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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 10月 27日～平成29年 1月 20日）

評価方法

（結果に要した期間 5ヶ月）

六ッ川みどり保育園

平成29年3月21日

　六ッ川みどり保育園は、地元居住の園長が、昭和59年4月に現在の地に無認可保育園を開設したことに始ま
り、平成12年4月認可保育園として再出発して、平成27年9月、鉄筋4階建ての新園舎に建て替えが完了していま
す。京浜急行弘明寺駅からほど近い弘明寺口からバス10分、引越坂下車徒歩3分のところにあります。園の周
辺は40年ほど前の大規模開発のマンションや住宅が立ち並び、世代交代も進み、のどかさも残す地域です。0～
5歳児を対象に、園の定員は99名（平成29年1月31日現在114名在籍）です。産休明け保育、延長保育、障がい
児保育、休日保育、一時保育なども実施しています。子どもたちは雨の日も室内の大ホールでサッカーなどで遊
び、毎日を伸び伸びと過ごしています。

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 11月 28日～平成28年 12月 12日）

（実施日：平成29年 2月 28日、平成29年 3月 1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、主任保育士、栄養士）、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、主任保育士）、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29年 2月 28日、平成29年 3月 1日）
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　研修担当の主任は、南区や横浜市などが主催する研修を中心に、職員の希望する研修に本人の成長を考え
た指名研修を加え、年間研修計画を作成しています。しかし、特に昨年度から今年度にかけては、仮園舎での
保育継続と新園舎の完成、系列のアフタースクール（学童保育）開校などが重なったため、職員アンケートにもあ
るように、外部研修などの受講が伸びていません。職員のスキルアップへの意欲に応えられるよう、また子ども
たちのより良い発達に生かせるよう、全職員の意見を出し合い、今後の改善につながる対策を希望します。ま
た、新入職員へのマニュアルなど内部研修の充実も希望します。園長もこのことは承知しており、対策の検討に
入っています。

《事業者が課題としている点》

　子どもたちが一日楽しく安全に過ごせることを、引き続き課題ととらえ、年齢に合った保育や質の高い保育を目
ざして、全職員が多様な面から日々向上心を持って話し合いながら、保育に取り組んでいきたいと考えていま
す。また、今年度は職員の人数やシフトの関係上、研修会に参加することが少なかったように思います。子ども
たちのよりよい発達に生かしていけるように、特徴のある保育やリズム遊びなどの研修会に前向きに参加して、
各分野で詳しく取り組んでいきたいと考えています。

●職員のスキルアップへの意欲に応えて研修の充実を期待します

　園の保育目標は、「健康な子ども」「豊かな心を持つ子ども」「自立心があり意欲的な子ども」です。健康な子ど
もを育てるために、たくさん散歩に行き、毎週運動の日を設け、近隣のグランドや広いホールを使って運動を楽し
んでいます。4、5歳児は毎週サッカーを行っています。また、豊かな心を育てるために、季節や暦に合わせて製
作や音楽を取り入れたり、さまざまな行事を行っています。自立心を育てるために、子どもたちに何をしたいか、
どのようにしたいかを聞くようにしています。職員は年間や月間の保育計画を立てるだけでなく、保育に関して毎
月「月間目標」「安全目標」を立て、振り返りを行っています。利用者調査では、総合的に園に満足しているという
回答がとても多く得られました。

●入園前に個人面談をされると情報がより早く得られるでしょう

　入園にあたり、入園前に入園説明会を行い、園生活や持ち物について保護者に伝えています。入園説明会の
後に、0、1歳児の保護者からはアレルギーと離乳食の聞き取りを個々に行い、担任が記録しています。しかし、
個人面談を行っていないため、子どもの家庭での様子などの情報は、ほとんどを入園後に得ている状況です。
入園前に個人面談をすることで情報を早く得られますし、保護者からの要望も詳しく聞くことができ、保護者との
信頼関係が深まると思われますので、今後検討されるとよいでしょう。

○子どもたちは畑で野菜や草花を育て、給食の材料としたり、地域の公園に育てた花を植えたりして地域貢献してい
ます

　園は園舎の斜め前に60坪の畑を借りています。子どもたちは毎年、地域の公園愛護会の高齢者のボランティ
アグループの指導で、チューリップやダリア、三色すみれなどの種をまいて育てています。そして、公園愛護会の
メンバーと一緒に地域の行事として、咲かせた花を公園の花壇に植えかえています。これは近隣地域の方々に
もたいへん喜ばれています。また、同じボランティアグループの指導で、畑でじゃが芋やさつま芋、トマト、なす、
にんじん、えだまめなどを育てて収穫し、給食の材料にしています。子どもたちは畑の土いじりなどを通して自然
や大地の恵みを知り、保育理念にある「地域社会の福祉の向上と豊かな生活の向上」に貢献しています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○年齢に応じた対人関係がはぐくまれるように、クラス担任の配置を考慮しています

　子どもたちが進級する際に、0～2歳児のクラス担任は基本的に持ち上がりになっています。安心して園で過ご
せるように、進級時の環境の変化で子どもが情緒不安定になりやすいという負担を軽減するように配慮していま
す。また、職員も子どもの変化に配慮しやすいこともあります。ある程度の年数を園で過ごし、ほかのクラスの職
員にも親しみが出てくる3歳児からは、就学やこれからに向けての一つの段階としていろいろな職員に触れ合
い、対人関係や他人とのコミュニケーション能力がはぐくまれるように配慮しています。職員は、自分のクラス以
外の子どもについても、金曜の代表者会議や職員会議で情報を共有し、日常的にどのクラスの子どもともコミュ
ニケーションを取るようにしています。

○保育目標の実現のために職員が一丸となって取り組んでいます

《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「地域社会の福祉の向上と豊かな生活の向上に貢献してまいります」、保育指針は「私たちは怪
我や事故の無いように常に注意いたします（生命第一）」「私たちは、子の気持ち、親の気持ちを大切にいたし
ます（思いやり）」「私たちはチャレンジ精神で保育の向上を目指します（育成）」、保育方針は「からだ全体で感
じる保育」「年齢にあった保育」「人、物を大切にした保育」とし、利用者本人を尊重したものとなっています。保
育方針は玄関に掲示し、保育課程に記載し、職員一人一人に配付しています。また、年度始めの職員会議な
どで内容を確認しています。リズム運動や食育活動などの体験活動は、保育方針に沿った内容となっていま
す。
　保育課程は保育方針や保育目標に沿って、子どもの最善の利益を第一義に作成されています。保育目標は
「健康な子ども」「豊かな心を持つ子ども」「自立心があり意欲的な子ども」で、特に「健康な子ども」は、食事に
注意して健康、運動をして健康、楽しく過ごして健康という目標です。地域のニーズに応じて、通常保育と土曜
保育以外に休日保育の実施などに取り組んでいます。保育課程は、理念に沿って園としての希望を各クラス
におろし、クラスでは実施するうえでの子どもの様子や状況を取り入れて、園全体で作成しています。4月の保
護者懇談会で、保護者に向けて保育課程について説明していましたが、保護者からの希望もあり、今年度から
3月の保護者懇談会にて説明するように計画しています。
　保育課程を基に、年齢ごとに年間保育目標を掲げ、1年間を4期に分け、ねらいに沿った「年間指導計画」「月
間指導計画」「週間指導計画」を作成しています。日常の保育にあたっては、年齢に応じてわかりやすいよう
に、その子どもに合わせてゆっくり話し、子どもの意見も聞いています。必要に応じて視覚的にも説明していま
す。また、子どもの創造性や主体性を大切にしています。例えば、オペレッタの劇中で暑いことを表現するには
どうしたらよいか、子どもたちが話し合い、うちわを使って暑いことを表現するなど、子どもたちの意見を劇中に
取り入れました。子どもの「○○したい」という気持ちを大切にして、計画に柔軟性をもたせて対応しています。

