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基本情報 

 

対象事業所名 社会福祉法人 菊清会 

オアシスみくり保育園 （定員 18名） 

設立年月日 平成 27年 4月 1日 

所在地 〒252-0146 相模原市緑区大山町 1-41 

電話番号 042-703-1787  

評価年度 平成 28年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

結果公表 平成 29年 3月 

評価実施期間 

結果に要した期間 

平成 28年 10月 ～ 29年 2月 

5ヶ月 

評価項目 神奈川県社協版 （小規模保育事業 A型） 

 

評価方法 

                

●自己評価 

 

（実施期間） 

平成28年7月25日～ 

平成28年9月29日 

 

 

 

（評価方法） 

全職員に評価書を配布し、自己評価を実施し、確認後、まとめた。 

●評価調査員による評価 

 

（実施期間） 

平成28年10月31日 

 

 

 

 

（評価方法） 

調査員 2名が訪問し、園内の視察、保育現場の観察、インタビュー（園長及

び各職種責任者）、書類の確認を行った。 

 

 

●利用者家族アンケート 

 

（実施期間） 

平成28年8月23日～ 

平成28年8月31日 

 

 

（実施方法） 

保護者に実施内容説明を行い、手渡し、世帯数に配布する。アンケートは保

育園で回収し、アンケートボックスに投函して頂く。 

 

 

第三者評価結果報告書 
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１．総合評価 

総合評価 

（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項等） 

●オアシスみくり保育園の立地・概要 

 

・オアシスみくり保育園は、JR横浜線の橋本駅から徒歩で10分余りの、広々とした空間環境のエリア

に位置しています。橋本駅南口周辺は、平成25年から駅周辺の改良工事が進み、アクセスの向上と公

共交通の利用促進を図り、駅前広場の開発と共に新しい住宅も進み、利便性の良い地域となっていま

す。また、駅の目の前には県立相原高校があり、並んでイトーヨーカドー「アリオ橋本」があるなど、

生活に便利な地域として整いつつあります。 

・オアシスみくり保育園は、相模線沿いの2棟の大型高層マンションの１階部分にあります。開設の経

緯として、大型高層マンションに併設された託児設備が閉鎖され、後、社会福祉法人菊清会が地域の

実情に応じて保育を提供するに至り、平成27年の子ども・子育て支援制度である定員18名の小規模保

育運営支援事業を運営・実施し、生後8週～2歳児までを預かっています。地域には大きな企業も多く、

大型高層マンションの住人も地域の企業に勤める人も多く、現状、利用者16名は、マンションの方が

中心になっていますが、地域の子育て家庭にも利用されています。社会福祉法人菊清会では、オアシ

スみくり保育園の他に近隣に、「橋本りんご保育園」、「みんなのとっぽ保育園」を運営し、3園が協働

して子育て支援を進められる大きなメリットがあります。オアシスみくり保育園の園児が3歳児になっ

た時は、橋本りんご保育園・みんなのとっぽ保育園の2園がオアシスみくり保育園の園児3名づつの受

け入れ枠を連携園として確保している等、小規模保育事業において協働体制が構築されていることは

オアシスみくり保育園の強みになっています。 

 

●オアシスみくり保育園の保育の方針 

 

社会福祉法人菊清会の目指す子ども像は、「自分の可能性を信じられる子ども」、「何事にも興味を持て

る子ども」、「自ら約束を守ることができる子ども」、「正直な子ども」であり、オアシスみくり保育園

は、その目標を基に、園独自の保育目標に、「一人ひとりを大切にします」、「生きる力を育みます」、「人

が好きになり、一緒が楽しいと思えるような保育」を掲げ、日々の保育にあたっています。オアシス

みくり保育園の名称は、ミッドオアシスタワーズ（マンション名）の１階部分にあることから、「オア

シス」と名付け、小規模保育事業をイメージし、“桃栗三年柿八年”の故事から、「稔る栗」を「みく

り」とし、思いを込めて「オアシスみくり」と名付けられています。同系列園の名称を含め、設立時

の園長が園名の名付け親になり、愛情を持って園児と共に育まれる試みは法人の取り組む温かい姿勢

が伝わってきます。オアシスみくり保育園は、保護者と共に、子どもの豊かな個性、やさしい思いや

りの心、そして健やかな成長を見守り、職員一人ひとりが小さな保育園ならではの家庭的な温かい保

育を目指して、日々努めています。 
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≪優れている点≫ 

１．小規模保育の推進 

オアシスみくり保育園は、平成27年4月より新たに「子ども・子育て支援法」として法制化された小規

模保育運営支援事業として保育を推進しています。位置付けとしては、定員5人以下の家庭的保育と定

員20名以上の認可保育所の中間に位置し、待機児童の大半が都市部に集中し、政令指定都市の相模原

市としても同様であり、大型園が作りにくい都市部での待機児童解消が劇的に進むことが予想され、

園でも尽力しています。小規模保育運営支援事業は、国の基準、相模原市の管理に基づいた明確な基

準で運営される点も利点であり、保護者も安心して子どもを預けられる点に大きな期待が寄せられま

す。オアシスみくり保育園は、新制度のメリットを保護者に享受して欲しいと考え、全職員で小規模

保育園ならではの家庭的な良い点を生かし、保護者と共に子どもの健やかな成長を温かく見守り、子

ども達も楽しいと思えるような保育に取り組んでいます。 

 

