントがありました。

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

72.7% 20.0% 0.0% 1.8% 3.6% 1.8%

①給食の献立内容については
76.4% 18.2% 1.8% 1.8% 0.0%

その他： 「子どもが食べている様子を見る機会がありません」というコメントがありました。

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

1.8%

その他：

1.8%

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

60.0% 32.7% 3.6% 0.0% 1.8% 1.8%

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

60.0% 29.1% 7.3% 1.8% 0.0%

その他： 「歯みがきの習慣を入れてほしいです」というコメントがありました。

④自然に触れたり地域に関わるなど
の、園外活動については

80.0% 10.9% 5.5% 0.0% 1.8% 1.8%

その他： 「その他」の理由コメントはありませんでした

③園のおもちゃや教材については
（お子さんが自由に使えるように置い
てあるか、年齢にふさわしいかなど）

74.5% 23.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8%

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

70.9% 14.5% 7.3% 3.6% 1.8% 1.8%

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）

63.6% 23.6% 7.3% 3.6% 0.0%

その他： 「戸外遊びが長すぎます」というコメントがありました。

遊びについて 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

1.8%

その他：

1.8%

その他：
「きょうだいがいる人は行事が重なることがあるそうです」というコメントがありまし
た。

②年間の保育や行事に、保護者の要
望が生かされているかについては

41.8% 34.5% 14.5% 1.8% 5.5% 1.8%

①年間の保育や行事についての説明
には

45.5% 40.0% 9.1% 1.8% 1.8%

その他： 「要望を聞かれないため」というコメントがありました。

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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問5 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

「遅くなったことがないためわかりません」というコメントがありました。

その他： 「相談した事がないし、しようとは思わないです」というコメントがありました。

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

63.6% 29.1% 1.8% 0.0% 5.5% 0.0%

その他：

0.0%

その他：
「熱でお迎えに来てほしいという連絡が、電話でわかりにくいです。電話をかけ直す
と、情報が共有されておらず、保留が長いです」というコメントがありました。

⑥保護者からの相談事への対応には
50.9% 40.0% 7.3% 0.0% 1.8% 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

36.4% 49.1% 12.7% 0.0% 1.8%

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

30.9% 34.5% 23.6% 10.9% 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

72.7% 18.2% 7.3% 0.0% 1.8% 0.0%

その他： 「その他」の理由コメントはありませんでした

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

58.2% 27.3% 14.5% 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

38.2% 47.3% 12.7% 1.8% 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

52.7% 40.0% 3.6% 0.0% 1.8% 1.8%

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

「セキュリティはされていますが、不安に思うことがあります」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

54.5% 36.4% 7.3% 0.0% 0.0% 1.8%

その他：

1.8%

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

63.6% 29.1% 3.6% 1.8% 0.0% 1.8%

①施設設備については
65.5% 29.1% 3.6% 0.0% 0.0%

その他：

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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問7 職員の対応について

問8 園の総合的評価

32.7% 3.6% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「特に不満や意見は言ったことがないです」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

63.6%

⑤意見や要望への対応については

50.9% 40.0% 3.6% 1.8% 3.6%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

63.6% 25.5% 10.9% 0.0% 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

43.6% 25.5% 3.6% 0.0% 20.0% 7.3%

その他： 「自分の子は該当しないのでわかりません」というコメントがありました。

0.0%

その他：

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

63.6% 32.7% 1.8% 0.0% 1.8% 0.0%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

61.8% 32.7% 5.5% 0.0% 0.0%

その他： 「不明です」というコメントがありました。

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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　このたびはお世話になりました。初めての第三者評価でしたのでよくわからないながらも、
安心して受けることができました。
　評価にあたっての聞き取りもとても丁寧で、慣れない私たちに項目で求められていること
を、より具体的に伝えて下さり、私たちが少しでもできていることがないか、丁寧に聞き取っ
てくださいました。おかげで私たちも、自分たちなりにできているところがはっきりし、さら
に課題として残る、まだ足りないところも知ることができました。また、こうするとより良く
なると思う、という評価者の方の幅広い知識からのアドバイスも多くいただくことができまし
た。
　今後は気づかせていただいたことに関して、少しずつ改善しながら、より良い保育を目指し
ていこうと思います。

事業者からの意見
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