　入園にあたって、3月の入園説明会では、0、1歳児の保護者と面談して、アレルギーや離乳食などについて
聞き取っています。入園時に「家庭調査表」「健康調査票」「健康に関するアンケート」などを保護者に提出して
もらい、これらに書かれた内容を入園後の個人面談で保護者に確認し、記録に残しています。確認した内容は
子どもの様子とあわせて職員会議で報告し、共有しています。面談時に把握した離乳食の進めかたや午睡、
運動、既往歴、食物アレルギーの対応などは、日々の保育に生かされています。
　入園時の慣れ保育（短縮保育）については、入園説明会で、子どもが無理なく保育園に慣れるための配慮の
必要性について、保護者に話して理解を得ています。0、1歳児は受け入れ時に１対１で対応するようにしてい
ます。また、子どもの心のよりどころとなる物の持ち込みにも対応しています。連絡帳を使用して保護者は家庭
での様子を園に伝え、園ではその様子を踏まえて保育し、その日の園での様子を連絡帳で保護者に知らせて
います。3～5歳児はホワイトボードで日々の様子を保護者に伝えています。在園児の担任は0歳から1歳、1歳
から2歳、2歳から3歳に進級する際には持ち上がり、3～5歳はいろいろな職員と触れ合うことを前提に対応して
います。
　年間指導計画や月間指導計画、週間指導計画は、クラス担任が中心となり複数の職員で子どもたちの発達
状況に応じて作成しています。例えば、子どもの身体の様子に疑問があるときは、看護師からアドバイスを受
けて、ミルクの量を調節するなどしています。このような計画の変更などは、職員会議やパート会議でも説明さ
れ情報が共有されています。そして、引き継ぎノートを朝と帰宅時に確認することを徹底しています。職員は、
行事後のアンケートや保護者懇談会、入園説明会、連絡帳、日常の会話などから常に保護者の思いの把握に
努めています。トイレットトレーニングや箸の導入時期などについての保護者の要望や意見は、全体会議など
で対応を検討しています。
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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歳未満は保育日誌に個別指導計画を作成しています。また、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ています。保護者と担任で子どもの保育について話し合ったことなどは、職
員間で周知を図り対応内容について共有しています。子どもの発達や状況によって、個別計画の目標や内容
は見直して保育日誌等に記載し、職員間で共有しています。トイレットトレーニングは、園での排泄の状況や発
達状態を連絡し、保護者からの希望を聞き相談しながら進め、常に保護者の同意を得るようにしています。
　保育所児童保育要録は小学校に送付するか持参しています。それぞれの子どもの記録は、家庭台帳や児
童票、重要事項説明書の同意書、相談記録などが個人ファイルにとじられ、子どもの心身の成長の記録がだ
れが見てもわかりやすく記載され、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するなどして、職員全体が理解するようにしています。3月の職員会議の後にクラスの引
き継ぎがあり、個別に話す必要のあることも含め、新しい担任に引き継ぎを行っています。

　朝はパートの職員が園周りの清掃をし、午後4時以降は業者による園内清掃があります。24時間空調システ
ムを導入し、窓が大きく採光は十分です。子どもが外出しているときは小窓をあけています。夏、冬ともに適温
を目安に設定をしていますが、カーテンを閉めたり、夏場でも風通しが良いときは自然の風を入れるなどして、
温度や湿度の管理をしています。また、同じフロアーを分けて使っているクラスの場合は、活動内容によっては
一方のクラスがホールを使うことで、音の重なりがないように配慮をしてます。職員の声の大きさについて、大
きさによっては怒っているように聞こえてしまうこともあり、気になる場合には園長から指導をしています。
　0歳児の保育室には沐浴設備があり、使用の際は一人一人お湯を変えています。排便でお尻が汚れたり、夏
期や散歩の後で汗をかいた際には、シャワーを浴びて体を清潔に保っています。また、3～5歳児もプール遊び
などの際には、温水シャワーを利用し清潔にしています。沐浴設備はお湯を抜いた後に洗剤で洗っています。
これらは「チェック表」を用いて清掃し、確認を行っています。清掃の方法については、看護師から内部研修で
職員に周知して、職員会議などでも抜き打ちで再確認しています。
　0～3歳児の保育室にはそれぞれ、用途に合わせ背の低いロッカーや絵本のラックを設置したり、パーテー
ションなどを利用して子どもが落ち着ける居心地の良い空間を作り出しています。さらに、棚やマット、パーテー
ションなどで保育室を分けて、食事の場所、午睡の場所、遊びの場所を区別しています。4、5歳児は部屋のし
きりをはずして朝の会を一緒にしています。各階の保育室はスロープやテラスが共有スペースになっているの
で、子ども同士の行き来がしやすく、4、5歳児が0～2歳児クラスのお手伝いをするなど日常的にも交流が見ら
れます。

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

　保育理念に、地域社会の福祉の向上と豊かな生活の向上への貢献を掲げているように、園は積極的に配慮
を必要とする子どもを受け入れる体制ができています。職員は、配慮を必要とする子どもについて研修で学
び、職員会議などで研修報告を行って最新の情報を職員間で共有しており、研修で得た情報を生かして日々
の保育に取り組んでいます。個々のケースについては、各クラスの代表者会議などで配慮事項を話し合い、個
別に記録してファイルに整理してあり、全ての職員が同じ対応ができるように、園全体で見守る保育を実施して
います。
　玄関や保育室は段差のないバリアフリーとなっています。エレベーターや多目的トイレの設備もあり、車椅子
への対応もできます。職員会議などで配慮を必要とする子どもの具体的なケースについて話し合い、情報を共
有しています。障害のある子どもの保育の研修に出席して、職員会議での報告やフィードバックノートによって
最新情報を共有しています。保護者からの同意を得て、医療機関や横浜市中部地域療育センターなど専門機
関からの助言を得て、「個別指導計画」を保育日誌に記載して、その子どもに対する目標や配慮すべき点など
を記載しています。子どもたちには、歌をうたうときに、1番は歌う、2番は手話で歌うなど、手話で会話ができる
友達がいることを伝えています。
　虐待に関するマニュアルがあります。職員は、虐待が人権侵害であることを学んだうえで保育に携わってい
ます。朝の健康観察などから虐待の早期発見に努めています。虐待の疑われる場合には、横浜市南福祉保
健センター、南区こども家庭支援課、横浜市中央児童相談所などに相談する体制が整っています。保育士は
毎日の送迎時に、親子の関係や子どもの表情の変化から家庭の状況を把握し、気がかりな保護者には積極
的に声をかけています。
　職員は、栄養士による内部研修を受けてアレルギーに関する最新の知識と技術を身につけています。アレル
ギーのある子どもについては、入園時に提出された健康に関する書類を確認し、医師が記入した生活管理指
導表が提出されてから給食を開始しています。また、月1回、献立表について保護者に確認してもらい、栄養士
とアレルギーの状況や変化について話し合っています。調理の際は、先にアレルギー除去食を作り、ワゴンの
一番上に置いてほかの食材が混入しないように配慮し、食器の色の違いなど、だれの目にもはっきり区別でき
るようにしています。クラスにはアレルギー除去食表を掲示して配膳時にも確認しています。
　海外にルーツを持つ子どもの生活習慣などを受け入れ、日本の文化や生活習慣を押しつけたりせず、それ
ぞれの国の生活習慣や考えかたの違いをそのまま尊重して、人権に配慮した保育を実施しています。例え
ば、園で使用しているミルクに宗教上摂取できない成分が含まれているか確認したり、園で用意している非常
食で対応ができない場合は保護者に持参してもらうなど、細かい点にも配慮しています。子どもたちには、海
外にルーツを持つ子どもの国の特徴や位置を、世界地図などで説明することもあります。片言のその国の言
葉やジェスチャーを交えて、コミュニケーションを取るようにしています。家庭とは、日本語のわかる保護者に個
別に電話するなどして対応をしています。