２．異年齢によるオープン保育の推進 

オアシスみくり保育園では、限られたスペースを有効活用し、異年齢によるオープン保育を推進して

います。保育室は、奥行きのある変形の長方形のスペースを大きく 3 つに仕切り、玄関の入り口に近

い空間に大きくスペースを設け、子どもの生活リズムが保障できるよう午睡の場所も確保しています。

中間スペースにはトイレが設けられ、並びの奥のスペースは食事ができる場所として、3つの領域の生

活空間が上手く区別されて活用しています。また、園庭もあり、小さい子どもが遊ぶには十分なスペ

ースがあります。オープン保育や異年齢の交流は、子どもも保育士や友だちが見渡せるため、安心感

と安定感を提供できる効果があり、保育士は、子ども達の関わりを見守り、子ども同士の気持ちを代

弁しながら、自他の考えに違いがあることを気づけるよう保育にあたっています。また、年齢別や異

年齢での集団生活を通して、個々の成長・発達の違いや、個性を認め合えるよう援助しています。地

域子育て支援では、園舎隣のマンションの保育スペース（キッズルーム）を活用し、「遊びにきません

か？」のポスターで案内を行い、マンション住人の親子の子育て支援も行っています。「遊びにきませ

んか？」では 2歳園児が参加し、ペープサ－トやパネルシアターなどを実施し、地域の 30組位の親子

が参加する等、好評を得ています。 

 

3．0歳～2歳までの子どもに合った生活環境の創出 

オアシスみくり保育園は小規模保育園ならではの家庭的な保育を特徴とし、保育士の配置は年齢別の

担任を設けず、全保育士で子ども一人ひとりを丁寧に見る保育を推進しています。保育にあたり、一

人ひとりを大切に、一人ひとりの発達を保障し、一人ひとりの生活リズムを保障するよう、全体でサ

ポートしています。これらのねらいには、「生きる力」を育むことにあり、「生きる力」を土台として、

子どもたちが自立して生活できるよう援助しています。園では「生きる力」を育むよう、「異年齢保育」・

「生活環境の施帯」・「保育士全員による保育」を推進しています。また、同系列の橋本りんご保育園、

みんなのとっぽ保育園と連携することにより、オアシスみくり保育園の子ども達は、園の家庭的な雰

囲気と大型保育園のダイナミックさを味わい、多様な人との関わり合いを養い、人を好きになり、一

緒が楽しいと思えるような関係性を育み、成長しています。 
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2．評価項目に基づく評価の結果 

大項目１ 保育環境の整備 

評価機関が定めた評価項目に沿って調査を行った結果です 

 

大項目１全体（調査確認事項全 80項目〕を通してのサービスの達成状況 

 

 

100 ％ 

 

大項目１の内容（概要） 

 

1. 人権の尊重 

●人権については、園のマニュアルに人権、登園時におけるマニュアルを含めて明示し、周知しています。

マニュアルは入職時に配布及び周知し、気になる点については話し合うようにしています。また、園内研

修を実施し、週ごとの振り返り及び月案の反省を行い、あさの打合せを活用して職員間で情報を共有して

います。職員は、子どもをひとりの人間として尊重し、個の「名前」を大切に捉えて呼び捨てにせず、保

育士は子どもの“生活者モデル”となるよう保育にあたっています。 

●宗教、国籍、性差、出生等による差別禁止については、園のマニュアルに明文化し、マニュアルは常に

確認できるよう職員個々が保持し、保育現場で気になる点があった場合は、その場で園長が指導するよう

にしています。また、ノートの記載の仕方、丁寧な言葉遣いについても指導し、研鑚を図っています。 

●子どもの虐待予防や早期発見に関する情報は、園長会で得た事例や、マスメディア、相模原市緑区子ど

も支援センターからの情報、資料を配布し、職員に喚起しています。保護者に対しては、虐待に関するポ

スターを掲示して啓蒙しています。 

 

2. プライバシー確保 

●個人情報に関しては、基本方針を「個人情報管理規定」に定め、職員に周知しています。個人情報保護

については、個別に口頭で伝え、個人が特定されるメモ書き等は周知後、シュレッターにかけ、書面に残

すことのないよう徹底しています。肖像権にも留意し、写真を外部に出す場合は事前に保護者に許可を得

ています。子どもの名前や伝言ボードの名前入りの書類等に関しては、外から見えないように窓のカーテ

ンを必ず閉め、名前を伏せるように配慮しています。また、固有名詞について、朝礼での園児の出席確認

以外は示さず、職員間で合図の工夫を図っています。 

●プライバシー保護について、「個人情報管理規程」に明示し、保護者から「個人情報利用同意書」を入園

時に提出してもらっています。職員に対しては、プライバシーに関わる諸情報については、いかなる場合

でも個人情報を退職後も漏らさないことを指導し、徹底しています。法人・園のホームページにも「プラ

イバシーポリシー」を開示しています。園見学者、実習生、ボランティアの受け入れの際は、プライバシ

ー保護、守秘義務に関して「受け入れマニュアル」に沿って説明し、周知しています。職員に対しては、

受け入れの意義を説明し、全職員が理解しています。 
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3. 家庭と保育園との信頼関係の確立 

●家庭との連絡、情報交換の手段・方法については、法人のマニュアルを基に園独自のマニュアルに規定

しています。家庭との情報交換は、毎日の園での状況を連絡ノートで伝え、複写式を活用し、１部は園の

記録として保管しています。園長は、個々の保護者の悩み等に対して、理由と回答を添えて手紙を出す等、

丁寧に対応しています。 

●保育内容に関する家庭の希望や意向の把握に関しては、受付から回答までの手順を「園のしおり」に掲

載し、登降園時に意見等を聞くようにしています。意見等は受けた日に速やかに対応するように努め、要

望に関しては職員に周知し、内容から改善すべき点は改善を図り、結果は知らせています。また、年 2回、

個別面談、保護者会を実施し、意見・要望等を聞く機会を設け、保護者参加の行事ではアンケートを行い、

集計結果は開示し、配布しています。 

●家庭からの意見や要望、依頼等に関しては、「受け入れボード」を整備し、内容、処理結果、意見者への

回答内容等を書面に残し、今後の改善に役立てています。要望等を寄せた保護者に対しては、連絡ノート

や口頭で個々に回答し、丁寧に対応しています。 

 

