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横浜市福祉サービス第三者評価

評価結果総括表 (保育分野）

評価機関

報告書作成日

事業所名　

（実施期間：平成28年 6月 1日～平成28年 9月 20日）

評価方法

（結果に要した期間 9ヶ月）

六ッ川西保育園

平成29年1月18日

　六ッ川西保育園は、京急弘明寺駅からバスで１０分バス停六ッ川４丁目から徒歩５分の位置にある、平成１８
年４月開所の私立保育園です。近くには自然豊かな公園が多く散歩コースに恵まれています。子どもの主体的
な発達要求に応答する環境を整え、保育目標に「元気に遊ぶ子ども」「自分も友達も大切にできる子ども」「素直
に気持ちを表現し、自発的、意欲的に活動できる子ども」「楽しい園生活をおくり楽しく食べる」を掲げています。
定員は１０２名（０～５歳児）、開園時間は、平日は７時００分から２０時００分、土曜日は７時００分から１８時３０分
です。毎週全園児が集まり体操を行い、泥んこ遊びのほか、保護者会主催のお話会を定期的に行うなど、体力
や感性を育てる保育をしています。

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

利用者本人調査

（実施期間：平成28年 8月 22日～平成28年 9月 5日）

（実施日：平成28年 10月 25日、平成28年 10月 26日）

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

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、副園長）、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、副園長、栄養士、看護
師）、保育観察

株式会社　学研データサービス

園長、主任を中心に作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：平成28年 10月 25日、平成28年 10月 26日）



 かながわ推進機構提出用（六ッ川西保育園）

1 - 2

　マニュアルは作成されていますが、項目ごとに内容がまとめられていないものがあります。マニュアルの内容を
整理することで、マニュアルを基に保育を実施する際、必要なチェックリスト、手順なども、より探しやすくなりま
す。さらに、新しい職員にも、業務内容がわかりやすく、内容の周知もしやすくなるでしょう。より実践的なマニュア
ルとなるよう整理されることを望みます。

《事業者が課題としている点》

　「利用者本人の尊重」という観点では、保護者が多様化していることと様々なニーズに適応できるよう、各家庭
状況を丁寧に把握し、保護者との信頼関係を深め、保育や子育てについて共有を図り、ともに子育てを考えてい
けるように園としての働きかけをさらに大切にしていきたい。また、「人材育成・援助技術の向上」の観点では、全
職員の学びになるような学習の場の提供にさらに努め、全職員の能力の向上と平準化をめざし、オリエンテー
ションの充実と指導、自身の保育の振り返りの機会をもつようにしていきたい。さらに、些細な事柄についても話
題にし、経験年数を問わず、考えを深め合える職員集団としての努力をしていきたい。

●今あるマニュアルを整理し、より使いやすいものにされることを望みます

　保育園の活動に理解を持ってもらえるように、今年度ホームページをリニューアルしました。毎週２回程度ブロ
グを更新し、写真を多く取り入れて、子どもの活動の様子や活動している時の表情を伝えています。保育参観と
保護者懇談会を年２回、個人面談を年１回実施し、園の方針や子どもの活動を伝える努力をしています。保護者
組織があり、園との共催で夏まつりを実施するほか、子どもの情操を豊かに育てることを願い、外部の専門家を
招いてお話会、人形劇、コンサートを行っています。保護者に園の活動についての理解を得て、連携を取ること
で、子どもの生活がより豊かなものとなっています。

●理念、保育方針、保育目標をすべての書類において同じ内容・表記にされることを望みます

　園が発行している配付物としてパンフレット、入園のしおり、重要事項説明書、事業計画書、保育課程などさま
ざまなものがあります。その中で、保育目標と保育姿勢は統一されているものの、理念と保育方針はものによっ
て異なる文言になっています。職員だけでなく、保護者もそれらを参考に園の方針や保育の方向性を把握してい
ます。理念、保育方針、保育目標をすべての書類において同じ内容・表記にすることで職員、保護者の理解を得
やすくなるよう期待します。

○子どもの成長を多方面から支える体制が整えられています

　栄養士と保育士が協力して食育計画を立てています。サラダ作りや、４歳児は冬に味噌作りを行うなど、月１回
のペースで食育活動を行っています。調理保育の時には栄養士が栄養について話をしています。また、年間保
健計画を立て、月１回、看護師による保健指導を行っています。歯磨き・手洗い指導などを行い、自分を大切に
することを教えています。毎月身体測定を行い成長曲線をつけ、その結果を見て、栄養士と協力し、子どもの食
事や発育について保護者と話し合いをしています。子どもの成長を多方面から支える体制が整えられています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○子どもの意思を尊重して個性を伸ばす保育を心がけています

　平成２６年度より、法人の理念を「すべては子どもたちとその未来のために」に統一しました。園では、この理念
を中心に子どもたちの発達にふさわしい環境を作り、意思を尊重して個性を伸ばす保育を心がけています。近隣
には自然豊かな公園、遊具のある公園などたくさんの公園があり、広い園庭では、異年齢の交流や泥んこあそ
びなど環境を生かした保育を実施しています。職員は子どもに優しく接し、子どものペースを尊重しています。利
用者家族アンケートの総合満足度に対する設問では、９３％の保護者が満足と回答しています。

○保護者と連携を取ることで、子どもの生活がより豊かなものとなっています

《今後の取り組みに期待したい点》
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A

A

評価領域Ⅰ　利用者（子ども本人）の尊重

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と保育課程等の作成

評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　

　保育理念は「すべては子どもたちとその未来のために」とし、保育方針は「保育に関わる専門職同士が協力
したり、それぞれの専門性を発揮しながら、養護と教育の一体的な発展を図り、保育内容の質を高め充実させ
る」「子どもの主体的な発達要求に対応する環境を整え、みずから興味、関心を持って環境に関わり、チャレン
ジしたことへの充実感を味わわせ、年齢なりの心情、意欲、態度を養う」「子どもの２４時間の生活を視野に入
れ、家庭との連携を密にして、積極的に子どもの発達過程に応じた育ちを築き、保護者の共感を得て養育力
の向上を支援する」とあります。これらは利用者本人を尊重したものとなっています。玄関には保育目標が掲
示され保護者にも周知しています。
　保育目標は「１、元気に遊ぶ子ども　２、自分も他人も大切に出来る子ども　３、素直に気持ちを表現し、自発
的、意欲的に活動できる子ども　４、楽しい園生活をおくり楽しく食べる」となっています。保育課程は、法人で
統一された保育理念に沿って各園で職員が話し合い、作成しています。子どもたちの未来と最善の利益が提
供できる内容となるよう検討し、実施に取り組んでいます。これらは入園説明会、懇談会で保護者に説明をし
ています。今後は、保育園だけではなく地域の施設として活動できるようにと考え、高齢者施設などのイベント
参加を検討しています。
　０～２歳児は、子どもの発達状況に合わせて、ねらいや配慮を見直し、３～５歳児は、子どもの発信、発見を
保育に取り込むようにして年間、月間指導計画、週日案を作成しています。どの子どもにも理解しやすい視覚
的な方法を用いて一日の流れを説明しています。また、一人一人の気持ちを受け止めて子どもの気持ちに寄
り添う保育を実施しています。指導計画は、子どもが集中していることや自分で「～したい」という気持ちを大切
にし、必要であれば変更をするなど柔軟に対応しています。そのために、日ごろから子どもどうしで話し合い、
自分の気持ちを言えるような環境を作ることを大切にしています。

　入園にあたって新入園児説明会で担当の保育士による面接を行い、入園までの子どもの成育歴とともに、子
どもの様子を見ています。アレルギーのある子どものように特別に配慮が必要なケースは栄養士など必要な
職員が面接に同席をしています。内容は面接票に記録され、入園時に家庭連絡表を持ってきてもらい、個人
面接票とともに児童票にまとめて保管されます。面接の記録内容は職員会議で個々の状況について報告し、
話をして全職員で把握するようにしています。こうして、子どもの発達状況、アレルギーなどが保育に生かされ
るように配慮をしています。
　入園時の慣れ保育については、しおりに説明を記載し、口頭でも、子どもが園に慣れるための配慮であるこ
とや対応について丁寧に説明しています。そして、家庭の就労状況に合わせ、無理のないように保護者と相談
のうえ実施しています。０、１歳児は担当者が決められており、乳児会議で子どもの情報を共有しています。入
園当初は心理的なよりどころになるタオル、おしゃぶりなどの持ち込みに応じてます。担任は連絡ノートや口頭
で、園での様子を伝えるように心がけ、保護者に向けて「今日の様子」という子どもの活動内容を書いたノート
を置き、見た保護者にはサインをもらっています。子どもが進級する環境に慣れるよう、進級前に新しいクラス
で過ごしたり、進級時は担任のうち必ず一人を持ち上がりにしたり、在園児の不安を軽減する配慮をしていま
す。
　年間指導計画、月間指導計画、週日案は、子どもの発達状況を把握し、状況を確認しながら担任間で話し合
い、作成しています。それぞれの計画の中にある自己評価の欄で各自振り返りをし、計画の見直しを行ってい
ます。職員会議では各クラスの様子を伝えて情報を共有化し、保育に取り入れています。トイレトレーニングの
時期など個別の対応が必要なものについては、保護者の意見や要望を把握し、対応を検討しています。また、
保護者の意見は、直接言われたことやアンケートなどから吸い上げるように配慮をしています。
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評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力