A
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A評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　園に対する要望や苦情を受け付ける窓口として、主任、園長、第三者委員を文書に記して、玄関に掲示して
います。これらについては入園説明会で保護者に説明しています。また、第三者委員2名の氏名と電話番号、
権利擁護団体の横浜市福祉調整委員会やかながわ福祉サービス運営適正化委員会の電話番号も記載して
います。保護者からの意見や要望、苦情などを把握するために、ご意見箱を玄関に設置し、また年2回の懇談
会や個人面談、行事後のアンケートも行っています。苦情が寄せられたときには緊急会議を開き、迅速に問題
の解決に取り組んで、早く保護者に回答できるように努めています。自分の要求をまだ十分に表現できない子
どもには、しぐさや表情、本人の状況などを考慮して、一人一人の意思をくみ取るように努めています。
　保育園の苦情処理に関する規則があり、苦情が寄せられた場合は、内容や経過、解決の有無など細かく記
録して、ファイルにまとめています。苦情の内容については、緊急会議などで内容が周知され、話し合い、対応
に努めています。外部の権利擁護団体2つを玄関に掲示して、園を通さずに相談ができることも保護者に伝え
ています。過去に園外からの苦情で、子どもが散歩のときに花を摘んでしまったことがありましたが、園がすぐ
に謝罪に出向き、子どもたちには花を勝手に摘んではいけない理由や、命の大切さなどをわかりやすく説明
し、同じようなことが起こらないように対応しました。
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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】

　0、1歳児のクラスでは、布や牛乳パックで作った積み木、手袋で作った人形などの手作りおもちゃがあり、遊
ぶときにおもちゃを出して遊んでいます。2、3歳児の保育室には、ブロックやおままごと、電車などのおもちゃが
種類ごとに低い棚にしまってあり、遊ぶときには好きなおもちゃを出して遊んでいます。4、5歳児クラスでは、入
り口のホールの棚に、ブロックやおままごと、電車とレール、ぬいぐるみなどのおもちゃがかごに入れてしまっ
てあり、遊ぶときには子どもがおもちゃを選んでコーナーを作って遊んでいます。一斉活動以外の時間は、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。
　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、発表会では、4歳児クラスの子どもた
ちが好きな絵本から題材を選び、配役やセリフ、小物作りを自分たちで決めてオペレッタを作り上げました。5歳
児クラスでは、子どもたちと曲を決めてハンドベルや合奏を披露しました。お店屋さんごっこでは、子どもたちの
自由な発想で焼きそばやアイスなどさまざまな商品が作られ、ハロウィンでは仮装をして楽しみました。一斉活
動では、鬼ごっこやドッジボール、リレーなどルールのある遊びを取り入れています。4、5歳児は週1回サッ
カーを行っています。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。
　園には畑があり、近隣の高齢者のボランティアグループに指導してもらい、じゃが芋やさつま芋を育て収穫し
ました。冬にもたまねぎやほうれんそうなどを育てています。夏にはプランターで、トマトやなすを育てました。交
代で水やりを行い、成長の過程を楽しんでいます。また、ボランティアグループと一緒に花の苗を育て、近隣の
公園に苗を植える活動をしています。遠足では水族館に行きました。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。勤労感謝の日には、手作りのプレゼントを持っ
て、近隣の消防署や警察署や、いつもお世話になっている牛乳屋さんを訪ねています。
　全クラス、年齢に応じて、七夕飾りやとんぼ、雪だるまなどの製作を、季節や行事に合わせて行っています。
4、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、自由画帳を自由に使うことができます。
ペットボトルや牛乳パック、トイレットペーパーの芯、空き箱などを使用して、ロボット作りなど子どもたちが自由
に製作しています。全クラスが季節に合わせて歌や合奏を楽しんでいます。鈴やタンバリンを鳴らすことから始
め、4、5歳児クラスでは、けん盤ハーモニカやハンドベルを練習しています。また、4、5歳児クラスでは国際感
覚を育てるために週1回年間15回、外部講師による英語遊びを取り入れています。
　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、子どもの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、自分の思いを伝えるこ
とができるよう職員が促しています。土曜保育や延長保育の時間には異年齢で保育を行っており、異年齢で散
歩に行く機会も設けています。ひな祭りや発表会などでは、全園児がホールに集まり一緒に行事を楽しんでい
ます。主任が職員会議で「相手の身になって言葉を使うこと」を話しているほか、毎月の職員会議で「笑顔で一
つになろう」など月間目標を決めています。職員は子どもに温かい態度や言葉で接するよう努めています。
　近隣には、自然豊かで遊具のある大きな公園があり、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。また、町内会が管理するグランドを週2回専用で使用させてもらい、4、5歳児のサッカーに使うほか、
ボール遊びや鬼ごっこ、リレーなどの運動遊びを思いきり行うことができています。園庭や屋上にはスロープや
ウォールクライミングがあります。各保育室の前にはウッドデッキがあり、ホールも広く、雨の日でも体を動かし
て遊ぶことができます。戸外で遊ぶときには、必ず帽子をかぶっています。体調不良のときには室内で遊んだ
り、プールに入れないときには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】