4. 苦情解決システム 

●苦情解決について、「苦情処理規程」を定め、苦情処理の手順は入園のしおり（重要事項説明書）に明示

し、周知しています。保護者へは、入園時に入園のしおり（重要事項説明書）を配布し、説明しています。 

●苦情に関する受付けから解決までの経過の記録については、「苦情記録」様式に記載する体制を整えてい

ます。現在、苦情の申し出を受けた実績はありません。 

●苦情情解決に関する事項及び、第三者委員は、園のマニュアルに記載し、保育園の入り口付近に掲示し

ています。第三者委員は、法人系列園共通の委員を設置し、法人の理事会にも出席しています。 

●苦情等で問題とされる内容については、法人理事会で報告し、改善策を話し合う体制があります。 

 

5. 環境整備 

●室内環境管理について、温度・湿度等は園のマニュアルに基準値を規定し、園内に温湿度計を常設し、

一日 4回（朝、昼、午睡時、夕）チェック表に記録し、季節に適合した快適温湿度を管理しています。 

●危険物管理は、園のマニュアルに危険物に関する項目を明文化し、資料を園内に掲示して留意していま

す。職員は朝必ず、園庭、砂場、保育室内のチェックを行い「安全チェック表」に記入しています。掃除

は定期的に、午睡後、夕方に実施して清潔を確保しています。 

●玩具、布団、砂場等の除菌･消毒については、「保育衛生管理マニュアル」を整備し、マニュアルに沿っ

て衛生管理を行っています。布団は保護者に週末に持ち帰ってもらい、週明けは家庭で洗濯してもらった

清潔な布団で眠れるようにしています。園庭は、蚊の対策についても対策を練り、保育環境に配慮してい

ます。 

●遊具の点検管理については、「衛生管理マニュアル」に遊具の安全について明示し、午睡時に玩具の消毒

を行い、破損個所を点検し、「チェックリスト」に記載して安全を確保しています。室内遊具と園庭遊具は、

子ども達が遊ぶ前に職員が安全性を確認してから提供しています。 
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6. 健康管理（感染症対策・救急救命を含む） 

●与薬が必要な園児に対しては、「保健マニュアル」、「入園のしおり」（重要事項説明書）に詳細を記載し

て説明を行い、投薬に関して理解を促しています。与薬について、市販品は基本的には取り扱わず、医師

の診断書を参考に、園が承認したものだけを預かり、投薬した場合は「服薬チェックリスト」に記録し、

適切に管理しています。虫さされについては、家庭の了解の上、かゆみ止めの薬、虫除けのアロマスプレ

ーを使用しています。 

●体調不良児への対応について、「保健マニュアル」に記載し、園児の既往歴の記録と共に、体調不良時、

発熱時の対応を説明しています。 

●園でケガが発生した場合の対応について、「ケガについてのマニュアル」を備え、病院に受診した場合は

「事故・ケガ報告書」に対応結果を記録しています。ケガが予想された場合のヒヤリハット等は「業務日

誌」の専用欄に記録しています。保護者へは、ケガの軽重に係わらず必ず伝えています。 

●感染症（季節的）予防については、相模原市から感染症情報を入手し、情報に沿って早めに対策を練り、

蔓延の防止に努めています。職員会議で感染症関連研修を行い、全職員で知識を深めています。また、年

間保健計画を策定し、保健だよりを必要な時期に発行し、配布して注意喚起を図っています。 

●感染症発生時の登園・休園に関して、医療機関、家庭との連絡・連携については、マニュアルに記載し

て説明しています。感染症発生時は掲示板で周知し、「受け入れボード」に記入し、個別に対応しています。 

●「医療機関リスト」、「保護者緊急連絡先リスト」を完備し、緊急時の対応、連携方法を周知し、速やか

な対応を整えています。医療機関に受診した際は、保護者に、医師への連絡記録を連絡帳に詳細に記入し、

報告しています。園生活中に子どもの体調がすぐれない場合は、体調の状況を確認後、速やかに保護者に

連絡し、連絡内容は業務日誌に記録しています。 

 

7. 危機管理（防災・防犯） 

●火災や震災等発生時の避難方法及び内外への連絡方法については、「防災時の避難方法等に関する対応マ

ニュアル」を整備しています。毎月、様々な災害等を想定した避難訓練を実施し、防災の日（9 月 1 日）

には園全体で避難訓練、引き取り訓練を実施し、訓練内容の記録を保管しています。総合訓練は、法人系

列園 3園と合同で実施しています。 

●不審者対策では、「防犯に関するマニュアル」を備え、職員間で合図を定め、不審者に対する体制を整え

ています。出入口には監視カメラを設置し、ドアの開閉は職員間の合図を用いて行うよう対策を講じてい

ます。また、園舎隣のマンションの管理室と連携を図り、マンション住人とも連携がとれるよう体制を整

えています。29年 3月頃には保護者向けに一斉メールを開始する予定でいます。 

●地震・災害・津波が懸念される場合は、マンションの管理室、法人系列園と連携を図る体制を構築し、

緊急避難場所は、「相模原市立旭中学校」、「旭公園」、「アートラボはしもと」を周知しています。27 年 3

月には、緊急地震速報を受けた想定で避難訓練を実施しました。マンション管理室とは良好な関係が構築

されており、連絡事項の閲覧の他、園行事等の案内の掲示予定でいます。 
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8. 地域の子育て支援 

●地域の子育て支援事業は、一時預かりを実施し、子育て相談も受けています。地域の子育て支援につい

ては、職員会議や研修で周知して全体で取り組む姿勢を持ち、振り返り及び記録を行い、全職員で共有化

を図っています。「遊びにきませんか？」（地域子育て支援：7 月・9 月・10 月予定 時間：40 分）では、

ポスターを貼り、マンション内のキッズルームを活用して遊びの提案を行い、ペープサートやパネルシア

ターを行い、参加親子も多く、好評を得ています。また、「遊びにきませんか？」では育児相談も受け付け、

相談窓口を設け、一時預かりの面談・相談も実施しています。 

 