　３歳未満児は個別指導計画を作成しています。３～５歳児は月案に個別配慮枠を設けています。年齢に関係
なく配慮を必要とする子どもがいるときは個別の指導計画を作成し、戸塚地域療育センター、横浜市中部地域
療育センターの巡回相談指導で対応の方法を仰ぎ、指導内容の見直しは保護者と相談のうえ実施をしていま
す。さらに職員間で対応内容を共有しています。トイレトレーニングについては、園での排泄の状況や発達状
態を伝えたうえで保護者からの希望を聞き相談をしながら進め、同意を得るようにしています。子どもの様子に
ついて、できるだけ保護者と話す機会を作り、ていねいに説明をして理解してもらえるように努めています。
　保育所児童保育要録は担任が作成して小学校に送付しています。それぞれの子どもの記録は、児童票、個
人面接記録、経過記録、家庭連絡票、児童健康台帳などを１冊にまとめた個人のファイルで管理しています。
記録の方法は統一されており、子どもの心身の成長の記録が、だれが見てもわかるように記録され、事務室
に保管されています。これらの記録を参考に職員会議では担任が子どもの様子を説明し、全職員で子どもの
状況を共有し理解できるようにしています。年度末の引き継ぎ会議では子どもの重要事項などを新しい担任に
伝え、引き継いでいます。

　「保健衛生マニュアル」に基づいて掃除、消毒が実施され、トイレには「清掃チェック」による記録があり清潔
が保たれています。保育室は窓が大きく採光が十分に取れています。窓を開け、風を通して換気を行っていま
す。各クラスには温湿度計、空気清浄機、加湿器があります。楽器や、運動などで音が出るときは互いのクラ
スに配慮し利用するスペースを離す、近隣への配慮として窓を閉めるなどの対応をしています。「事故防止マ
ニュアル」の中の「保育するにあたって大人が考慮する事」に子どもに対する言葉遣い、接し方などが記載され
実施されています。
　０歳児保育室には沐浴施設があり、汗をかいたときや、排便の状態に応じて使用し、体の清潔を保てるよう
にしています。温水シャワーは０歳児の沐浴室、プール、２階トイレ内に設置され、プール後や、汗をかいたと
き、おもらしのときなど、体を清潔に保つために利用をしています。複数のクラスに給湯設備があり、必要に応
じて使われています。沐浴室には使用後の清掃の仕方、トイレには消毒薬の希釈の仕方や清掃のチェック表
が掲示されています。また、沐浴室にはおむつ台があり、そこに排便処理の手順がわかりやすく掲示されてい
ます。
　保育室以外にも、廊下、テラス、園庭、ホールなど天候にかかわらず、子どもたちが遊び込める活動の場が
あります。室内でもマットを使ったり、机を上手に使ったりしていくつかのコーナーを作り、少人数で遊べる空間
や子どもが落ち着ける場所作りを工夫しています。室内は食事の後、掃除をして午睡の場所を作っています
が、子どもたちの頭に物が落ちてこないような場所に布団を敷く配慮をしています。遊びの場所は区別してい
ます。異年齢の交流は自由遊びのときや、雨天の日に、３～５歳児がいっしょにホールで好きなことをして遊ぶ
ときに行われています。訪問時にはリズム体操や園庭遊びのときに年上の子が年下の子の世話をする場面
がよく見られ、日常的に異年齢の交流が行われています。

A

A評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保
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評価分類Ⅰ－５　保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み

　園の保育姿勢には、「子ども一人一人の人権に配慮をし、お互いに尊重する心を育てる保育をする」「子ども
を受容し、一人一人の特性と発達をとらえて保育をする」とあります。配慮を要する子どもに対しては、横浜市
中部地域療育センターからのアドバイスに応じて教材を準備するほか、職員は戸塚地域療育センタ、横浜市
中部地域療育センターの研修で学んだことを職員会議で共有して保育に取り入れています。例えば、配慮を要
する子どもが落ち着くのはどのようなときかを日常的に記録して、園全体で情報を共有したところ、落ち着ける
場所や方法を見つけることができました。職員間のコミュニケーションが良く、子どもにきめ細かく対応し、園全
体で見守る保育を実施しています。
　障がいのある子どもを受け入れるときには、子どもが園で過ごしやすい環境を考え支援するように考えてい
ます。横浜市中部地域療育センター、戸塚地域療育センターなどで子どもへの対応の仕方などのアドバイスを
受け、専用の遊具、教材を用意しています。個別の指導計画は子どもの特性に合わせて作成し、人とのかか
わり方、集団への参加の様子、家庭、専門機関との連携などについて細かく記録しています。さらに、サポート
の保育士をつけています。職員が研修で学んだことや、子どもの様子について話し合いの機会があり保育に
生かしています。
　法人の運営規定に、虐待防止のための措置という項目があります。玄関近くには虐待についてのポスターが
保護者向けにも掲示され、職員は朝の健康観察を通じて子どもの様子から虐待の疑い、早期発見を心がけて
います。虐待が認められたときは会議で話し合い、共通理解をもって保健師、ケースワーカー、行政など関係
機関との連携をとるようにし、その手順を職員は周知しています。虐待の疑いで市から連絡のあった子どもに
ついては、見守り、児童の記録として残し、その内容は職員に周知されています。家庭支援の必要な保護者に
ついては登園時に言葉をかけ、保護者とのコミュニケーションを大切にしています。
　食物アレルギー対応マニュアルがあり、それに沿って対応をしています。食物アレルギーのある子どもは医
師からの指示書を提出のうえ、園での対応を実施しています。職員は、食物アレルギーについて研修で知識を
得ています。さらに、各クラスにはアレルギー対応の手順を記載したカードがあります。アレルギーのある子ど
もの保護者には除去献立表の内容を確認をしてもらっています。食事の際は誤配食がないように、プレートや
皿の色を分けて判別しやすくし、さらに職員間で声かけをし、チェックを数回して配膳をしています。代替食は
ほかの子どもと見た目が変わらないように工夫をしています。
　地球儀などを置き、園児に、さまざまな文化があることを自然に伝えています。子どもや家族が外国籍の場
合、その国の生活習慣を尊重し、宗教食が必要な場合は食事の内容も配慮しています。保護者との連絡につ
いては、連絡ノートにひらがなで内容を記載したり、ほかの保護者による通訳、絵カードを使ったりしてコミュニ
ケーションを図るようにしています。また、育児相談のパンフレットを数か国語分用意し、保護者にわかりやす
い情報提供をしています。関連機関に通訳を依頼して対応をすることもできます。