　配膳時に食べる量を調整し、子どもが無理なく食べることができるよう配慮しています。「おいしいよ、食べて
みようか」などと食べたくなるような声かけをし、食べることができたときには「がんばったね」とほめています。
子どもが食事に興味をもつように、年間食育計画を立て食育を行っています。5歳児クラスでは、夏のお泊まり
保育で行うカレー作りに向けて、野菜を切る練習をして調理室で調理してもらったり、クッキーやパフェ作りをす
るなど月1回程度クッキングを楽しんでいます。離乳食を食べさせるときは子どものペースに合わせて援助し、
授乳は抱っこして声をかけながら与えています。
　季節が感じられるよう、夏にはトマトやなすを使用した煮込み料理、秋にはさつま芋でふかし芋、冬には根菜
汁を提供するなど季節の旬の野菜を取り入れて調理しています。食材は国産のものを使用するように心がけ
ています。行事食も工夫し、七夕にはおくらを輪切りにしてスープに入れたり、ハロウィンにはカボチャケーキ
やこうもり型クッキー、クリスマスにはミートローフ、節分には大豆を使用したカレーを出しました。お誕生会の
日には、おやつにドーナツやロールケーキを出し、いつもより華やかになるよう工夫しています。食器は年齢に
合わせて大きさや使いやすさを選び、素材も持ちやすさを考慮して、メラミンや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、調理担
当者が毎日全クラスを回り、子どもに話しかけるなどして、子どもの喫食状況を確認しています。毎月、園長と
主任、調理担当者で給食会議を行っており、子どもの喫食状況や次月の献立、イベント食、調理の工夫につい
て話し合っています。1周目で残食の多かった献立は2周目に調理方法や大きさ、野菜の組み合わせを変える
などの工夫をしています。具体的には、いんげんとなすの残食が多かったので、同じ日に出さないようにした
ら、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。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、毎日玄関に当日
の給食のサンプルを展示しています。毎月「給食だより」を発行し、給食は「旬の食材を取り入れ、季節ごとの
行事食を提供」していることや「おなかをこわしたときの食事」などの有益情報を載せ、保護者が食に関心が持
てるよう努めています。ホームページ上のブログでも子どもの献立と人気のあるレシピを見ることができます。
子どものお誕生会の日には、子どもの保護者にも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聞かせをしています。午睡時はカーテンを閉め、体
を優しくたたく、オルゴールをかけるなどして、子どもが安心して眠りにつけるよう配慮しています。眠れない子
どもや眠くない子どもには、体を休めるため横になっているよう話しますが、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、2～5歳児は15分おきに呼吸や体勢のチェックを行い、午睡チェック表をつけ、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、1月から週1、2回午睡をしない日を設け、2月から午睡を
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。トイレットトレーニング
は、1歳半ぐらいから子どもの排尿時間をボードに記入し、間隔を見ながら保護者と相談しながら進めていま
す。排泄の状況は、連絡帳や口頭で保護者に伝えています。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、消
毒や手洗い、うがい、歯磨きなどについて記載されています。マニュアルは変更時に読み合わせを行い、職員
に周知しています。食事のテーブルやトイレの椅子などは、通常は消毒液で消毒し、嘔吐時には殺菌消毒剤を
使用しています。清掃専任の職員が清掃を行っていますが、食事やおやつの後や汚れたつど保育士が清掃を
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
示しています。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、朝の受け入れ時、
活動中や食事のときの観察について、発熱やけいれん、けがをしたときの対応などについて掲載しています。
年間保健計画を立て、健康診断や保健指導を行っています。既往歴については、入園時に健康台帳に記載し
把握していますが、その後は連絡帳や保護者との会話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。看
護師が歯磨きや手洗いの指導を行うほか、生活習慣などについて子どもに話をしています。食後の歯磨きは0
歳児より行っています。
　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まとめています。保護者には、
0～2歳児クラスでは連絡帳を通して伝え、3～5歳児は口頭で伝えています。看護師が身長や体重の変化につ
いて把握しており、体重がなかなか増えない場合などには、保護者と運動や食事について話し合ったり、給食
の量を増やすなどの配慮をしています。近隣の医療機関の一覧表を用意しています。嘱託医とは、健康診断
後に受診が必要な場合に紹介するなどして連携しています。
　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、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4月の保健だ
よりに記載し、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人数などを記載し、玄関の掲示板に
掲示しています。感染症にかかった後に再登園する場合には、医師の登園許可証を提出することになってい
ます。保健だよりで感染症などについて保護者にも情報提供しています。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、
事故防止や事故発生時の対応、地震や火災など災害時の対応について記載しています。地震対策として、保
育室には地震対策用の棚を設置し、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
震や火災を想定して避難訓練を実施しており、年1回引き取り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（自動体外式除細動器）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。災害時の連絡のためにメール登録をしています。毎月、安全点検表に基づいて備品のねじなどについて
の安全チェックを実施しています。
　近隣の医療機関や関係機関、系列園の一覧表を用意しています。また、各保育室のインターフォンの横に救
急車の呼びかたも掲示しています。保育中に子どもがけがをしたときには、担任が保護者に報告するように
し、受診が必要なけがの場合には、通院する前に保護者に連絡し状況を報告しています。事故報告書に記入
し、園長や主任といっしょに対応について話し合い、結果を職員会議で周知しています。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。毎週金曜日にクラスごとに気になることについて話し
合い、その結果を全職員で共有しています。毎月職員会議で安全目標を定め、職員に注意喚起しています。
　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。玄関の扉はオートロックになっ
ており、職員や保護者はICカードで開け、訪問者はカメラ付きのインターフォンで確認してから解錠していま
す。警備保障会社と契約しており、全クラスに警備保障会社に直接つながる防犯ベルを設置しています。防犯
カメラも設置しています。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。不審者に関する情報は、主に警察署からのファックスで得ています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　就業規則には、子どもを呼び捨てにしない、その子どもにとって否定的な言葉使いをしないなどの記載があ
り、職員は日ごろから子どもたちに穏やかに話しかけるよう心がけ、人格や自尊心を尊重した保育に取り組ん
でいます。子どもどうしのトラブルが起きたときには、保育士は子どもの年齢に合わせて言葉を選んで助言し、
自分たちで解決できるよう援助し見守っています。子どもに何か注意をするときには、子ども自身がどうしたら
よいのか考えられるように声をかけています。食事や着替え、散歩のときなど、保育士は子どもをせかさないよ
うにして子どものペースを尊重し、子どもを見守るようにしています。
　子どもが1人になりたいとき、保育士の目を気にしないでいられる場所を、保育室をパーテーションでしきって
設けるなどの工夫をしています。また、壁側に向かってコーナーを作ったり、できるだけ自分のスペースを感じ
られるように、机や椅子、カラーマットなどを使って工夫しています。必要に応じて事務室を使ったりホールを使
うなどして、子どもがゆっくりと落ち着いて話をできる場所を作っています。着替えのときにはロールカーテン
を、プールのときはフェンスに目隠しを使用して、子どものプライバシーを守っています。
　個人情報保護、個人情報取り扱いに関するマニュアルがあります。職員は入職時に研修を受け、守秘義務
や個人情報の取り扱いについて周知されています。入園時に保護者に、園での個人情報や写真などの取り扱
いについて説明し、保護者の了解を得て「個人情報使用提供承諾書」に署名捺印をもらっています。個人台帳
など個人情報に関する書類は、事務室の施錠できる棚に保管し、書類は事務室内で作業することなどを職員
に周知しています。ボランティアや実習生についてもマニュアルがあり、個人情報や守秘義務などについてオ
リエンテーションで説明しています。
　子どもの並び順やグループ分け、行事の役割、ごっこ遊びの配役、身につけるものの色などを性差で区別す
ることはありません。製作活動においても子どもたちが好みの色を自由に選び、発表会の配役や衣装などを決
めるときにも子どもの自主性を尊重しています。自由遊びの時間には、子どもたちは性差に関係なくままごと
遊びやごっこ遊びを楽しんでいます。園では、無意識に固定観念で話をしないように職員どうしが互いに注意
し合っています。以前、卒園児のプレゼントを男の子にブルー、女の子にピンクのリボンをしようという意見が
あったときに、性差で分けることがないようにみんな同じ色にすることを、職員間で話し合って決めました。

A

A
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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、入園児の保護者には入園式で説明し、在園児の保護者には年度末の保護
者会で説明しています。また、年度初めの保護者会で保育課程について説明するほか、4月の園だよりで保育
方針について園長からの言葉を掲載しています。パンフレットには保育目標を記載し、入園時に配付して説明
する重要事項説明書には保育理念と保育姿勢を明記しています。保護者が理念や保育方針を理解している
かどうか、保護者懇談会などを通して把握しています。
　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歳児には連絡帳を
用意し、睡眠や排泄、食事、健康状態について家での様子と園での様子を記載しており、手渡しでやり取りし
ています。個別面談は全クラス年1回、各クラス2日間の期間を設けて実施しており、保護者の都合に合わせて
日程を調整しています。あらかじめ保護者に知りたいことを聞いておき、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事
務室などで行い、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、園長や主任に報告し
ており、アドバイスが受けられる体制が取られています。必要に応じて、園長や主任、看護師、栄養士などの
専門職が相談に応じることもあります。相談の内容は各個別記録に記載し、必要に応じて継続してフォローし
ています。
　園だよりを毎月発行しています。園だよりには、保護者に伝えたい内容のほか、行事の予定やお誕生日の子
どもの名前、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ホワイ
トボードに記載して保護者に伝えています。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。5歳児クラスのお泊まり保育のときにはビデオを取り、後日ビデオ上映会を実施してい
ます。3か月に1回、取りためた子どもの活動の写真をアルバムにして回覧し、保護者が購入できる機会を設け
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、毎月の園だよりにも予定を掲載しています。さらに、親子遠足や運動会、夕涼み会、発表会など大
きな行事のときには、詳しい行事案内を配付しています。保育参観は実施していませんが、子どものお誕生会
に参加することができ、子どもの活動の様子を見てもらう機会としています。その日は子どもと一緒に給食を食
べることができ、ほぼ全員の保護者が参加しています。保護者懇談会で話し合った内容は、クラスごとにまと
めてプリントにして保護者に配付したり、口頭で伝えています。
　保護者会組織はありませんが、日々の保育にあたっては保護者一人一人とのコミュニケーションを大切にし
て、保護者との信頼関係や協力関係ができるように努めています。運動会ではテント張りや保護者参加の競
技があり、もちつきなどの園の行事には、園だよりやクラス担任を通じて保護者の方々に依頼をして、積極的
に参加し協力してもらっています。また、5歳児クラスでは、保護者が中心となって卒園式後に謝恩会を行って
おり、謝恩会の相談のために空いている保育室を提供しています。謝恩会には職員が参加しています。保護
者からの要請にはできるだけ快く応じて、支援し協力するよう心がけています。