9. 自己評価と情報開示 

●27年度は全職員で自己評価を行い、個々に状況を把握し、保護者アンケートも実施及び集計し、保育改

善に努めています。意見は抽出して内容に応じて改善に取り組み、改善例では、保育料の支払い方法につ

いて、一部改善を図りました。今年度は、第三者評価を受審し、結果をより良い保育に役立てていきます。 

●園の情報は、ホームページを開設し、園のパンフレットを設置して園見学者等に配布を行い、地域の園

長会議でも情報を提供しています。また、相模原市緑区の入園案内一覧にも掲載されています。保護者へ

は、園だよりや保健だより、献立表等を配布し、子どもの様子や園での様子を伝えています。 

●保育参加については、入園説明会で周知し、新年度早々（4 月）の懇談会で説明及び案内を行い、保護

者が予定を立てやすいように配慮しています。保育参加には全保護者が参加し、アンケートも頂いていま

す。 

 

10. 職員研修 

●保育理念は、ホームページ、入園のしおり（重要事項説明書）に明示し、職員の心得については、マニ

ュアルに示し、全職員に配布しています。職員研修の入職１年目の全体研修において、法人理念の研修を

受け、理念、方針の理解を深めています。2年目以降は、法人系列園との交換研修（3日間）を実施し、気

付きや工夫を吸収し、実践に生かしています。研修後は、レポート作成及び報告を行い、研修内容を伝え

る機会を設け、全体で共有化を図り、日々の保育に役立てています。 

●職員研修は、法人全体で研修計画を策定し、各段階に応じた研修を計画しています。園内研修では、年

度初めに園長が研修計画を作成し、周知を図り、月 1 回、全職員の研修を実施し、外部研修の受講機会も

得られるよう計画的に促し、職員の質の向上に力を入れています。 

●外部研修に参加した受講者は研修報告を作成・提出し、職員会議で報告し、知識の共有化を図っていま

す。研修関係資料及びレポートは棚に設置し、いつでも閲覧できるようにしています。 

●実習生の受け入れについては、小規模保育事業でもあり、受け入れ実績はありませんが、実習担当窓口

を定め、体制は整えています。 
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大項目２ 保育内容の充実 

  

・事業所から自己申告された内容について事実確認を行った結果です 

・「事業所による取り組みのアピール」については事業所が記載した原文のまま公表しています 

 

１ 子どもと保育士とのかかわりにおいて、子どもの情緒の安定をはかることや、順調な発育･発達を促す

ためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．新入園児を迎えるにあたり個人面談を実施、全員がひとり一人の状況を把握する中、4・5月をめどに

新入担当・在園担当を決め、それぞれが安定して過ごせるように受け入れ・保育を行う。 

２．個々の発達を見た上で個別年間計画を作成し、毎月の振り返りと共に、成長の確認をしている。また

運動遊具を常に出しておくことで、運動機能の発達を促せるようにしている。 

３．個々の体調や成長を考え、活動内容を柔軟に変更している。 

《第三者評価での確認点》 

●入園前に個人面談を行い、全職員で子ども一人ひとりの状況を把握し、新年度に新入園児担当者、在園

児担当者を決め、子どもが安定・安心して園生活が過ごせるよう受け入れ体制を整えています。また、個々

の子どもの個性、特性を理解し、子どもの成長及び発達を把握し、各年齢に応じ、情緒に配慮した対応を

心がけています。さらに、きめ細かく個々にスキンシップを図り、親に代わって子どもの気持ちに寄り添

った保育を行っています。 

●子ども一人ひとりの発達状況に応じて、個別年間指導計画を作成し、毎月、振り返りと成長の確認を行い、

一人ひとりに合わせた保育に取り組んでいます。また、運動遊具を設置し、運動機能の発達を促せるよう

にしています。 

●活動内容は、個々の体調や成長を考慮し、柔軟に変更するよう対応しています。保育士は先ず、子ども

の気持ちの安定を第一に考え、子どもが安心して気持ちを表現できるよう見守りを心がけています。 

 

２ 子ども同士のかかわりにおいて、個の違いを認めあうことや他者と自分を大切にする心をもてるように

するためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．ひとり一人の誕生日に誕生会を行う（ひとりひとりの誕生日があることを伝える）。 

２．生活や遊びの中、相手の思いを言葉で伝えてあげる。また職員の思いも伝える。 

３．ひとり一人が大切な存在であることを感じてもらえるように、ひとり一人に寄り添う保育の実践（話

を聞く・共感・助けるなど）。 

《第三者評価での確認点》 

●園では、子どもの誕生会を設け、月単位での誕生会ではなく、一人ひとりが生まれた誕生日にみんなで祝う

誕生会を行っています。一人ひとりが誕生したことを祝い、尊重し、生まれた日を大切にした「誕生会」

を行っています。一人ひとりの誕生会を通して、個々に誕生日があることを子どもに伝えています。小規

模保育ならではの家庭的で良い取り組みです。 
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●日々の生活や遊びの中で、相手の思いを言葉で伝えたり、子どもが気持ちを伝えられない場合は、保育

士が代弁して思いを伝えてあげる等、認め合うことや他者への思いやりの心を育み、子ども同士でかかわ

りを持てるようにしています。また、保育士の思いも子どもに伝えています。 

●保育士は愛情をもって一人ひとりの子どもに接し、話しに耳を傾け、子どもの気持ちに共感する等、寄

り添う保育を実践し、一人ひとりが大切な存在であることを感じてもらえるよう日々援助しています。 

 

３ 子どもと社会とのかかわりにおいて、人に役立つことの喜びを感じたり、人と関わることの楽しさを味

わうことができるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．簡単なお手伝いをする（野菜洗いなど）。 