A
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A評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　苦情受付担当は副園長、受付責任者は園長です。保護者には「保育園における意見、苦情の申し出につい
て」というプリントを配付し、２名の第三者委員、意見、苦情の受付方法の記載がされています。また、取り組み
についての説明も園のしおりや、書面にて保護者に配付されています。玄関には「苦情対応について」の掲示
があり、かながわ県運営適正化委員会、福祉調整委員会の権利擁護機関が記載されています。そのほか園
内に意見箱が置かれています。行事後、保護者会によるアンケートを実施し、園長が毎月保護者会に出席し
て意見、苦情の把握に努めています。言葉で自分の意思を伝えられない子どもは、様子や表情などから推し
量るよう配慮し、保護者には保育士から声をかけるように努めています。
　苦情対応のマニュアルがあります。マニュアルは各クラスに配付され職員の周知に努めています。園のしお
りには、苦情解決制度、保育サービス改善のためのシステムという項目があり、仕組みをわかりやすく保護者
に伝え、苦情解決に第三者委員を２名設置しています。かながわ県運営適正化委員会、福祉調整委員会に申
し出ができることは玄関の掲示で保護者に周知されるようにしています。保護者からの要望や苦情について
は、職員会議で話し合い、内容、経過、対応策を苦情経過記録に記載し、職員間で共有できるようにしていま
す。行事後、保護者会によるアンケートを実施し、園長が毎月保護者会に出席して意見、苦情の把握に努めて
います。
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評価領域Ⅱ　サービスの実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　各保育室とも、子どもの取り出しやすいようにおもちゃが置かれています。３歳児クラスではごっこ遊びの衣
装、４歳児クラスではお化粧や絵の細かい宝探しの絵本、５歳児クラスでは小さなブロックやゲームなど、その
年齢の子どもの興味や発達に合わせたものをそろえています。さまざまな遊びのコーナーを作っており、コー
ナーの設定や配置も年齢や発達に合わせて変えています。登園後、各クラスで集まるまでの間や、おやつ後、
活動の合間は、自由に遊べる時間となっており、子どもたちは自分の好きなコーナーを選んで楽しそうに遊ん
でいます。
　さまざまな遊びのコーナーを作っており、子どもたちは遊びを選んで自由にごっこあそびなどを楽しんでいま
す。子どもの自由な発想を受けとめ、集団活動に取り入れる取り組みとして、自由遊びの時間に楽しんでいた
ごっこあそびが発展し、園全体でお店屋さんごっこを行った例があります。お楽しみ会では、子どもたちが好き
な絵本から題材を選び、配役を自分たちで決めて行いました。３～５歳児クラスでは、ボール送り、ドッジボー
ルや大縄跳びなどルールのある遊びを取り入れています。保育士は子どもの遊びが発展するような声かけを
し、遊びの援助をしています。
　夏には、トマト、ピーマン、キューリ、ゴーヤ、スイカなどの栽培をしました。交代で水やりを行い、生長の過程
を楽しむほか、収穫した野菜を調理したり、輪切りにして断面を観察したりしました。また、どじょうやカタツムリ
を飼い、生き物の生態や命の大切さに触れる機会を作っています。さらに年1回移動動物園を招き、動物と触
れ合う機会ももっています。散歩では、行き交う人に保育士が率先してあいさつをすることで、子どもたちもあ
いさつができています。園外活動としてみかん狩りや芋掘りに行っています。５歳児は、子どもたちで夕食を作
り、夜まで遊ぶ日を夏に設けています。その日のおやつは、子どもたちが近隣のお店に買い物に行き、地域の
方との交流の機会になっています。
　３～５歳児クラスでは、自分のお道具箱があり、はさみやのり、クレヨンを自由に使うことができます。また、子
どもたちが自由に使用できる紙や色紙などの教材も用意されています。こいのぼり製作、笹飾り製作、アサガ
オの絵を描くなど、季節や行事に合わせて、さまざまな造形活動を楽しんでいます。製作では、お菓子の空き
箱なども活用していますが、空き箱はままごとやお弁当ごっこなどさまざまな遊びに使われています。２～５歳
児クラスではお話し会、５歳児クラスでは習字を実施しています。このほか、年１回祖父母の方たちを招き、
いっしょにお茶会を楽しんでいます。
　０～２歳児のけんかでは、かみつきや手が出ないようそばについて、思いを聞き思いを代弁するようにしてい
ます。３～５歳児のけんかのときには、できるだけ子ども同士で解決するよう見守りながら、両者の思いを受け
とめ、互いの気持ちを伝えるようにしています。土曜保育や延長保育の時間には異年齢で保育を行っていま
す。毎週水曜日の体操の時間には全クラスが園庭に集まり、体操やゲーム遊びを楽しんでいます。そのほか､
異年齢のクラスで散歩に行ったり、お誕生会でいっしょに食事をしたりする機会をもっています。職員は、会議
で子どもへの声のかけ方や人権について話し合うほか、年１回、保育に関する自己評価を行い、振り返りをし
ています。
　近隣には、山道のある公園、遊具のある公園、自然が豊かな公園などさまざまな公園があり、天気のよい日
にはできるだけ散歩に出かけるようにしています。各保育室の前にはウッドデッキがあり、雨の日でも戸外で
遊ぶことができるようになっています。戸外で遊ぶときには、たれつき帽子をかぶり、夏には虫除け対策とし
て、保護者に確認のうえ、アロマの虫除けスプレーを使用しています。毎日の活動の中で年齢に応じて運動を
していますが、それに加えて毎週水曜日を体操の日とし、平均台、縄跳びやサーキットトレーニングなどを行っ
ています。発熱などがあった後の登園時は、室内で遊ぶ、プールには入らずほかのクラスで遊ぶなど、個々の
体調に配慮しています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　配膳時に子どもに食べる量を確認し、苦手なものは少なくして食べきることを大切にしています。食べること
ができたときには「がんばったね」と声をかけています。子どもが食事に興味をもつ取り組みとして、年間食育
計画を立てています。４、５歳児クラスではサラダ作りなどを行うほか、４歳児は冬に味噌作りを行い、次の年
にみんなで食べています。離乳食は子どものペースに合わせて介助し、授乳は抱っこして声をかけながら行っ
ています。
　和食中心の献立を立て、健康への配慮から、魚の日を月８、９回設けています。根菜類は有機野菜を使用す
るように心がけ、春にはグリンピースやそらまめ、夏にはとうもろこしやズッキーニ、秋には芋やくりご飯を提供
するなど季節の旬の食材を使用しています。行事食も工夫し、お月見だんごやハロウィンケーキを提供してい
ます。お誕生会の日には、給食をバーベキュー風にアレンジしたり、ホットプレートでギョーザを焼いたり、バイ
キング形式で食事をしたり工夫をしています。天気の良い日にはテラスで食事をとることもあります。食器は年
齢に合わせて大きさや使いやすさを選び、強化磁器のものを使用しています。
　園の栄養士が２週間サイクルで献立を立てています。毎日残食調査を行い日誌に記録するとともに、栄養士
が、３～５歳児クラスでいっしょに食事をしたり、各保育室の配膳の介助を行ったりしながら、子どもの喫食状況
を確認しています。毎月、給食会議を実施しており、保育士とともに各クラスの子どもの喫食状況、献立や調理
の工夫について話し合っています。１週目で残食の多かった献立は２週目に調理方法や大きさ、固さを変える
などの工夫をしています。具体的にはナスの炒め物の残食が多かったときに、炒めるのではなく揚げたナスを
和えてあえてみたところ、ナスの見た目がきれいになり、残食が減ったという例があります。
　月末に次月の献立表を保護者に配付しています。献立表には、食材を三大栄養別に分けて掲載し、栄養に
ついて伝えています。毎月給食だよりを発行しています。給食だよりには、食に関するアドバイスとともに、子ど
もに人気のある献立を載せています。また、持ち帰ることができるようレシピをプリントにしてホールに設置して
います。どのようなものをどれくらい食べているかを目で見ることができるよう、毎日玄関に日々の給食のサン
プルを展示しています。保護者懇談会のときにはおやつや給食の試食を実施し、保護者が半日子どもと過ご
す保育参加のときには、いっしょに食事をしてもらい、栄養や味付けなどを体験する機会としています。
　午睡の前には、落ち着いて眠りにつけるよう絵本の読みきかせをしています。午睡時は、カーテンを閉め、体
を優しくトントンとたたくなど、子どもが安心して眠りにつけるよう配慮しています。０歳児クラスではべビーマッ
サージを行うこともあります。眠れない子どもや眠くない子どもには、体を休めることを話し、それでも眠れない
場合には、別室で過ごし、眠くなってから布団に入るようにしています。乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の予防
のために、０歳児は５分おき、１歳児は１０分おきに呼吸や体勢のチェックを行い、姿勢を変えるなど対応して
います。５歳児は就学に向けて、年明けより子どもの様子を見ながら午睡をなくしています。
　排泄はおやつの後、活動の後、食事の後、午睡の後など、活動の節目に誘っています。子どものトイレに行
きたくない気持ちを尊重して無理に誘うことはせず、行きたいときに行くことができるように配慮しています。０
～２歳児クラスでは、連絡帳に排便の時間を記入し、家庭と連絡を取り合っています。トイレトレーニングは、保
護者と口頭で連絡を取りながら、パンツに切り替える時期を決めています。おもらしをしたときには、ほかの子
どもにわからないよう着替えをしていますが、おもらしをしたことを悪いことと感じさせないよう配慮しています。