A
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評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

B

　一時保育や休日保育、育児相談などの案内を、園の前と北門入口の掲示板にはり、地域に知らせていま
す。南区こども家庭支援課や六ッ川地域ケアプラザ、園の系列の「六ッ川みどりアフタースクール」などに、園
のリーフレットや入園案内などの情報を提供し、ホームページでも園の内容を紹介しています。育児相談は相
談者の都合を考慮して特定日とせず、随時受け付けています。施設の見学者からの育児相談をはじめ、電話
での相談にも応じています。園の行事への参加案内などを、自治会の掲示板に掲示してもらって、園の情報提
供に努めています。
　育児相談の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、「育児相談等での関係機関との連
携体制」を整えています。医療機関とともに南区役所こども家庭支援課、福祉保健サービス課、横浜市こども
青少年局、横浜市中央児童相談所、横浜市中部地域療育センター、横浜市南福祉保健センターなどの関係
機関、団体一覧をまとめたファイルを事務室に設置し、また電話機に機関名と電話番号を登録して速やかに連
絡がとれる体制を取っています。関係機関との連絡は園長と主任が担当し、職員も対応できるようにしていま
す。園長と主任は関係機関の担当者に相談したり、情報を受けたりして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

　保育理念に「地域社会の福祉の向上と豊かな生活の向上に貢献」するとあるように、園の子どもたちだけで
なく、地域の子育て支援ニーズに応じた対応に努めています。近隣は40年ほど前に開発されたマンションが立
ち並ぶ住宅地で、地元に住む園長が地域のニーズに応えて33年前に、現在の園の元となる無認可保育園を
開設し、地域とともに歩んできた経緯があります。園長は、世代交代しつつあるマンションの理事や町内会を通
して、地域の住民とも親しく交流しています。また職員は、子どもたちと散歩に行く公園で、親しくなった親子か
ら育児相談を受けたり、園への要望を聞いています。南区園長会や幼保小連携の会議などでも、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、月末の職員会議や、年間指導計画の4半期ごとの振り返り、翌年度
の計画作成の機会に話し合っています。近隣の医療機関に勤める医師や看護師、サービス業などの方々から
の要望を受け、休日保育や延長保育、一時保育を行ったり、公園に遊びに来ている地域の未就園児たちと一
緒に交流しています。また、地域の2歳児までの認可保育園と進級先連携を締結し、2歳児が園にサッカー
（ボール遊び）をしに来て交流しています。今後は、地域住民に向けて育児講座や研修会などを開催されるとさ
らによいでしょう。

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、園のリーフレットや入園案内、ホームページなどを通じて園の情報提供をしていま
す。リーフレットには保育目標や定員、保育時間、一時保育、休日保育、一日の流れ、サッカー教室、ジュニア
英会話、園舎内外写真を、入園案内には前記のほか利用料金やクラス編成などを、またホームページには一
日の流れや年間行事などを載せています。リーフレットや入園案内は見学者や入園希望者に配付していま
す。園の情報は南区こども家庭支援課や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
どに進んで提供しています。
　利用希望者からの問い合わせには、入園案内や園のリーフレット、関係資料を事務室に置き、こうした資料
に基づいて、保育理念や保育方針、保育目標、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
には主任と園長が対応し、職員も対応できるようにしています。また、利用希望者には園の見学ができることも
案内して、日常の保育に支障をきたさない範囲で、見学の日時などは見学希望者の要望に応じています。見
学者には園のリーフレットを渡して、園長や主任より園の理念や方針、目標、園の特徴、年間行事、園生活の
一日の流れなどをていねいに説明し、園内見学した後、質疑に応じています。

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

　運動会や生活発表会、入園式、卒園式などの園の行事には、ポスターを園の南北2つの掲示板や、自治会
の掲示板、近隣にある系列のアフタースクール（学童保育）などに掲示して、地域の方々に参加を呼びかけて
います。毎年、地域の公園愛護会のボランティアグループの指導で園の畑に種まきし、育て、咲かせた花を、
子どもたちとボランティアグループで公園の花壇に植える活動があり、近隣地域の方々に喜ばれています。地
域の学校との交流として、小学校を年長児が訪問したり、近隣の小学校や中学校から職業体験などを受け入
れたりしています。また、地域の親子に絵本の貸し出しを行っています。町内会の祭りの準備の集まりに、園
の駐車場を開放しています。
　園では、近隣の大きな遊具のある公園やサッカーなどもできる広いグランドを、散歩に利用しています。ま
た、子どもたちは園バスや電車に乗って、ログハウスや野毛山動物園、八景島水族館などに出かけて楽しん
でいます。散歩やクッキングの買い物に出たときに出会う地域の方々には、元気にあいさつをしています。5歳
児は、七夕とクリスマスに地域のケアプラザを訪問し、高齢者と一緒に遊んだり歌をうたったりして交流してい
ます。幼保小連携事業の交流として、地元の保育園の子どもと、公園でドッジボールなどで遊んでいます。地
元の小学校とは、運動会に互いが参加して、見学ができるように日程に配慮しています。