２．地域支援に職員と共に参加することや、一時預かりの児童と関わり遊ぶ経験。 

３．散歩に出かけ、地域の人に挨拶をする。子育て家庭の子ども達と一緒に遊ぶこと。   

《第三者評価での確認点》 

●簡単なお手伝いや野菜洗いなどを通して、保育士の言葉かけにより、人の役に立つ喜びを体感できるよ

うにしています。日々の活動で、いろいろな野菜を見る、触ってみる等の「気づき」の機会を提供してい

ます。 

●地域の子育て支援では、2 歳児の子どもも職員と一緒に地域の親子と楽しく参加する機会や、園での一

預かりでは、「久しぶりね」と言いながら一緒に遊ぶ経験を通して、いろいろな人とかかわることを重ねて

います。 

●毎日の園外保育では、散歩時に行き交う地域の方に保育士が率先して挨拶を行い、日常生活に必要な挨拶

が身に付くようにし、公園では近隣の子どもたちと一緒に遊ぶ等、社会性を育む機会を持っています。 

 

４ 生活や遊びなどを通して、言葉のやりとりを楽しめるようにするためにどのような取り組みをしていま

すか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．朝の集まりの中、名前を呼ばれ返事をすることや、歌や手遊びをする。 

２．ごっこ遊び（ままごと・お店屋さんなど）。 

３．保育室内の掲示に文字や数を使用。 

《第三者評価での確認点》 

●言葉のやりとりを楽しめる環境作りでは、「朝の集まり」で一人ひとりの名前を呼び、返事をする機会を

設け、歌や手遊びを保育士と一緒に行い、言葉のやりとりを楽しめる環境を作っています。 

●いろいろな玩具、材料を用意し、おままごとや、お店やさん等のごっこ遊びを通して、保育士と触れ合

いながら言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養っています。園では、月案、週案（日案）で子どもの遊

びを計画し、職員の自己評価と併せて子どもの評価も確認しています。 

●保育の中で、興味関心に即した絵本の読み聞かせや、歌をうたったり、手遊びなどを行い、豊かな言葉の

やりとりや言葉のリズムの楽しさを感じられるように援助しています。また、興味・関心を見極めて、ひ

らがなや数字のポスターを貼ったり、保育室内の掲示に文字や数字マークを使用するなど工夫しています。 
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５ 

生活や遊びなどを通して、話すこと・聞くことが楽しめることや言葉の感覚が豊かになること、自分の

伝えたいことが相手に伝わる喜びを味わうことができるようにするためにどのような取り組みをして

いますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．誕生会での簡単な言葉のやりとり。子どもでも大人でもやっていることを言葉で表現してあげる。 

２．紙芝居やペープサートを行い、見る機会を設ける。 

３．朝の集まりでの挨拶。  

《第三者評価での確認点》 

●0歳～2歳児の子どもに対して、子どもは大人の言葉を聞き、言葉に触れ、言葉の感覚が豊かになるよう、保

育士が行っていることを言葉で表現することにより、自然に認識できるように努めています。また、誕生会で

の簡単な言葉のやりとりや気持ちを表現する機会を設けています。 

●保育の中で、紙芝居やペープサートなどを活用し、楽しみながら見たり聞いたりすることで言葉を豊か

に導いています。 

●「朝の集まり」では、一人ひとりの名前を呼び、子どもは自分の名前が呼ばれたら返事をし、併せて、

子ども、保育士が一緒に挨拶することで、相手に伝わる喜びを味わえるようにしています。 

 

６ 生活や遊びなどを通して、楽しんで表現することができるようにすることや表現したい気持ちを育むた

めにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．ダンスや手遊び・音楽をかける。 

２．遊びの中で、子どもから出た虫や動物になりきり遊ぶこと。 

３．洋服や衣装などを用意し、着れること。 

《第三者評価での確認点》 

●歌や、手遊び、音楽をかけてダンスをしたり、手作り楽器（たいこ・マスカラ・タンバリン）等の遊び

を行い、自由に表現することの楽しさを味わい、豊かな感性を育んでいます。 

●遊びの中で、子どもからの提案を採用し、虫や動物になりきる遊びを取り入れ、自分のイメージしたも

のを表現し、個々に楽しみながら表現する気持ちを育んでいます。 

●季節の行事に応じた洋服や衣装などを園で用意し、子どもが自由に選択し、衣装を身に付け楽しみながら

表現する機会を設け、ハロウィンでは、ハロウィンの洋服を着て近所を歩きました。 

 

７ 生活や遊びなどを通して、自発的に表現する意欲を育むことやみんなで一緒に表現する喜びを味わえる

ようにすること、創造的に表現することができるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．粘土・お絵かき・絵の具遊びの提供。園庭の砂場遊び。 

２．児童がやりたいと発したときに、曲をかけて体を動かし表現できるようにしている。 

３．やりたい思いを聞き、実現してあげることが次の意欲につながる。 
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《第三者評価での確認点》 

●自発的に表現できるよう、絵の具遊びを行ったり、お絵かきや粘土の製作を行い、粘土で作っては壊し

ながら自由に表現しています。また、園庭では砂場遊びなどでみんなと一緒に遊んだり、個々に創造的に

表現できる機会を提供しています。 

●子どもの要望に応じて、音楽をかけて自由に体を動かす機会を持ち、表現することが楽しい、また、楽しさ

を味わえるようにしています。 

●表現活動を通して、子どものやりたい思いを、知っている遊びに取り込み、興味や関心を引き出し、次の

意欲につなげています。 

 

８ 生活や遊びなどを通して、聞く・見るなど感覚の働きを豊かにすることや身体を動かす楽しさを味わう

こと、身近なものに対する興味や関心を引き出すためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．野菜を実際に見て、触る経験 （すいかに触れる、持つなど）。 