A
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　衛生管理に関するマニュアルが用意され、会議などを通して全職員に周知しています。マニュアルには、清
掃や消毒について、嘔吐時の対応などについて記載されています。マニュアルは感染症の流行時期など必要
に応じて、読み合わせを行い、見直しをしています。マニュアルに基づいて、午睡の間にふき掃除を行う、夕方
に掃除機による清掃、水周りの清掃を行うなど時間を決めて清掃をしています。また、汚れたらそのつど清掃
を行い、園内の清潔を保っています。トイレなど必要な場所に、清掃の手順、嘔吐処理の手順、消毒の手順を
掲載しています。嘔吐時の対応について、年１回看護師による研修を行っています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　健康に関するマニュアルがあり、会議などで全職員に周知しています。マニュアルには、保育中の観察、発
熱、けがをしたときやけいれん時の対応などについて掲載しています。保健年間計画を立て、健康診断や保健
指導を行っています。看護師が常駐しており、３～５歳児クラスで月１回程度、うがいや手洗い、歯磨きなどに
ついて指導しています。既往歴については、入園時に健康台帳に記載し把握してますが、その後は、保護者と
やり取りをしている「健康の記録」を通して把握しています。毎日看護師がクラスを巡回して子どもの観察を
行っており、気になる症状があるときには降園後の対応について保護者に伝えています。
　全クラスとも、健康診断は年２回、歯科健診は年１回、身体測定を毎月実施しています。健診の際は、あらか
じめ保護者から子どもの成長や健康に関して気になる点を聞いておき、医師からの回答を看護師から保護者
に伝えています。健康診断の結果は、健康台帳に記載し、入園から卒園までの健康に関する記録が一目でわ
かるようにしています。保護者には、「健康の記録」に記載して伝えています。看護師が成長曲線をつけてお
り、必要に応じて看護師と保護者とで運動や食事について話し合う機会をもっています。健康診断後に受診が
必要な場合には嘱託医を紹介することもあります。また、判断に迷ったときは嘱託医に相談しています。
　感染症対応に関するマニュアルがあり、職員会議などで全職員に周知しています。マニュアルには、感染症
予防対策、おもちゃなどの消毒、登園停止基準、嘔吐時や感染症の対応について記載されています。登園停
止基準は「入園のしおり」に記載し、保護者に伝えています。保育中に感染症の発症が疑われる場合には、保
護者に連絡し、看護師などが対応してお迎えを待ちます。園内で感染症が発症した場合には潜伏期間、症状
や登園の目安などを記載し、玄関の掲示板に掲示しています。感染症の罹患後に登園する場合には、医師の
登園許可証を提出することになっています。感染症に関する情報はミーティングで全職員に伝えています。

A

A
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評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全管理に関するマニュアルが用意されており、会議などを通して全職員に周知しています。マニュアルは、
事故防止、事故対応、災害時の対応について掲載しています。保育室の棚には地震に備えて転倒防止のた
めの器具を使用し、棚の上のＣＤデッキなどには滑り止めのマットを敷いています。毎月、地震、火災を想定し
て避難訓練を実施しており、年１回消防署と合同の避難訓練を行っています。また、年１回消防署の救急救命
講習を受け、ＡＥＤの使用方法も学び、全職員が対応できるよう取り組んでいます。事故の際、保護者へ確実
に連絡できるよう、複数の連絡先を把握しています。災害時の連絡として、メールやホームページ上での対応
も検討しています。
　近隣の医療機関、関係機関や系列園の一覧表を事務室に掲示し、すぐに対応できるようにしています。各保
育室のインターフォンのそばに救急車の呼び方のカードを設置しています。また、アレルギーのある子どもの
いる保育室にはすぐに対応できるよう、エピペン（アナフィラキシー症候群に対する補助治療薬）の使用方法の
カードを設置しています。保育中に子どもがけがをしたときには、小さなけがでも保護者に報告し、受診が必要
なけがの場合には事故報告書を記載し、園長、副園長、主任などが集まり対応について話し合っています。ク
ラスごとにヒヤリハットを記載する表があり、ヒヤリハットのケースはその表に記載し、再発防止について話し合
いをしています。
　不審者対応マニュアルを用意し、会議などを通して全職員に周知しています。門扉はオートロックになってお
り、カメラ付きのインターフォンで確認してから開錠しています。不審者が現れたときの合言葉を決めており、年
１回不審者対応訓練を実施しています。不審者が来たことを設定し、ロールプレイング方式で行っています。子
どもには不審者が来たことは知らせないようにしながらも、安全に避難できるよう職員間の分担や対応手順を
確認しながら実施しています。不審者に関する情報は、区からメールで送信されるほか、近隣に在住の職員か
らも得ています。

A
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評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　園の保育姿勢として「子どもの人権を充分に配慮し」とあります。子どもに対する日常の言葉遣い、声の大き
さ、トーン、不適切な発言や、態度で気になることがあれば職員会議やクラス会議で話し合い、保育士それぞ
れが意識できるように努めています。日常の保育では年齢に応じたわかりやすい言葉や、早さで話しかけるこ
とを心がけています。子ども同士のけんかではそれぞれの話を聞いて仲立ちをしています。できないことができ
たときは褒め、子どもの表情からも気持ちを読み取れるように努めています。一人一人の人権を尊重し、子ど
もにとって幸せで、その子らしく生きる力につながる保育を心がけて実施しています。
　子どもが一人で落ち着きたい場合、保育室内では、押入れ下の空間、外のテラス、園庭倉庫の裏など保育
士やほかの子どもの目を意識せずに落ち着ける場所があります。子どもが、落ち着ける空間にいるときは保
育士が安全に気をつけ見守っています。保育士と子どもが１対１で話をするときには、事務室やホールなどで
他者の目に触れないようにし、子どものプライバシーを守っています。子どもが落ち着き、安心して過ごせるよ
うに保育士は安全に配慮し見守りながら支援をしています。
　服務規程に個人情報に関する記載があり職員に守秘義務が周知されています。ボランティアや実習生にも
オリエンテーション時に守秘義務、個人情報の取り扱いなどについて説明をしています。保護者には園のしお
りにビデオ撮影、写真撮影、ホームページへの掲載についての記載があります。これらに関しては「ホーム
ページや、パンフレット等への掲載に関する同意書」を提出していただき保護者の了解を得ています。児童票、
家庭連絡など個人情報に関する書類は事務室の鍵のかかるロッカーに保管し管理をしています。
　活動の中でも、男の子だから、女の子だからという区別はなく、子どもが遊びを自主的に選べるようにし個人
を尊重しています。訪問時には、砂場で男児がお料理ごっこをするなど、子どもはのびのびと自分の好きな遊
びをしていました。子ども同士の話の中で差別的な会話があったときは、保育士が「それは、どうなのかな？」
と言葉をかけ、差別ではなく認識することが大切であると、わかりやすく話しています。看護師からは保健指導
の中で生命の誕生についてわかりやすく伝えており、それぞれの違いを受け入れ、個を大切にする気持ちを
はぐくんでいます。保育士も固定観念にとらわれないように、疑問に感じたことについては話し合う機会を持っ
ています。