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

　ボランティアの受け入れは「施設実習及びボランティアの受け入れマニュアル」に基づいて実施しています。
毎年、地域の小学校や中学校の職業体験や、園の系列で、ほとんどが当園の卒園児であるアフタースクール
の生徒のボランティアを受け入れています。事前にどんなボランティアが入るのか、職員にはミーティングで、
保護者には玄関の掲示で知らせています。受け入れの担当は主任と園長で、クラス担任が指導にあたりま
す。初めのオリエンテーションで、マニュアルと保育の留意事項を配付して、園長や主任が園の理念や方針、
保育の留意事項、守秘義務などを説明しています。終了時には、指導担任、園長、主任が参加して反省会を
行い、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。
　実習生の受け入れは「施設実習及びボランティアの受け入れマニュアル」に基づいて実施しています。実習
は専門学校や女子短期大学、女子大学の保育関係学部の学生を受け入れています。事前にどんな実習生が
入るのか、ボランティアのときと同様に職員や利用者に知らせています。受け入れの担当は主任と園長で、実
習生が入る各クラス担任が指導にあたります。オリエンテーションもボランティアのときと同様に行い、実習生
からは誓約書を必ず受け入れています。実習プログラムは学校の実習目的に沿った効果的な実習となるよう
工夫しています。実習期間中は実習生の質問に応じるほか、実習最終日には指導担任、園長、主任が参加し
て反省会を行い、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、常に把握しています。園長は11月ごろに全職員と個人
面談を行い、次年度の勤務の継続について確認し、本人の要望や悩みを聞いています。職員の欠員が見込ま
れる場合には、近隣地域の商店やスーパーに人材募集のポスターをはらせてもらったり、保育関連学校やハ
ローワークに募集案内を出したり、ホームページを通じて募集し、補充に努めています。園の「運営指針」に
「私たちはチャレンジ精神で保育の向上を目指します（育成）」を掲げ、園の理念を踏まえた人材を育成するよ
う計画を立てています。職員は毎月「自己評価表」で達成度の自己評価をし、園長との面談時に目標の進捗状
況の評価を受けています。
　研修担当の主任は、南区や横浜市などが主催する研修を中心に、職員の希望する研修に本人の成長を考
えた指名研修を加え、年間研修計画を作成しています。今年度は虐待に関する研修を受講しました。また、外
部から随時くる研修案内にも対応し、実技に関する研修などに参加しています。昨年度園舎立て替えなどがあ
り、職員のシフト調整などが難しい状況にあったため、研修受講がやや少ないのが実態です。内部研修は職
員会議やスタッフミーティングなどの場で、外部研修報告やリズムなどの実技研修を行い、常勤職員、非常勤
職員とも必要な職員は受講できるようにしています。受講できなかった職員も研修報告を回覧して共有を図っ
ています。園長と主任は受講者の研修成果の導入状況や感想などから、研修の見直しをしています。
　非常勤職員にも常勤職員と同様に、入職にあたり、保育理念と運営指針、保育方針、保育目標の記載され
た文書を配付しています。入職前のオリエンテーションでは、園長や主任からこの内容の説明や保育の心がま
え、守秘義務などについて話しています。業務マニュアル集は事務室に常備され、いつでも参照できるように
なっています。勤務体制は、保育の経験や熟練度などを考慮し、常勤職員と非常勤職員の組み合わせを工夫
して、主任がシフト表を作成しています。非常勤職員は、研修の内容についてスタッフミーティングなどで周知さ
れ、外部研修の受講を希望することもできます。また、指導担当者の園長のもと、職員間のコミュニケーション
が図られています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は毎月「自己評価表」の項目により、その月の業務を適正に遂行したか5段階で自己評価を行い、主任
や園長が点検するしくみがあります。工夫・改善事例では、新しく発売されたブロックのおもちゃを購入するに
際し、おもちゃの見直しをしました。年齢によっては口に入れては危ないものや、硬い角があって転んでぶつけ
たらけがをしそうなものなどがあり、柔らかいものに変えたり、年齢に合ったおもちゃを見直し入れ替えました。
また、ボランティアに来た卒園児に、段ボール板とトイレットペーパーの芯で、輪投げゲームを作ってもらいまし
た。また、配慮を必要とする子どもについて、横浜市中部地域療育センターから指導を受けています。
　保育に関する自己評価は、保育課程に基づいたクラスごとの年間指導計画、月間指導計画、週指導計画、
クラス日誌の自己評価欄に記入しています。自己評価は、例えば5歳児では「共通の目的を持って活動に取り
組む」というねらいに対して、「運動会では友達と共通の目的を持ち協力して取り組んだ結果、とてもすてきな
姿を保護者に見てもらうことができ良かった、行事を通して団結力も深まった、引き続き意欲を伸ばせるよう促
していく」とあるように、ねらいと関連づけて行い、子どもの取り組む意欲や過程を重視しそれを促がすことを評
価しています。職員は自己評価を通して、次の計画作成や自己の実践の改善につなげています。
　職員の「自己評価表」は、3月には5段階で評価した後、1年の振り返りを記入しています。年間や月間、週の
指導計画、日誌、個別指導計画も同様に、クラスごとに年間を振り返り、保育の自己評価を記入しています。
保育の自己評価の結果は、各クラス会議や職員会議などで話し合っています。話し合いの中から、園としての
課題を明らかにして、できるものから改善に努めています。このように職員個人やクラスごとの保育の自己評
価はありますが、集大成としての園の自己評価は作成されておらず、事業報告書にも保育事業に関する自己
評価の文言が見られません。今後は、園の自己評価の方法を検討して作成し、公表されることを期待します。
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　人事考課表には、職務に必要な経験や能力、役割などの期待水準が項目別に明記されています。業務の最
終責任者は園長ですが、日常の保育の実践は、現場の職員の自主的判断に任せています。しかし、対外的な
業務や事故、苦情などの状況判断を必要とする突発的な出来事は、直ちに園長や主任に報告、連絡、相談す
ることを徹底しています。園長は、毎月の職員の自己評価や、職員会議での業務改善へ向けた討議などか
ら、職員の意見や提案を収集しています。また、毎年秋の園長、事務長による職員個人面談では、職員の満
足度や意見、要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」の中の「服務規律」には守秘義務や個人情報保護など職員として守るべき法、規範、倫理を明記
してあり、全職員は入職時に園長や主任から説明を受け、誓約書を提出しています。また、保育課程の表題部
にも保育理念などとともに、「基本的社会的責任」の一つに「人権尊重（児童福祉法）」を記述し、年度初めの職
員会議などで学んでいます。全職員が毎月行う自己評価でも、法や規範を守っているかを確認しています。経
営や運営状況は、社会福祉法人豊会として横浜市のホームページに情報公開されています。世間で発生した
子どもの虐待事例などは、新聞記事などを基にすぐにミーティングなどで学び、早期発見や注意点の再確認を
しています。
　環境への取り組みについて、「ごみの減量化」ではごみの分別管理をしたり、「リサイクル」ではペットボトルや
牛乳パック、ティッシュペーパーや菓子の空き箱、段ボールなどの廃材を保護者の協力を得て集めて工作材
料にしたり、「省エネルギー」では全館LED照明や不要な箇所の速やかな消灯、エアコンの適正な温湿度管理
などに努めています。「緑化の推進」では、園の前の土地を借りて畑にし、子どもたちがチューリップなどの草
花を栽培し、またトマトやなす、にんじん、えだまめなどを育てています。保育方針の一つに「人・物を大切にし
た保育」を掲げ、各クラスやトイレに「節電、節水」のシールをはるなど、環境への考えを明文化して、運営に生
かしています。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　園の保育理念や指針、保育方針、保育目標を玄関に掲示しています。これらを記載した携帯可能な文書を、
非常勤を含む全職員に入職時に配付しています。保育理念や指針、方針、目標は、年度初めの職員会議や
途中入職者のオリエンテーションのときに、園長が説明して周知を図っています。また、保育課程の表題部に
も記載して、指導計画の振り返りのクラス会議や職員会議などでも、保育内容が保育理念や方針に合致して
いるかを確認しています。職員が毎月末に行う自己評価でも理念等の理解度を問われています。年1回の園
長と全職員との目標や意向確認の個人面談では、園長は保育理念や方針に沿って職員の保育実践が行わ
れてきたか確認しています。
　平成26年度に認可保育園15年目を迎えるにあたり、園長は園の全面的建て替えを計画し、前の年から園だ
よりや保護者懇談会などで趣旨と計画概要を伝えてきました。平成26年3月に保護者懇談会を開き、新園舎の
図面を渡して、計画と建設期間中の仮設園舎などでの保育内容を説明し、質疑応答を行いました。そして承認
を得た後、旧園舎の取り壊しに入りました。さらに、通算6回ほど懇談会などで映像を使って建設経過を報告し
てきました。保護者の協力を得て、1年半後の平成27年9月、鉄骨4階建ての新園舎が完成しました。明るく機
能的で、子どもや保護者にも好評です。職員の団結力も強まり、運動会や生活発表会など園の大きな行事で
も、全職員が役割を分担して取り組んでいます。
　園ではスーパーバイズのできる主任クラスの育成を図るため、0～2歳児担当の乳児リーダーと3～5歳児担
当の幼児リーダーを設け、看護師や栄養士、主任、園長からなるリーダー会議を機能させる計画です。この2
人のリーダーには管理業務を経験させたり、管理者研修などへの参加を計画しています。主任は担当クラスを
持たず、各クラスを回り、子どもの様子や職員の子どもとの接しかたなどを見て、必要な場合は援助や指導を
行っています。主任は職員が心身ともに良好な状態で仕事に取り組めるよう配慮し、体調の悪そうな職員には
声かけをして様子を聞き、園長と連携して病院に行かせるなど必要な対応をとっています。