２．栽培（種まきや収穫など）給食での調理の様子を見て、ままごと遊びにて再現する。 

３．散歩際での虫探しや図鑑持参。 

  運動遊びの基本は体を動かすことだが、見て真似て行おうとする気持ちや、できた喜びを感じること。 

友だちと一緒に楽しむなど心の成長にもつながる。    

《第三者評価での確認点》 

●季節の野菜の栽培を行い、成長する様子を見たり、収穫した野菜に触れて興味や関心につなげています。夏

にはスイカを見て、実際に感触を感じる機会を設けています。 

●子ども達は栽培体験を通して、五感を育み、保育室から調理の様子を身近に見て、ままごと遊び等での豊か

な感性の育みにつなげ、興味や関心を引出すよう取り組んでいます。 

●園の近隣は自然が残り、身近に四季折々の自然に触れる環境があります。散歩先では四季の草花、季節の昆

虫を発見し、図鑑等を持参して子ども達と調べる等、身近な自然に興味・関心を持てるようにしています。運

動遊びでは、マットや鉄棒、滑り台、平均台等を活用して十分体を動かして楽しさを味わい、さらに、見て・

真似る気持ちを大切にし、できた喜びや達成感を育み、心の成長につなげています 

 

９ 生活や遊びなどを通して、身近な様々なものに対する探索意欲を満足させることや社会や自然の事象や、

動植物への興味や関心をもてるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．季節の制作。 

２．金魚にえさをあげる。 

３．朝の集まりの際、今日の天気について、気付かせる。聞いてみる。 

自然物に触れて遊ぶ（木の実・草花など、おおばこ相撲）図鑑で調べる。 

《第三者評価での確認点》 

●季節ごとに活動、行事等を計画して季節を味わう機会を提供しています。子ども達は、製作遊びやハロ

ウィンの製作などを行っています。 
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●保育園の園庭で金魚を飼育し、色や、姿、金魚の表情などを観察ができる機会となり、楽しみながらエサ

をあげています。 

●保育士は、「朝の集まり」で「今日のお天気は？」と子ども達に聞いたり、話しをして身近な自然につい

て伝えています。また、散歩時に拾ってきた木の実や、草花に触れ、自然物を図鑑で調べたり、おおばこ

相撲して遊ぶなど、自然への興味・関心を育んでいます。 

 

10 自分から食べようとする意欲を育んだり、排泄をしようとする意欲を育むためにどのような取り組みを

していますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．お弁当作りをする。栽培・収穫体験。 

２．異年齢で食事をすることで、見て真似て食べてみようとする気持ちを育てる。 

３．クッキング（ラップおにぎり）や作る所を実際にみる（夏祭りのやきそば）。 

《第三者評価での確認点》 

●園での食事は、異年齢の子どもたちと保育士が一緒に食し、声かけを行いながら楽しく食事をしていま

す。下の子どもは上の児を真似て「食べる」意欲につながっています。また、給食室の食事を作る様子や

調理の香りが食への興味・関心と、食事の意欲へつながっています。戸外活動では、保育士と一緒にお弁

当を作り、自分でお弁当箱に入れて野外で食事をする機会も設けています。 

●トイレットトレーニングについては、保護者と連携しながら進め、保育士は個々の排泄リズムを把握し、

表情やしぐさからも声をかけて促しています。保育士は、排泄ができた際は褒め、喜びを共感するように

しています。排泄についても、見て真似て排泄の意欲につながっています。 

●楽しく意欲的に食事をする工夫として、クッキング体験を行い、ラップでおにぎりを作ったり、芋の型抜

きなどを実際に体験する機会を設け、様々に工夫して取り組んでいます。また、園の「夏祭り」でのやき

そば作りでは保育士が作るのを見て、「食」の興味につながっています。 

 

11 身の回りのことを自分でしようとする意欲を育むことや基本的な生活習慣を身につけること、食事や休

息の大切さを理解することができるようにするためにどのような取り組みをしていますか 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．異年齢での生活が基本的に見て真似て学ぶ環境になっています。「やりたい」と思った時にできること

をさせること、職員全体で伝えあっている。 

２．できたことを認めること。できるようにさりげなく援助すること。 

３．7 月から 2 歳児は食後に静かに絵本を読む時間を設けています。自分で「寝る」か「読む」かを決め

られるような経験の場とすること、寝ている子を保障できるように静かに読むことを知る時間として

考えています。（決められた時間には寝ることを知らせています）   

《第三者評価での確認点》 

●基本的生活習慣については、異年齢での生活が“真似て学ぶ”等、有効な環境作りが成されています。

園では、子どもが「やりたい」と思った時に、「できることをさせてあげる」ことを優先し、全職員で共通

認識を図り、サポートしています。 
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●子ども自身でしようとする意欲を大切にし、保育士は、一人ひとりの様子を見守り、子どもの成長、発

達に合わせてさり気無く援助を行い、自分でできた喜びを味わえるよう、繰り返し保育にあたっています。 

●生活リズムや、保護者と連携を取りながら一人ひとりの対応に努め、心身のバランスの発達のサポート

を心がけています。園では、28年 7月から 2歳児は食後に“静かに絵本を読む”時間を設け、自主的に「寝

る」か、絵本を「読む」を選択する経験を推進しています。但し、寝ている子どもを保障しつつ、「静かに

絵本を読む」ことを理解できるように取り組んでいます。 

 

 

大項目 3 保育園の特徴 

 

・事業所から自己申告された内容について事実確認を行った結果です 

・「事業所による取り組みのアピール」については事業所が記載した原文のまま公表しています 

 

１ 

  

子どもの豊かな心と身体をはぐくむための特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．運動遊びや簡単なルールのある集団遊びを行う（追いかけっこやしっぽとり）ことや散歩に行くこと