A



かながわ推進機構提出用（六ッ川西保育園）

1 - 12

評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　保育理念や保育の基本方針は、パンフレット、保育園のしおりや入園時に配付し説明する重要事項説明書
に明記しています。玄関にも理念と保育方針を掲示し、いつでも見ることができるようにしています。年度初め
の保護者懇談会では、クラスごとの保育目標について話すとともに、理念や保育方針についても説明を行い、
理解してもらえるよう心がけています。園便りに掲載する年もあります。保護者に対して、理念や保育方針に関
するアンケートは行っていませんが、保護者会などを通して理解しているかどうかを把握しています。今後は、
アンケートなどを通して確認されるとさらによいでしょう。
　子どもの送迎時には、保護者に子どもの様子を口頭で伝えるよう心がけています。０～２歳児の連絡帳に
は、睡眠、排泄、食事や健康状態について欄を設けて記載することになっており、特に０歳児の連絡帳は、睡
眠、排便などを時系列で記入できるようになっています。３～５歳児の連絡帳は自由記述となっており、園や保
護者からの連絡の必要があるときに記入しています。個別面談は全クラス年１回、１週間ほどの期間を設けて
おり、保護者の都合に合わせて日程を調整します。そして、あらかじめ保護者に伝えたいことをクラスの担任で
話し合ったうえで面談を実施しています。年度初めと年度末に保護者懇談会を実施し、クラス全体の様子を伝
えています。
　保護者にはいつでも相談に応じることができることを伝えています。相談を受けるときには、ほかの人に聞か
れないよう、ホールや空いている保育室などで行い、プライバシーに配慮しています。担任保育士が相談を受
けた場合でも園長、主任に報告しており、アドバイスを受ける体制が取られています。必要に応じて、園長、主
任や看護師などの専門職が相談に応じることもあります。相談の内容はケース記録に記載されていますが、
蓄積した記録を、今後の取り組みに生かされるとさらに良いでしょう。
　園便りを毎月発行しています。園便りには、保護者に伝えたいコメントのほか、行事の予定、行事の報告や
お知らせを載せています。３～５歳児クラスでは、毎日子どもの活動の様子を連絡ノートに記載して保護者に
伝えており、読んだら名前を記してもらうようにしています。年２回、年度初めと年度末に保護者懇談会を実施
し、保育目標や活動内容について伝えています。日常の様子や行事の様子を写真に撮り園内に掲示するとと
もに、ホームページに載せています。ホームページは週２回程度更新し、子どもの表情や活動について知らせ
ています。業者が撮影した写真は業者のホームページを通して購入できるようにしています。
　年度初めに年間行事予定表を配付し、保護者が予定を調整し、園の行事に参加しやすいように配慮してい
ます。また、毎月の園便りにも予定を掲載しています。保育参観は年２回実施しています。保護者懇談会と同
じ日に行い、子どもの活動の様子を見てもらう機会としています。そのほか、保護者の希望に合わせて、半日
及び一日を子どもといっしょに過ごす保育参加も実施しており、その日は子どもといっしょに給食を食べること
ができます。また、子どものお誕生日会には保護者も参加して、いっしょにお祝いしています。保護者懇談会で
話し合った内容や保育参観の様子はクラスごとにまとめてプリントにして、保護者に配付しています。
　保護者会組織があります。各クラスより２名ずつ役員を選出して活動しています。年度初めに総会を行い、活
動の報告や予定について話し合い、その後は、毎月１回土曜日に役員会を実施して活動を進めています。夕
涼み会を企画・実施するほか、子どもたちの情操を高めることができるよう、お話し会を年４回、人形劇とコン
サートを各１回ずつ外部より団体を招いて行っています。園との共催事業として、芋掘りを実施するほか、お楽
しみ会のプレゼントも用意しています。定期的に保護者会便りも発行しています。そのほか、駐車車両の管理
や写真の回覧も行っています。役員会には、園長と副園長も参加し、子どもにとって何がよいのかを話し合い
ながら進めています。

A
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評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

B

　地域の子育て家庭に情報を提供するために園の門扉横の塀に掲示板を常設しています。掲示板には月～
金曜の平日に行われる園庭開放や育児相談、園の行事、一時保育などの案内を掲示しています。南区役所
のこども家庭支援課には園のパンフレットを置かせてもらっています。横浜市こども青少年局のホームページ
「ヨコハマはぴねすぽっと」にも園の情報を提供しています。育児相談は相談者の利便を考慮し、土曜日を除く
平日にいつでも応じています。園の行事については町内の自治会掲示板にもポスターを掲示させてもらってい
ます。
　育児相談の内容によっては園だけで解決できないこともあるので、事務室に医療機関や南区こども家庭支援
課、南区役所福祉保健センター、横浜市こども青少年局、横浜市中部地域療育センター、横浜市戸塚地域療
育センター、横浜市中央児童相談所などの関係機関、団体の電話一覧を掲示し、速やかに連絡が取れるよう
にしています。また、これは全職員に周知しています。園長と副園長は嘱託医をはじめ南区こども家庭支援課
の担当保健師や関係機関の担当者に相談したり、情報を得たり、巡回訪問の指導を受けたりしており、日ごろ
から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

　在園児だけでなく地域の子育て家庭への支援も園の役割ととらえ、子育て支援事業に取り組んでいます。園
庭開放や育児講座、園行事の参加者、一時保育の利用者などに話を聞く園に対する子育て支援の要望の把
握に努めています。園長は南区園長会に参加し、行政の方や他園園長との情報交換の中から地域の子育て
支援ニーズの情報を得て、職員間で共有しています。南区にある保育園が参加する「みなっち杯駅伝」では、
他園の実行委員と情報交換をしています。
　園庭開放の記録や園行事でのアンケートなどを基に月３回の職員会議で地域子育て支援ニーズについて話
し合っています。地域子育て支援サービスとして、月～金曜の祝祭日を除く毎日の園庭開放と育児相談を行っ
ています。また、夕涼み会、移動動物園、人形劇などの園行事に地域の未就園児親子を招待して園児といっ
しょに楽しんでいます。一時保育は２歳６か月以上の子を対象にして随時受け入れ、同年齢のクラスで園児と
いっしょに過ごせるように配慮しています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を活かした相談機能
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評価領域Ⅳ　開かれた運営

　将来の利用者のために園のパンフレットやホームページ、ブログなどを通じて園の情報提供をしています。パ
ンフレットには施設の概要、保育目標、保育姿勢、事業内容、保育園の一日、年間行事、案内図などをコンパ
クトに載せています。パンフレットは見学者や入園希望者に配付しています。今年の7月にホームページをリ
ニューアルし、内容の充実を図っています。パンフレットの項目をはじめ、特に保育の内容を詳しく記し、利用
料金や一時保育、地域支援事業、給食、健康管理、緊急時・災害時対応などを載せて、現在の保護者に向け
たお知らせや写真も用意しています。園の情報は、横浜市こども青少年局のホームページ「ヨコハマはぴねす
ぽっと」などに提供しています。
　利用希望者からの問い合わせには、「保育園のしおり」（入園案内）や「重要事項説明書」、パンフレット、関係
資料を事務室に置き、これに基づいて法人理念や園の目標、保育姿勢、サービス内容、利用条件などを説明
しています。問い合わせには園長、副園長、事務員が常時対応できるようにしています。利用希望者には見学
ができることを案内し、園庭開放や園行事の参加も勧めています。園の運営に支障がない限り、日程や時間
は見学者の要望に応じています。見学者には園のパンフレットを渡し、園長や副園長より法人理念や園の目
標、保育姿勢、保育内容などを説明して園を案内しています。

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供

評価分類Ⅳ－１　保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ

　運動会や移動動物園などの園行事では、園や自治会の掲示板にポスターを掲示したり、近隣にチラシを配
布したりして、地域の方々を招待しています。５歳児が近隣の小学校を訪問してゲームをしたり、小学生が保
育園見学に来たり、近隣の中学生が職業体験に来たり、保育士が中学校で職業講話をしたり、積極的に学校
との連携を図っています。地域の未就園児のために、月～金曜日の平日に園庭開放を行っています。近隣に
は保護者の送迎時の駐車についてのあいさつや夕涼み会や運動会など園の行事に際してあいさつをして回
り、友好的な関係を築いています。ただ、町内会など地域の団体などとの交流が少なく、今後の課題です。
　園の周辺には公園が多く、草木にも恵まれ、子どもたちは木の実拾いや虫捕りなど、散歩を通して自然を満
喫しています。天気が良い日は富士山や丹沢の山々を見ることもできます。近隣の方から畑を借りて５歳児が
さつま芋を育てるほか、近隣の果樹園で柿やみかんの収穫を楽しんでいます。子どもたちは、散歩先や５歳児
の行事「夜まであそぼう」での料理材料の買い出しなどで出会う地域の方々に元気にあいさつをしています。ま
た５歳児は地域の保育園との合同で、公園で遊んだり、南区全体の行事「みなっち杯駅伝」に参加したりして
交流を図っています。園では、近隣の小学校の運動会に園児が参加できるよう、園の行事日程を調整していま
す。

A

B
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　近隣の中学校からほぼ毎年「職業体験」として、生徒のボランティアを受け入れています。受け入れは「ボラ
ンティア・実習マニュアル」に基づいて実施しています。担当者は園長と副園長で、事前にどんなボランティア
が入るのか、園便りや職員会議で保護者や職員に知らせています。事前のオリエンテーションでは副園長から
法人理念や園の目標、保育姿勢、保育にあたっての留意事項、子どもの人権尊重、守秘義務などを説明した
後、実務指導担当のクラス主任を紹介しています。終了時には生徒の記入した感想文などを基に反省会を開
き、振り返りと意見交換をしています。参考になる意見は園の運営に役立てています。
　毎年、大学や短期大学、専門学校などから実習の申し込みがあり、積極的に受け入れています。受け入れ
は「ボランティア・実習マニュアル」に基づいて実施しています。実習前にはどんな実習生が入るのか、園便り
や職員会議で保護者や職員に知らせています。担当者や実務指導担当者、オリエンテーションはボランティア
と同様で、さらに守秘義務などに関する誓約書を必ず受け入れています。学校の意向と本人の希望を確認の
うえ、目的に応じた効果的な実習となるよう、プログラムには柔軟性をもたせています。実習中は助言をし、実
習生からの質問に答えています。そして最終日には反省会を開き、振り返りや意見交換をしています。
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評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A