A

A
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は、南区の私立保育園園長会や南区社会福祉協議会、南区こども家庭支援課、横浜市こども青少年局
などから、子ども子育て支援新制度などの社会福祉政策の動向や、地域の待機児童と保育園新設の動向、保
育士対策など、事業運営に影響のある情報を収集し、検討しています。児童福祉法など関係法案の改正や待
機児童対策による受け入れ定員増など、園運営に重要な情報は職員会議などで説明し、周知を図っていま
す。また対応が必要となる場合は、リーダー会議などで討議しています。新園舎の建設にあたっては職員に事
前に周知し、職員の意見も取り入れ、園全体で取り組んできました。
　昨年度園舎全面建て替えを終え、園の本年度の事業計画では、年齢ごとの保育内容の充実と環境整備を述
べています。中長期の事業については、法人として新設園の計画を進めてきましたが、諸事情で計画を中止
し、系列のアフタースクールの上部階で新たな保育業務を開始する計画を進めています。次代の組織運営に
備え、地域の0～2歳児の園と連携契約を結び、園2階の大ホールをサッカー遊びなどに提供するなど、新たな
運営のしくみを作ってきています。次代の施設運営に備え、次年度から主任のほかに乳児主任と幼児主任を
設けて、研修などで後継者育成を図る計画があります。なお、運営に関し税理士や社会保険労務士の指導を
受けています。
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利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　歌のCDをかけて遊びの時間が始まりました。窓から日が差し込み、床暖房の効いた暖かい部屋です。職員た
ちは、子どもたちの遊びが広がるよう、また、危なくないよう見守りをしています。子どもたちは代わりばんこに職
員の背中に抱きついたり、膝に座りにきます。牛乳パックで作られた積み木とソフトブロックで遊び始めました。職
員が積み木を積むと、子どもも積み木を積みます。積まれた積み木を崩したり、積み木を投げたり転がしたりす
る子どももいます。穴の開いたソフトブロックに筒状のブロックを入れることができて手を叩いて喜んでいる子ども
もいました。遊ぶかたわら、順番にオムツ交換をしていきます。トイレの前にオムツマットを敷いて、その上でオム
ツ交換をしていました。
　午睡が終わり、オムツ交換をして、おやつの時間です。月齢の低い子どもは、テーブル付きの一人用の椅子に
座ります。2つの椅子に一人の職員がつきます。月齢の高い子どもは、5、6人ずつテーブルにつき、一人の職員
がつきます。食事用エプロンをした後、全員でおやつの歌をうたいます。手の振りも上手にできる子どももいまし
た。おやつの歌をうたって、牛乳が配られました。牛乳を自分で飲める子ども、職員に飲ませてもらう子どももい
ました。今日はさつま芋の蒸しパンです。子どもに合わせて小さく切ってあります。なかなか食べようとしない子ど
もにも、「もぐもぐしようか」「おいしいよ」と職員たちはやさしく声をかけていました。

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】

　絵本を読む時間です。子どもたちは本棚から思い思いの本を取り出します。職員の膝に座って読んでもらう子
ども、その周りで聞いている子ども、職員の背中にはりつきながら聞いている子ども、そばで順番待ちをしている
子ども、一人で絵本を見ている子どももいます。「かいじゅう」「りんご」と言って絵本を見せてくれる子どももいまし
た。それぞれが自分の好きな絵本を持って満足そうです。
　おやつの時間になりました。一人の職員が絵本の読み聞かせを行い、ほかの職員はテーブルと椅子を並べて
おやつの準備をしています。テーブルの上には、かわいい食事用エプロンが並べられました。みんな自分の食事
用エプロンの置いてある場所に座ります。用意された食事用エプロンをつけて、おやつの歌をうたって、おやつの
メニューの発表です。今日はさつま芋の蒸しパンです。「甘いよ」「おいしいよ」職員は子どもが楽しく食べられるよ
うな声かけをしていました。
　午睡の時間です。トイレを済ませた子どもから、コットという簡易ベッドに大判のタオルを敷いて休みます。ロー
ルカーテンを下ろして部屋を少し暗くし、静かなオルゴールの音楽をかけ、安心して眠りに入ることができるよう
環境を整えています。すでにベッドに入って寝ようとしている子どももいます。上にかけるタオルをたたんで抱き枕
にして抱いて寝ている子どももいます。職員はなかなか寝つけない子どものそばに座って背中をとんとんしたり、
優しく背中をさすっていました。しばらくすると全員が眠りにつきました。

　午前中2～5歳児は六ッ川公園グランドで運動です。みんなで整列して体操をした後、広いグランドを回っていま
す。クラスごとに分かれても、2歳児はまたグランドを力いっぱい競争するように走り回っています。「○○ちゃん、
はやーい」などと保育士は声をかけ元気づけています。この後、2歳児は体の後ろにしっぽをつけて「しっぽとり」
を始めました。初めは自分のしっぽを取られないよう慎重な動きでしたが、やがて取ったり、取られたり、わー
わー言いながら楽しんでいました。その後、2～5歳児一緒になっての遊びです。ボールを蹴ったり、両手で上に
放り投げたりのサッカー遊びをする子どもたちもいれば、鬼ごっこのどこかのグループで年長児と一緒に遊ぶ子
どももいます。みんな仲良く遊んでいました。
　クラスにもどって給食です。クラスの壁には、金色の折り紙を背に折り紙で作ってクレヨンで顔を描いたおひなさ
まが、子どもたちの数だけ展示され、季節を感じさせます。献立は胚芽米入りご飯、鮭のおかかマヨ焼き、かじき
の五目煮、豆腐と青菜のみそ汁、グレープフルーツです。「鬼ごっこおもしろかった」「サッカーでボールをたくさん
蹴ったよ」と今終えた遊びの話をしながら、口を大きく開けて鮭を食べています。栄養士と調理師は手分けして、
毎日各クラスを回っています。朝7時から園に来ている子どもは、食べながらも眠くなって、保育士が援助してい
ました。
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【５歳児】

　近くのグランドに2～5歳児が一緒に出かけます。5歳児は2歳児のサポートをしています。グランドに出るまでに
は急な坂がありますが、5歳児は2歳児の様子を気にしながら手をつないでいます。グランドに着くとそれぞれの
クラスに分かれて全員で体操をします。「気をつけ」職員が号令をかけると、子どもたちは手を叩きながら前へな
らえをして、体操の準備をします。元気にかけ声をかけています。さあ、次は全員でマラソンです、5歳児はグラン
ドを大きく使って走っています。5歳児は自分たちでルールの確認をして遊び始めました。遊びの後半は、小さい
子どももできる遊びに誘ったり、異年齢の年長児らしい思いやりも見られました。
　給食のときは、小学校に行く話や、園での遊びの話などをしてくれました。食事中には栄養士が子どもたちの様
子を見に来て「ブロッコリーおいしい」「魚の上のソースがおいしい」など感想を話していました。食事が終わり、ほ
かのクラスは午睡時間になりますが、5歳児は就学前指導で午睡はありません。その日はホールで、卒園式の
歌の練習をしていました。今日は新しい歌の練習をするようです。「卒園式の歌の練習をします」職員が言うと子
どもたちは声をそろえて、「よろしくお願いします」。職員が「姿勢はどうですか」と聞くと、みんな姿勢を正します。
歌詞の意味などについても職員が説明して、どういう歌の内容かをわかりやすく伝えています。職員の歌を聞
き、後について歌います。初めての歌ですが大きな声で練習をしていました。

　近くのグランドに2～5歳児が一緒に出かけます。4歳児は3歳児と手をつないでいます。職員が「みかんがいっ
ぱいだね」と、子どもたちと話をしていると、「鳥の巣があるよ」と子どもが言いました。職員は「そうだね、鳥のおう
ちだよ」、子どもたちも「おうちだね」と自然の風景を楽しんでいるようです。「道を渡ります、車来てますか」職員の
声に「来ていません」そう言って、子どもたちが手をあげて道を渡ります。グランドに着きました。それぞれのクラ
スに分かれて整列し体操をします。体操が終わるとマラソンです。職員が先頭で走り、子どもたちも元気に全速
力で走っています。そのあとはクラスごとに遊び、4歳児は助け鬼をしていました。「このごろ、ルールを守ることが
自然に身についてきたんです」と職員が話すように、「逃げて、逃げて」など友達を応援したり、タッチされた、され
ないで泣いたり、いろいろなことで、友達とのコミュニケーションの取りかたや、遊びのルールなどを学んでいるよ
うです。職員は、子どもの話をよく聞いてその子どもにわかりやすい言葉で説明し、支援をしています。
　遊びから帰ってくると給食でした。みな、上手に箸を使っています。少し箸が苦手な子どもが今日は上手に使え
たようです。「すごいね、できたね」という職員の声に、その子どもは嬉しそうにもう一度頑張っていました。無理に
全部を食べさせるような声かけはせずに、「今日は食べられたの、すごいね」など、子どもが自信を持てる言葉が
けを、職員は常にしていました。