で健康な体作りを考えています。また楽しむ経験やできた喜びを感じ、心を育む。 

２．紙芝居や絵本の読み聞かせなど食事を楽しく食べる。 

３．体を休める空間があること。 

《第三者評価での確認点》 

●園では毎日、散歩に出かけ、戸外活動を通して自然や生き物に触れ、自然空間に心身ともに開放感を味

わい、走ったり、のびのびと遊び、豊かな感性と体作りに取り組んでいます。また、運動遊びや簡単なル

ールのある集団遊びを行い、みんなと楽しむ経験や、できた喜びを感じる心を育んでいます。 

●食事の前後には、紙芝居や絵本の読み聞かせを行い、イメージを膨らませ、豊かな創造性へと導き、食

事では異年齢で楽しく食べる場の工夫を考え、取り組んでいます。異年齢児との遊びや活動を通して、年

下の児へ思いやりや、上の児の真似、憧れの気持ちが育まれる保育を工夫して取り組んでいます。 

●オアシスみくり保育園では、家庭的な雰囲気の中で、子ども一人ひとりの成長や発達を把握し、子どもの

思いに寄り添った保育ができています。園全体で子どもの成長を見守る体制を構築し、子どもが安定して

安心した生活ができるよう、寝食を分け、体を休める空間を確保しています。 

 

２ 

 

保育環境に特別な配慮を必要とする子どもの保育（長時間保育、障害児保育、乳児保育、外国籍園児）

に関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．長時間保育の児童が多く、一日を考えた遊びの提供や休めるスペースを設けている。コーナー保育に

て選べる遊び環境。 

２．個々の体調や生活リズムに配慮し、外の活動を控えたり、水分補給や食事の提供時間などに対応して

いる。 
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《第三者評価での確認点》 

●園では、子どもの長時間の園生活を考慮し、一日の生活を考えた遊びの提供や、休めるスペースを確保

して配慮しています。また、保育室にコーナーを設け、遊びを選べる環境作りをし、集中が途切れたら、

別の場所に移って緩和の時間が持てるよう工夫しています。 

●子ども一人ひとりの体調を全職員で共有して保育にあたり、戸外活動を控えたり、水分補給に努め、食

事の提供時間にも配慮し、一人ひとりの生活リズムや体調、発達を大切にした保育を実施しています。家

庭で各自のコップを用意してもらい、子ども達が自由に水分を摂れるようにしています。 

 

３ 

 

健康管理に特別な配慮を必要とする子どもの保育（アレルギー疾患をもつ園児、乳児保育、病後時保育

など）に関しての特徴的な取り組み（アレルギー食対応、個別食、離乳食など）について説明してくだ

さい 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．献立では卵・乳を抜いた食事の提供、アレルギーの児童に関して、トレーの色をピンクに、提供の際、

ダブル確認をしている。 

２．離乳食は個別に食品チェック表を作り、食したことがあるか確認をすること。食事の形態はステップ

2から７まで細かく保護者と職員で確認をしながら進めている。（アレルゲンの確認）         

３．体調不良の児童への対応は、保護者の要望を聞きながら、できることを行う（冷たいものは避ける）。 

《第三者評価での確認点》 

●アレルギー食対応では、専用の食器を使用し、識別できる色のトレーで提供し、保育士、調理師はアレ

ルギー対応マニュアルに従って除去物を確認の上、誤食がないようダブル確認を行い、配膳に十分留意し

ています。 

●離乳食は、家庭と密に連携を図り、個別に相談の上、一人ひとりの様子に応じて個別に対応しています。

園では、個別に食品チェック表を作り、家庭で食べさせたことの無い食品を確認し、家庭で試して問題が

なかった食品について提供するように配慮しています。食事の形態については、ステップ 2～７まで詳細

にアレルゲンの確認をして進めています。食事では、保育士は、子どものペースに合わせて関わりながら

進めているのが確認できました。 

●登園の受け入れ時に、家庭での子どもの体調について情報交換を行い、体調不良時は、園での過ごし方

に留意して個別に対応し、保護者の要望を聞きながら、できる範囲内で提供しています。 
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４ 食に関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．誕生会などの行事食の提供（七夕・お祭り・子どもの日など）。 

２．栽培や収穫。                      

３．その日に使用する食材をワゴンの上に出しておき、児童の気づきを大切にお手伝い保育につなげてい

ます。 

《第三者評価での確認点》 

●食への興味・関心につなげる取り組みとして、誕生会、七夕、お祭り、子どもの日などの行事ごとに行

事食を提供し、興味をもって楽しく食べられる機会を設けています。調理師は、子どもが美味しく楽しく

食べられるよう調理の工夫に努めています。 

●園では、季節の野菜（カブラ、ミニトマト、キュウリ、いんげん、ピーマン等）を苗から栽培し、収穫

体験を行い、食育でクッキング体験をすることにより、食材への興味・関心につながるよう環境作りに取

り組んでいます。クッキングでは、シソの天ぷらを作って食べました。 

●ミニトマト、キュウリ、いんげん、ピーマンなど、その日の給食に使用する食材を、子どもが興味をも

って気付くよう、給食室のワゴンの上に並べ、お手伝い保育につなげています。 

 

５ 

 

家庭とのコミュニケーションに関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．保育参加へのお誘いと参加日に個人面談を行い、児童の家庭での様子・園の姿・成長や悩みなど共有

する時間を設けている。 

２．年 2 回（4・12 月）の懇談会を実施、4 月は年間の保育計画を中心に話、一円対話を行う。12 月は児

童の成長を伝えること、普段の遊びの様子を見てもらう。その後保護者職員懇談をします。    

３．入園面談・連絡ノート・登降園時の話はコミニュケーションとして大切なことと考えています。 

  ブログ。     

《第三者評価での確認点》 

●保護者とのコミュニケーションでは、保育参加を案内し、保育参加日に個人面談を行い、家庭での子ども

の様子や、園での姿・成長を情報交換し、子育て等の悩みを聴くなど、共に子どもの成長を喜び、見守り、

共有する機会を設けています。また、毎日、連絡帳で子どもの様子を伝え、ホームページのブログや、園だ

より等で園の活動、子どもの様子をわかりやすく伝えています。 

●園では、年 2回（4月・12月）懇談会を実施し、4月は年間の保育計画を説明し、保護者と「一円対話」

（車座になって話す）を行い、コミュニケーションを図る機会を設けています。12月は子どもの成長や園

での様子を伝え、普段の遊びの様子を見てもらい、その後、保護者と職員で懇談を実施し、保護者の満足、

安心感につながるよう努めています。 

●入園の面談や、登降園時、連絡ノートでは、保護者とのコミュニケーションを大切にし、情報を密にし

ています。ホームページのブログは、行事の際は必ずアップして周知し、保護者からも好評です。懇談会

時には子どもの成長等に関して手紙を保護者に渡し、安心につなげています。 
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６ 