A

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　園長は園の運営に必要な人材が確保されているか常にチェックし、不足が予想される場合は速やかに法人
本部と連携して各々のホームページで募集するなど補充を図っています。法人理念と園目標、保育姿勢を踏
まえた人材を育成するために、副園長は法人本部の研修実施計画を参照して、園の研修計画を策定していま
す。年末にかけて園長と副園長が職員と個人面談を行っています。多くの職員が内部や外部の研修に参加し
ています。園では、職員に必要な能力や経験を記したキャリアパスシートを職員に示していますが、個人別目
標管理シートは作成していません。
　研修については法人本部が主催する全職員と新人を対象とした基本的な研修計画があります。研修担当の
副園長は横浜市や南区、大学や団体などが主催する研修案内を職員に回覧して希望を募り、また、職務の必
要からの指名研修も勘案して外部研修計画を策定しています。内部研修は感染症やアレルギー対応など保育
に欠かせない事項を中心に、消防署の救命救急法など職員、非常勤職員ともに受講しています。外部研修は
横浜市主催の障がい児保育実施研修に2人が参加するなど積極的に受講しています。外部研修参加者は報
告書を作成し、報告会を開いています。研修の成果を評価して、次の研修につなげています。
　非常勤職員には職員同様に必要な業務のポイントをまとめた「保育にあたっての留意事項」を配付し、年度
初めと期中に「非常勤職員用マニュアル」を基に研修を行い、保育の基本事項と個別対応の仕方などを確認し
ています。マニュアルは事務室に常備し、職員と同様にいつでも参照できるようにしています。主任は保育の
経験や能力、相性などを考慮して、常勤と非常勤職員を組み合わせたクラスのシフト表を作成しています。非
常勤職員も望めば外部研修を受けることができ、園の指名で受講することもあります。非常勤職員の指導はク
ラスの担当主任や副園長が行い、職員間のコミュニケーションを図っています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　年１回全職員の自己評価と分析を外部機関に委託、実施し結果を基に振り返りを行っています。カリキュラ
ム会議や職員会議で指導計画の実施状況などを討議し、改善に努めています。研修内容を実践に移した例と
して、吐しゃ物処理セットに「吐しゃ物の処理手順」のカードを添え、消毒液作り用のペットボトルの下方に原液
を入れる目印を付け、計らなくて済む工夫を施したということがあります。法人内研修として系列の保育園と職
員交流保育を行い、他園の良い点を自園の保育に生かしています。横浜市中部地域療育センターと戸塚地域
療育センターからは、それぞれ年２回ずつ、障がいのある子どもの保育について指導、助言を受けています。
　保育課程に基づいてクラス別に年間指導計画や月間指導計画を作成しています。指導計画や記録、自己評
価などの書式は定型化されています。保育士の自己評価は、計画のねらいと関連付けて振り返っています。
例えば２歳児の４～５月のねらい「新しい環境の中で安心して過ごす」に対して、自己評価は「自分を出せる子
ばかりに目が行ってしまい、落ち着かない環境になってしまった。もっとゆったりと過ごせる工夫をすべきだっ
た」としています。また、５歳児のプール活動では「一人一人に見合った目標を立て、達成感を感じられるように
した」と、子どもの取り組む過程を重視しています。自己評価は自己の実践の改善やその後の計画作成に生
かしています。
　自己評価は、カリキュラム会議などでクラスごとに報告し、話し合っています。その中から、園としての課題を
明らかにして、保育技術の向上のため、非常勤職員にも内部研修の受講や外部研修受講者の報告会に参加
できるよう改善してきました。法人理念や園目標を基に、園の年度事業計画を立て、昨年度の事業報告を作成
しています。昨年度の園の運営について、保護者との連携や職員研修の実施状況など多方面から振り返りを
行い、総合的な自己評価となっています。今後は自己評価の結果を園便りなどで知らせて、結果報告書の概
要を玄関などに掲示し、公表してはいかがでしょう。
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　職員に提示している「キャリアパス要件」には法人理念とともに職員全体、初任者、中堅、主任・ベテラン、管
理階層としての経験や能力の期待水準が明文化されています。日常の業務の実践は保育現場の主任や職員
に任せています。しかし、事故、苦情などの偶発的業務や対外的業務は園長、副園長に速やかに報告、連
絡、相談することを徹底しています。カリキュラム会議や職員会議などでは気付いたことや疑問、提案を自由
に出し合い、話し合っています。園長と副園長は年末近くに全職員と面談を行い、改善提案や来年度の配属
希望、満足度、要望、研修希望などを把握しています。

A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持
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評価領域Ⅵ　経営管理

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　「就業規則」の服務規律などには職員として守るべき法、規範、倫理が明記されています。全職員に「保育に
あたっての留意事項」を配付し、子どもの人権尊重や個人情報保護、守秘義務などについて周知させていま
す。新入職員は法人本部の新人研修で学び、そのほかの職員は入職時に園長または副園長から説明を受け
ています。その後の職員会議や内部研修でも確認をしています。園の経営、運営状況は法人のホームページ
の財務諸表、運営報告の中で公開されています。子どもの虐待やプールでの事故、食物アレルギーのある子
どもの誤食事故などほかの施設で発生した事例を会議や研修で説明し、手順の確認と発生防止の啓発をして
います。
　環境への配慮として、裏紙の使用や残食記録による仕入れ減少、タンクに貯めた雨水やプールの水を打ち
水や草花に使用、牛乳パックや段ボール、ペットボトルを工作材料にするなど、ゴミの減量化やリサイクルに取
り組んでいます。また、省エネルギーの促進として、ゴーヤ栽培によるグリーンカーテンやエアコンの室温適正
管理のほか、２階テラスにシェードを張り日陰の遊び場を確保しています。さらに、広い園庭を囲むように夏み
かんなどさまざまな草木があり、園児がプランターで季節の草花を育てるなど、緑化の推進も行っています。こ
れらの取り組みは、事業報告で明らかにしています。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

  法人理念、園目標、保育姿勢は職員室に掲示しています。また、「園のしおり」に明示し、毎年全職員と３月
の入園説明会に参加する保護者に配付しています。入園説明会と入園を祝う会（開園式）で、園長から法人理
念、園目標、保育姿勢について説明し、期首はじめの職員会議でも再確認しています。新入職員は新人研修
で学んでいます。さらにこれらは保育課程の最初に記し、年間および毎月の指導計画について会議で討議す
る場合も、法人理念、園目標に立ち返り話し合っています。園長、副園長は年度末の全職員との面談時に１年
を振り返り、職員が法人理念、園目標を理解して業務にあたってきたか、確認しています。
　園長は保護者会の役員会に定期的に参加し職員配属や行事の見直し、施設の補修など園の運営に関する
事項を説明し、意見を聞いています。園舎は設立から３７年を経過していますが、明るく清潔さが保たれていま
す。しかし、床暖房の導入や厨房の床の張り替え、壁の塗り替えなど施設の補修案件が増えています。施設
の案件は保育に影響することもあるため、保護者会役員会で園長からその目的と必要性、保育への影響と対
応などを十分説明します。そして了承を得たうえで、園便りなどで事前に保護者に知らせ、その後工事に入っ
ています。運動会や保護者主催の夕涼み会など園の大きな行事には、保護者の協力を得て全職員が組織を
あげて取り組んでいます。
　主任クラスの職員は、人材育成計画に沿ってリーダー経験を積み、スーパーバイザーとしての知識、能力な
どを学ぶために法人主催のリーダー研修や、南区や横浜市主催の主任者研修などを受講しています。担当ク
ラスを持たない副園長と２歳児クラスを受け持つ乳児担当主任、５歳児クラスを受け持つ幼児担当主任の体制
をとっており、互いに協力して園長を補佐し、個々の職員の業務を把握しています。そして業務日誌や各職員
の業務の様子を見て、それぞれの能力や経験に合わせた的確な助言、指導を行っています。職員一人一人
の健康状態にも配慮し、時折声をかけて様子を聞き、必要な場合は、園長に相談のうえ病院の受診を勧めて
います。