【３歳児】

【4歳児】

　給食が始まっていました。献立はハヤシライス、ミモザサラダ、もやしとしめじのスープ、オレンジです。4、5人ず
つ4つのテーブルに分かれています。午前中まで2日かかって製作した折り紙のおひなさまの話をしています。
「みんな上手にできたね」と保育士が言うと、テーブルの子どもたちは満足そうな顔を見せました。栄養士が喫食
状況を見に部屋に入ってくるなり、「おいしいよ」と別のテーブルの子どもの大きな声がかかりました。栄養士も
にっこりして各テーブルで声をかけています。「ハヤシライスうちではあまり作らないよ」「うちは作るよ」「白いのも
作るよ」、保育士が「ああ、シチューのことね」とすぐ補足していました。「もやしがいっぱい入っているなー」と箸を
上手に使いながらスープの具をかき込んでいます。みんな話をしながら、楽しそうに食べていました。
　翌日の朝の活動は、2～5歳児が六ッ川公園グランドで運動です。4歳児が3歳児と手をつないで、グランドまで
の急な坂を下ります。子どもたちは整列して準備運動をした後、各クラスごとの遊びです。3歳児は参加者14名を
2つに分け、バトンを持ってリレー競争です。「がんばれ、がんばれ」と自分のチームを応援しています。リレーの
後は異年齢が一緒になって好きな遊びです。多くの3歳児が鬼ごっこでグランドを走り回っていました。
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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 11月 28日  ～  平成 28年 12月 12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： 99 回収数： 58 回収率： 58.6%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が24人（41.4%）、「満足」が32人
（55.2%）で「満足」以上の回答は合計56人（96.6%）でした。

　平成27年9月に園の建て替えが完了し、「他園に比べて明るい」「新しい園となりとてもよく
なった」「室内でもボール遊びができ、サッカーを楽しみにしている」など施設面での満足度が
とても高く、また、保育面でも「保育士が子どもをよくみてくれているのがわかり安心です」
「いつも子どものことを考えてくれて本当に感謝しています」「今後もあたたかく思いやりある
園であってください」など好意的な意見が多くありました。

　項目別に見ますと、満足とどちらかといえば満足を合わせると、「問5② 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」で100%、「問2⑤ 保育園での１日の過ごし方に
ついての説明には」で98.3%と、評価が高い項目として挙げられます。「問6⑦ 開所時間内であ
れば柔軟に対応してくれるなど、残業などで迎えが遅くなる場合の対応に」はほかの項目に比較
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

12.1% 65.5% 10.3% 10.3% 1.7% 0.0%

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

40.0% 55.6% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「見学したか、覚えていない」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

36.2% 43.1% 8.6% 5.2% 5.2% 1.7%

①見学の受け入れについては
43.1% 41.4% 3.4% 0.0% 12.1%

その他： 「見学していません」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

31.0% 58.6% 6.9% 0.0% 3.4% 0.0%

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

39.7% 41.4% 5.2% 0.0% 13.8% 0.0%

その他： 「面接がなかった」などの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）

43.1% 37.9% 10.3% 3.4% 5.2% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

46.6% 51.7% 1.7% 0.0% 0.0%

その他： 「あまり覚えていない」などのコメントがありました。

0.0%

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

0.0%

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

19.0% 44.8% 10.3% 5.2% 19.0% 1.7%

①年間の保育や行事についての説明
には

34.5% 50.0% 6.9% 8.6% 0.0%

その他： 「どのような要望があるのかが、わからない」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

41.4% 41.4% 13.8% 1.7% 0.0% 1.7%

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）

50.0% 44.8% 5.2% 0.0% 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）

53.4% 37.9% 6.9% 1.7% 1.7% 0.0%

その他： 「あまりわかりません」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

53.4% 31.0% 8.6% 1.7% 5.2% 0.0%

その他： 「よくわからない」などのコメントがありました。

1.7%

その他： 「わからない」というコメントがありました。

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

48.3% 43.1% 3.4% 1.7% 1.7% 1.7%

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

48.3% 39.7% 6.9% 1.7% 1.7%

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

56.9% 36.2% 3.4% 0.0% 1.7% 1.7%

①給食の献立内容については
55.2% 36.2% 5.2% 3.4% 0.0%

その他： 「子ども自身が拒んで食べないため」という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

55.2% 39.7% 0.0% 1.7% 3.4% 0.0%

その他： 「わからない」などの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

56.9% 32.8% 6.9% 0.0% 3.4% 0.0%

その他： 「昼寝や休憩がわからない」などのコメントがありました。

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

43.1% 37.9% 13.8% 1.7% 3.4% 0.0%

その他：

1.7%

その他： 「おむつはずしがまだなのでわかりません」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

55.2% 37.9% 5.2% 1.7% 0.0% 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

44.8% 37.9% 5.2% 1.7% 8.6%

「まだけがなどそのようなことがない」などのコメントがありました。

その他：
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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

58.6% 41.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
55.2% 41.4% 3.4% 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

51.7% 41.4% 5.2% 1.7% 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

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

44.8% 37.9% 15.5% 1.7% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「まだわからない」などの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

37.9% 55.2% 3.4% 3.4% 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

27.6% 58.6% 6.9% 3.4% 3.4%

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

36.2% 50.0% 10.3% 3.4% 0.0% 0.0%

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

37.9% 43.1% 12.1% 5.2% 1.7% 0.0%

その他：
「連絡ノートが3歳からなくなるが、日中の様子をもう少し知りたいと思うことがある」
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

32.8% 51.7% 8.6% 1.7% 5.2% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

⑥保護者からの相談事への対応には
36.2% 58.6% 3.4% 1.7% 0.0% 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

37.9% 48.3% 10.3% 3.4% 0.0%

「時間内に行けるようにしているのでわからない」などのコメントがありました。

その他：
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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

0.0%

その他： 「自分の子どもだけじゃなく平等にしてほしい」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

62.1% 32.8% 3.4% 0.0% 1.7% 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

56.9% 39.7% 0.0% 1.7% 1.7%

その他： 「まだ慣れていない」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

37.9% 39.7% 1.7% 1.7% 13.8% 5.2%

その他： 「対象児童がいるのかもわからない」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

53.4% 39.7% 5.2% 0.0% 0.0% 1.7%

その他：

55.2% 3.4% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「要望を出したことがない」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

41.4%

⑤意見や要望への対応については

36.2% 56.9% 5.2% 0.0% 1.7%
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事業者からの意見

　第三者評価を受けるよう指導をされた時、南区で最初に受けさせてもらい、とてもいい評価をいた
だきました。今回の第三者評価を受け、新たに見直すことや振り返りができたことは、とっても良
かったと思っています。普段気が付かないことなど、たくさん知ることができたように思います。
　また、保護者の方々の意見も少しずつ取り入れながら、日々の保育を充実させて進めていきたいと
思っています。保育園と家庭の信頼関係はとてもいいので、今後も意見を聞きつつ、改善するところ
は全職員が周知し、より良い園生活が過ごせるよう努めていきたいです。保護者・職員の意見とし書
面にあげられていることは、一つずつ解決をしていければと思っています。地域の方々との交流は、
今後も引き続き行っていき、子ども達にもいい体験ができるように希望しています。
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