 

地域の子育て支援に関しての特徴的な取り組みについて説明してください 

《事業所による取り組みのアピール》 

１．一時預かり（急な申し込みにも、柔軟に対応をする）ただし誕生会などの行事は優先している。   

２．地域支援はマンション内のキッズルームを使用して、職員 2名と児童 2名が参加し行う。 

３．育児相談。   

《第三者評価での確認点》 

●地域の子育て支援では、「一時預かり」を実施し、急な申し込みにも柔軟に対応し、一時預かりを利用す

る母親の子育て相談にも応じています。誕生会等、行事がある場合には、園内の行事を優先し、説明して

了解を得ています。 

●地域の子育て支援の一環として、概ね毎月「いっしょに遊びませんか？」を開催し、マンション内のキ

ッズルームを使用して、保育士 2名と 2歳園児が参加し、一緒に楽しく遊ぶ機会を提供しています。また、

園の案内、理解にもつなげています。 

●育児相談は、相模原市役所のホームページや園の案内に掲載し、随時、受け付けています。地域の子育

て支援の折にも育児相談に応じています。 
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保育園保護者アンケート調査結果 

（小数点以下第 2を四捨五入） 

【調査結果の詳細】 

 

1 あなたは園の保育方針や保育の

内容や方法について知っていま

すか 

知っている 知らない 無回答 

100.0％ 0.0％ 0.0％ 

2 送迎時の保育士との話や連絡帳

により、園でのお子さんの様子

がわかりますか 

よくわかる まぁまぁ 

わかる 

あまり 

わからない 

わからない 無回答 

80.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

3 お子さんが園内でけがをした場

合や在園中に具合が悪くなった

場合は、その状況について十分

な説明がありますか 

詳しい 

説明がある 

簡単な 

説明がある 

あまり 

説明がない 

説明が 

不足である 

無回答 

87.0％ 6.0％ 0.0％ 0.0％ 7.0％ 

4 お子さんの個別の事情（アレル

ギーや家庭の事情など）への対

応や援助内容についてあなたの

意向や希望を園に相談しやすい

ですか 

相談しやすい やや 

相談しにくい 

相談しにくい 無回答 

73.0％ 0.0％ 0.0％ 27.0％ 

5 お子さんの保育内容に関するあ

なたの疑問や要望に対して、園

からは速やかな回答など、丁寧

な対応がされていますか 

十分である やや十分である 不十分である 無回答 

93.0％ 0.0％ 0.0％ 7.0％ 

6 懇談会や個別面接などにより、

園との十分な意見交換ができて

いますか 

十分である やや十分である 不十分である 無回答 

87.0％ 6.0％ 0.0％ 7.0％ 

7 インフルエンザなどの感染症の

流行に関して園から十分な情報

提供がありますか 

十分である やや十分である 不十分である 無回答 

93.0％ 7.0％ 0.0％ 0.0％ 

8 園舎内や園庭(砂場など)、遊具

の管理にあたっては常に清潔面

や安全面に配慮されていると感

じられますか 

感じられる 少し 

心配がある 

心配がある 無回答 

93.0％ 7.0％ 0.0％ 0.0％ 

 

 

 

 



18 

 

9 防犯対策(不審者侵入防止な

ど)は安心が感じられますか 

感じられる 少し 

心配がある 

心配がある 無回答 

87.0％ 13.0％ 0.0％ 0.0％ 

10 緊急時（事故、災害時など）の

連絡体制は安心が感じられます

か 

感じられる 少し 

心配がある 

心配がある 無回答 

73.0％ 27.0％ 0.0％ 0.0％ 

11 保育内容については、いかがで

しょうか 

満足 

している 

まぁまぁ満足 

している 

やや不満 

である 

不満足である 無回答 

73.0％ 27.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

12 子どもに対する職員の対応や態

度については、いかがでしょう

か 

満足 

している 

まぁまぁ満足 

している 

やや不満 

である 

不満足である 無回答 

73.0％ 27.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

13 保護者に対する職員の対応や態

度については、いかがでしょう

か 

満足 

している 

まぁまぁ満足 

している 

やや不満 

である 

不満足である 無回答 

73.0％ 27.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

14 お子さんは保育園で楽しく過ご

すことができているようですか 

できていると思う できていない 

と思う 

わからない 無回答 

100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 
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【各設問の満足度の割合】 
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1 あなたは園の保育方針や

保育の内容や方法について

知っていますか 
2 送迎時の保育士との話や

連絡帳により、園でのお子

さんの様子がわかりますか 
3 お子さんが園内でけがを

した場合や在園中に具合が

悪くなった場合は、その… 

4 お子さんの個別の事情(ア

レルギーや家庭の事情な

ど)への対応や援助内容… 

5 お子さんの保育内容に関

するあなたの疑問や要望に

対して、園からは速やか… 

6 懇談会や個別面接などに

より、園との十分な意見交

換ができていますか 
7 インフルエンザなどの感

染症の流行に関して園から

十分な情報提供かありま… 
8 園舎内や園庭（砂場な

ど)、遊具の管理にあたっ

ては常に清潔面や安全面… 

9 防犯対策(不審者侵入防止

など）は安心が感じられま

すか 

10 緊急時(事故、災害時な

ど)の連絡体制は安心が感

じられますか 

11 保育内容については、

いかかでしょうか 

12 子どもに対する職員の

対応や態度については、い

かがでしょうか 

13 保護者に対する職員の

対応や態度については、い

かがでしょうか 

14 お子さんは保育園で楽

しく過ごすことができてい

るようですか 