A

A
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は自ら参加した保育環境などに関する外部研修や南区の園長会、法人本部会合、南区こども家庭支援
課や横浜市こども青少年局などから社会保障、福祉政策の動向や地域の少子高齢化、待機児童、新設保育
園、保育士不足など事業運営に影響のある情報を収集し、分析しています。重要な情報は主任以上の会議で
検討し、必要に応じて職員会議で話し合っています。クラスのリーダー会議において、業務マニュアルが古くな
り、収録業務に偏りがあるとの改善要望が出ました。園としても研修を強化し、職員のレベルアップと平準化を
図っていく必要があったため、現在、業務マニュアルの見直しと体系化に向けて全職員で取り組んでいます。
　マニュアルの整備と研修による、保育サービスの平準化とレベルアップなど新たな運営のしくみを検討してい
ます。また、運営に関し、社会福祉法人対象のコンサルタント会社や社会保険労務士の指導を受けています。
中長期の事業計画は策定されていません。しかし、本年度の事業計画では、例えば「配慮を要する子ども達は
職員全体で見守っていく」として、多くの職員が研修で学んでいます。また、中途採用者を含めた職員のレベル
アップ研修、施設の補修の優先順位など年度を超えた取り組みを行っています。これらを踏まえて中長期計画
を策定し、幹部と職員が一体となって事業計画に取り組まれるよう期待します。
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利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　今日は全園児が庭に集合して体操やゲームをする日です。体操が始まりました。バギーに乗って真剣に見て
いる子のほか、動ける子どもは、手をたたいたり、跳びはねたりと発達や興味に合わせて参加しています。その
後、散歩に出かけます。バギーに乗っていた子どもが、バギーが嫌で泣いてしまうと、保育士は「はいはい」と言
いながら抱っこバンドを手に取り、子どもを抱っこしました。眠かったようで、散歩中にその子どもは寝てしまいま
した。歩ける子どもと手をつなぎ、そのほかの子どもはバギーに乗せて、安全ベルトを締めて出発します。「お花
咲いている」「きれいな色だね」「お空、雲ないね」など保育士たちは周りの景色を見ながら常に、子どもに話しか
けています。お花を見たり、空を見上げたり、子どもたちも楽しそうです。公園に着くと保育士はタバコなど危ない
ものが落ちていないか見回ります。シートを敷いて歩けない子どもを下ろします。滑り台では階段が怖くて滑る側
からハイハイで上ろうとしています。ゆったりとした時間が流れていました。帰宅後、排泄を済ませ、食事です。子
どものペースで食べた後、眠くなって寝るかと思いきや、食べたらみんな元気になりました。午睡までしばらく遊び
の時間です。

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】

　今日は全園児が園庭に集合して体操やゲームをする日です。「○○組さん準備はいいですか」と呼びかけ、体
操が始まりました。じっと見ている子、時々まねをする子、跳ねるところだけまねをする子など発達や興味に合わ
せて参加しています。どの子どもも真剣な表情です。「もうじゅうがリ」という集合ゲームが始まりました。集まる人
数がだんだん多くなると、５歳児クラスの子どもたちが１歳児も巻き込んでいっしょに座りました。お姉さん、お兄
さんといっしょにゲームに参加してうれしそうです。体操が終わったら、散歩で近隣の公園に遊びに行きました。
公園には、ブランコ、滑り台、砂場があります。ブランコでは、２、３人の子どもが保育士と話をしながらうれしそう
にこいでいます。砂場では、コップで砂をすくって山を作ったり、スコップでコップに砂を入れたり、思い思いに遊
んでいます。どんぐりや赤い実を拾って大事に持っている子どももいます。長く続いている排水溝のフタを線路に
見立てて電車ごっこが始まりました。保育士が先導して子どもたちを盛り上げます。穏やかな時間が過ぎ、園に
戻ったら排泄を済ませ、食事です。子どものペースで食べた後、眠くなった子どもから着替えをして布団に入って
行きました。

　広い園庭で子どもたちが遊んでいます。日よけ付の砂場では数人の子が頭を突き合わせて遊んでいます。砂
をすくって山を築いたり、柄の長いプラスチックのシャベルで穴を掘ったり、プラスチックの皿に砂をすくっては空
けたりしています。１人の子が急に泣き出しました。スコップを取られたようです。保育士が様子を見ていたら、
取った子はすぐに返し、スコップが戻った子はすぐに泣き止みました。保育士が園庭に水で丸い線を引くと子ども
たちは歓声をあげながら線の上を走り回っています。だれも乗っていない四輪車の後ろを押して走り回っている
子もいます。2人の子がテーブルの上でプラスチックのおわんにミニバケツの砂を空けたり、形のきれいな砂のお
団子をお皿に並べ、ままごとをしたりして遊んでいます。広い園庭を十分に使って子どもたちは好きな遊びをして
楽しんでいました。翌日の給食の場面では、食物アレルギーのある子は氏名とアレルギー品目名のカードを載
せた専用の色付きトレーの上の食事を食べています。その子の真向かいに保育士がついて声をかけながら見
守っています。今日のおかずは鮭の粕づけです。皆好きなようで、フォークで勢いよく刺しては口に運んでいま
す。ご飯をスプーンですくって食べています。「きょうはいつもよりいっぱい食べているね」と保育士がうれしそうに
言いました。デザートのりんごをフォークで刺す子や手づかみの子もいて、皆楽しそうに食べていました。
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【５歳児】

　朝の会を終えると、１～５歳児が園庭に集まリ運動をします。保育士のかけ声に合わせて皆で元気にリズム体
操をしています。小さい子どもたちも年上の子どもの様子を見ながらいっしょに体操をしています。全体の体操が
終わると、３～５歳児で「もうじゅうがり」と題した遊びをします。保育士の言う動物の名前の数だけ友達とグルー
プを作ります。保育士が「違うクラスでグループになってもいいですよ」と言うと、遊びを見ている１、２歳児のとこ
ろに年上の子どもたちが駆け寄り、手をつないで遊びの仲間に加えます。少し、走る速度を遅くして年下の子ども
のリズムに自然に合わせてリードをしています。小さい子どもたちはニコニコしながら遊びに加わっています。年
上の子どもは、その他の遊びに加わっていない小さな子どもにも声をかけています。異年齢の交流が自然に行
われ、思いやりの心がはぐくまれている様子が遊びの場面だけでもたくさん見られました。一通り全体での遊び
が終わると、５歳児は保育室に戻りました。水分補給をし、汗をふいて少し落ち着いたところで、公園で遊ぶゲー
ムについて話し合います。子どもたちで意見を出し合いルールを決めました。その後近くの公園で元気いっぱい
自分たちの決めたルールで楽しんでいました。遊ぶ時にも、子どもたちの主体性を大切にし、保育士は安全を見
守りながら援助をしています。食事のときに朝の様子の話を子どもたちとすると、「保育園は楽しいよ、いろいろな
ことがあって運動会とか」と自分たちが体験していることを一生懸命話してくれました。

　園庭に集まリ１～５歳児が運動をします。保育士のかけ声に合わせて皆で元気にリズム体操をしています。そ
の後の園庭には４歳児だけが残り、みんなで跳び箱をしました。まずは３段から、順番に並んで１人ずつ跳んで
いきます。上手に跳べる子ども、もう少しで跳べそうな子どもなど、皆一生懸命です。「あと少しだよ」「形がきれい
だね」「さっきより跳べてきた」など、保育士は子どもが跳ぶたびに声をかけます。子どもはその声にうなずいた
り、笑ったりしながらもう一度列に戻り、友達と話をしながら順番を待っています。跳び箱の手を着く位置を保育
士がチョークで書き、子どもたちが跳ぶたびに達成感をもてるような声かけや工夫をしながら援助をしています。
少したつとほかの遊びをしたい子どもが出てきました。砂場の方に行くと男の子が、「今、ソースを作っているから
待ってて」と言い、もう１人の女の子がお団子を作ってくれたので「これにかけて食べたらいいのかな?」と聞くと
「なんでも大丈夫」と答えます。たくさんのシェフが砂場で腕を競っています。この、お料理ごっこは男の子が多く、
男の子、女の子という区別ではなく子どもはやってみたいこと、興味をもったことを楽しんでいます。食事の時に
子どもたちが、保育室から見える木にセミがたくさんいてこの間まで鳴いていたけれど、急にいなくなって葉っぱ
が少なくなってしまったことや、掲示してある果物の絵は給食のデザートで、今日のデザートも描かれていること
など、いろいろな話をしてくれました。

【３歳児】

【4歳児】

　紫色の帽子の３歳児が園庭で遊んでいます。茶色で中が空洞の大木を模したコンクリート筒が横たわり、その
中を探検するように出入りしています。屋根付きのとりでのような所にある木の階段を登り、上から眺めたり、滑
り台を滑り下りたりする子もいます。保育士が「鬼さん、鬼さんやりたい人」と言うと、「はーい」と言いながらおお
ぜいの子が集まってきます。鬼を決めてから「鬼さん鬼さん何色ですか」とみんなで言うと、鬼の子が「赤」と言い
ます。みんなは赤の色のものを急いで探し、赤い服を着た子などにさわります。次に「茶色」「緑」などいろいろな
色を言って、遊びが続いています。「かけっこしよう」と言う子がいて、数名の子に保育士が「位置についてー、
よーいどん」と声をかけています。三輪車を乗り回す子や、ゴムタイヤを手で転がす子など、１人または数人ずつ
で、好きな遊びを体いっぱい楽しんでいました。
給食の時間、３歳児までは当番制はなく、配膳は保育士ですが食器の片づけは子どもたちがしています。１０月
から箸を使い始めましたが、今日はカレーなのでスプーンとフォークだけです。「にんじんは地面の中にあるんだ
よ」、「運動会面白かったね」など会話を楽しみながら食べています。「カレー大好き」と言って３回おかわりしてい
る子もいて、保育士はほほ笑みながら給食室から追加のご飯のおひつをもらってきていました。
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■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園した時の状況

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：平成 28年 8月 22日  ～  平成 28年 9月 5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： 84 回収数： 57 回収率： 67.9%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が38人（66.7%）、「満足」が15人
（26.3%）で「満足」以上の回答は合計53人（93.%）でした。

　自由意見には、「子どもが毎日楽しそうに保育園に通っています。先生方や保育園にはとても
感謝しています」「とても温かい雰囲気の園で、いつも感謝しております」「毎日様々な遊びや
活動をさせてくれ子どもは毎日とても楽しく充実しているようすです」など、園に対する感謝の
声が寄せられています。

　項目別に見ますと、とても満足度が高い項目として、「問4遊び② 子どもが戸外遊びを十分し
ているかについては」「問4生活① 給食の献立内容については」「問4生活② お子さんが給食を
楽しんでいるかについては」で80.7%が挙げられます。「問5③ 外部からの不審者侵入を防ぐ対
策については」と「問2③ 園の目標や方針についての説明には」はほかの項目に比較するとやや
満足度が低い項目です。

結果の詳細

施設の基本理念や基本方針の認知

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

問１で「よく知っている」、「まあ知っている」と回答した方のうち

保育目標や保育方針への賛同
賛同できる

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

7.0% 63.2% 10.5% 14.0% 3.5% 1.8%

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

57.5% 37.5% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3.5%

その他： 「見学していません」などのコメントがありました。

②入園前の見学や説明など、園から
の情報提供については

56.1% 35.1% 1.8% 1.8% 3.5% 1.8%

①見学の受け入れについては
64.9% 19.3% 3.5% 1.8% 7.0%

その他： 「見学しなかったので不明」などのコメントがありました。

③園の目標や方針についての説明に
は

38.6% 49.1% 5.3% 0.0% 5.3% 1.8%

その他： 「覚えていない」などのコメントがありました。

④入園時の面接などで、お子さんの
様子や生育歴などを聞く対応につい
ては

68.4% 24.6% 5.3% 0.0% 0.0% 1.8%

その他：

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）

57.9% 40.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

63.2% 31.6% 1.8% 1.8% 0.0%

その他：

1.8%

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

問4 保育園に関する年間の計画について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

1.8%

その他：

②年間の保育や行事に、保護者の要
望が活かされているかについては

56.1% 29.8% 5.3% 1.8% 5.3% 1.8%

①年間の保育や行事についての説明
には

45.6% 47.4% 3.5% 1.8% 0.0%

その他： 「まだよくわかりません」などのコメントがありました。

遊びについて 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

80.7% 17.5% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①クラスの活動や遊びについては
（お子さんが満足しているかなど）

68.4% 28.1% 1.8% 1.8% 0.0%

その他：

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

66.7% 28.1% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

④自然に触れたり地域に関わるなど
の、園外活動については

73.7% 21.1% 1.8% 1.8% 1.8% 0.0%

その他：
「散歩の頻度が以前より減ったと感じます。その他はＯＫ」というコメントがありまし
た。

0.0%

その他：

⑥遊びを通じたお子さんの健康づくり
への取り組みについては

63.2% 29.8% 3.5% 1.8% 1.8% 0.0%

⑤遊びを通じて友だちや保育者との
関わりが十分もてているかについては

64.9% 33.3% 0.0% 1.8% 0.0%

その他： 「わからない」というコメントがありました。

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

80.7% 14.0% 0.0% 1.8% 3.5% 0.0%

①給食の献立内容については
80.7% 14.0% 1.8% 3.5% 0.0%

その他：
「自分の子は楽しんでいるが、なかには楽しんでいない子がいると聞いた」などのコ
メントがありました。

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

66.7% 24.6% 5.3% 0.0% 1.8% 1.8%

その他： 「わからない」というコメントがありました。

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

66.7% 26.3% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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

52.6% 29.8% 5.3% 5.3% 7.0% 0.0%

その他：

1.8%

その他： 「まだ始まっていないのでわからない」などのコメントがありました。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

66.7% 28.1% 1.8% 1.8% 1.8% 0.0%

⑤おむつはずしは、家庭と協力し、お
子さんの成長に合わせて柔軟に進め
ているかについては

54.4% 26.3% 7.0% 0.0% 10.5%

「ケガはまだない」などのコメントがありました。

その他： 「担任による」というコメントがありました。



 かながわ推進機構提出用（六ッ川西保育園）

1 - 24

問5 保育園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

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

47.4% 50.9% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0%

①施設設備については
42.1% 45.6% 12.3% 0.0% 0.0%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

28.1% 36.8% 26.3% 7.0% 1.8% 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

「送迎時（朝・夕）はもちろんだとは思うが、早迎えで昼寝中に迎えに行っても電子
錠が開いている」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

50.9% 28.1% 15.8% 5.3% 0.0% 0.0%

その他：

3.5%

その他： 「まだ参加できていない」というコメントがありました。

②園だよりや掲示などによる、園の様
子や行事に関する情報提供について
は

56.1% 35.1% 5.3% 0.0% 0.0% 3.5%

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

47.4% 42.1% 3.5% 1.8% 1.8%

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

56.1% 36.8% 3.5% 0.0% 0.0% 3.5%

その他：

④送り迎えの際、お子さんの様子に関
する情報交換については

42.1% 42.1% 3.5% 5.3% 3.5% 3.5%

その他： 「お迎えが遅いと担任の先生に会えないことがある」などの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

54.4% 28.1% 5.3% 0.0% 8.8% 3.5%

その他：

5.3%

その他： 「わからない」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
61.4% 31.6% 1.8% 0.0% 1.8% 3.5%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

56.1% 31.6% 3.5% 0.0% 3.5%

「まだよくわからない」などのコメントがありました。

その他： 「相談したいと思えない」というコメントがありました。
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問7 職員の対応について

問8 保育園の総合的評価

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

3.5%

その他： 「よくわからない」というコメントがありました。

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

71.9% 19.3% 1.8% 1.8% 1.8% 3.5%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

64.9% 28.1% 0.0% 1.8% 1.8%

その他： 「登園を嫌がることが増えた」というコメントがありました。

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

52.6% 29.8% 1.8% 0.0% 10.5% 5.3%

その他： 「わかりません」などのコメントがありました。

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

54.4% 33.3% 7.0% 1.8% 0.0% 3.5%

その他：

26.3% 3.5% 0.0% 3.5%

3.5%

その他： 「よくわからない」というコメントがありました。

総合満足度は
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答

66.7%

⑤意見や要望への対応については

56.1% 33.3% 5.3% 0.0% 1.8%
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事業者からの意見

　第三者評価の事前提出資料を作成し、訪問調査を経て、評価結果報告書を検討するにあたり、その都度、職員同士が
様々な意見交換や現況確認を行いました。
　多岐にわたる項目について、これまでの園の現状を整理する作業では、職員が忌憚のない意見を出し合い、これまで
の運営を大いに振り返れたことは、園としての収穫であったと感じます。
振り返りの結果としては、業務の標準化や地域支援、人材育成など、これまで以上に取り組む必要性があるということ
に、自ら｢気づき｣を得ることが出来ました。
　また、利用者家族アンケートや職員アンケートのご意見ご要望にも真摯に耳を傾け、少しでも応えられるように、職員と
ともに考え、今後ともより良い運営を心がけていきたいと思います。
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