
令和1年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪基本情報≫ 

対象事業所名 横浜市白根保育園 

経営主体(法人等) 横浜市 

対象サービス 認可保育所 

設立年月日 昭和 51 年 5 月 10 日 

定員（利用人数） 78 名（76 名） 

事業所住所等 横浜市旭区白根 7-31-3 ／ 電話番号 045-953-1007 

職員数 常勤職員 11 名 ・ 非常勤職員 6 名 

評価実施年月日 令和 1 年 11 月 13 日・14 日 

第三者評価受審回数 3 回 

実施評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

＜実施方法＞ 

評価項目 横浜市基準項目 

自己評価実施 

 

期間：令和 1 年 7 月 10 日～令和 1 年 9 月 26 日 

各自評価票に記入し、担当者が項目ごとに会議の中で話し合いを進める。 

福祉員には、福祉員会議の中でわからない点などの共有をしていく。 

利用者アンケート 期間：令和 1 年 9 月 17 日～令和 1 年 10 月 23 日 

7 月の園だよりで第三者評価受審のお知らせを載せる。約 1 か月前に掲示とと

もにアンケートを配布し、再度締め切り日のお知らせをする。 

利用者本人調査 

 

0 歳～5 歳児対象に 1 日の生活を通して観察を行い、園生活、食事、遊び等を

場面観察から考察をまとめた。 

 

 ＜横浜市白根保育園の保育理念＞ 

● 一人ひとりを大切にし、よりよく生きる力を育てます。 

  

 ＜横浜市白根保育園の保育方針＞ 

● 一人ひとりの個性を認め、気持ちを受け止めながら、集団での健やかな育ちにつなげていきます。 

● 子ども達が安心安全で過ごせる心地よい保育園作りに努めます。 

 

 

 

 ＜現在取り組んでいる点＞ 

● 保護者の方とのコミュニケーションを大切にし、子ども達の成長を喜び合えるようにして

いる。 

● 「食の大切さ・楽しさ」と「エコ」を子どもたちに伝えるために資源循環局と共に土づくりを行い、

食育だよりを発行したり、取り組み内容を写真掲示したりして、家庭と取り組み内容を共有できるよ

うにしている。 

● 地域交流では、応援隊の方々や福祉施設との交流を深め、小学校とは、切れ目のない関係 

づくりをしている 



≪総合評価≫ 

 

●横浜市白根保育園の立地・概要 

横浜市白根保育園は、相鉄線西谷駅からバスで約10分、帷子川に沿って国道16号線（八王子街道）を鶴ヶ

峰駅方面に進み、金草沢バス停で下車し、緩やかな坂道を5分ほど歩いたところに位置しています。園は、

横浜市西部の高台にあり、金草沢公園、白根東公園等、子ども達が散歩に出かけられる公園も多く、地域

の相互理解によりのびのびとした保育を展開しています。近くには保土ヶ谷病院、社会福祉法人「白根学

園」があり、南に8分位の所には白根神社もあり、境内には横浜市で最大の白糸の滝が流れています。近年、

周辺は１戸建ての住宅も増え、横浜のベッドタウン的な地域となっています。 

●園舎は平成24年度に改築された鉄骨の平屋建てで、園舎の南側は園庭になっており、5歳児クラスは晴れ

た日はマットを軒先に敷いて外に出、他保育室からはテラスを通って園庭に出られるようになっています。

園庭には銀杏、ブルーベリー、ジューンベリー等が植栽され、築山、菜園、プール、ジャングルジム、砂

場、滑り台、鉄棒が備えられており、子ども達は楽しく遊んでいます。保育所の定員は1歳児12人、2歳児

が15人、3歳児が17人、4歳児が17人、5歳児が17人の計78人です。入所児童数は、1歳児が＋2人、2歳児が

＋1人、3歳児が－3人、4歳児が－2人、5歳児が±0人の計76人の中規模保育園です。横浜市白根保育園の

特別保育の実施状況は、延長保育、障害児保育を実施し、保護者・地域に対する子育て支援として、園だ

よりの発行、育児相談、施設開放、園庭開放、交流保育、育児講座を実施し、家庭への支援、家庭の育児

力・地域の育児力を育む環境作りに取り組んでいます。 

 

●横浜市白根保育園の保育の方針 

横浜市白根保育園は昭和51年に設立され、43年の歴史を刻んできた保育園です。保育の方針は横浜市の保

育の根本を軸とし、地域性を加味して理念・基本方針を策定しています。横浜市白根保育園では、未来へ

の可能性を秘めたかけがえなない子どもたち、その子どもたちが、周りの人々から愛され、日々の生活や

遊びの中で心に響く多くの体験を積み重ねることが人格形成の基礎を培います。その大切な時期の子ども

たちをお預かりする保育園は、一人ひとりがより良い一日を過ごせるように援助します。人や物や自然に

自ら関り、自己肯定感をもって生きていけるように、日々取り組んでいます。保育理念は、「一人ひとりを

大切にし、よりよく生きる力を育てます。」と謳い、園の保育目標に「心も体もたくましく」・「自分も友だ

ちも大切に」・「自分で考え行動しよう」を目指して保育に当たっています。横浜市白根保育園の特色ある

保育・教育として、「年間を通した異年齢交流」、「リズム遊び」、「栽培活動による食育の取り組み」、「地域

とのつながり」が挙げられます。 

 

≪特に評価の高い点≫ 

 

１．【子ども一人ひとりを大切し、より良く生きる力を育む取り組み】 

●子どもたちに望まれる資質・能力は、「知識・技能の基礎」、「思考力・判断・表現力の基礎」、「学びに向

かう力・人間性・意欲・態度」の３つと言われおり、横浜市白根保育園では保育を通して、「より良く生き

る力」を子どもの主体的な活動から育み、子ども一人ひとりを大切にしながら子ども達が自立に向かうこ

とを促す保育を実践しています。例えば、1歳児クラスの子どもがレールをつないで電車を走らせる遊びを

していました。子どもは2本目まで正しくレールをつなぎますが3本目のレールは裏返しにつないでしまっ

ており、子どもは電車を走らせますがうまく電車が動きません。保育士が見守る中、子どもは何度も動か

しながらレールの裏返しに気付き、正しくレールをつなぎ直して上手に電車が走ることができました。子

どもはその瞬間の達成感を味わい、保育士は口を挟まずに最後まで見守っていました。また、5歳児クラス



ではおたのしみ会で発表する演題、役決め、役のセリフ・動き、子ヤギの家等の舞台設定など全て子ども

達の遊びの中から決めていきます。演題は「オオカミと7匹の子ヤギ」に決まり、役決めでは、自分がやり

たいけれどうまく言えずにいる友だちへの配慮と自分の気持ちの葛藤を持ちながらも子どもたち同士で折

り合いを付けながら役決めを行い、保育士はその過程を見守りまとめ役として助言をする等、子どもの心

の成長、一人ひとりの力を促しています。 

 

２．【栽培活動による食育の取組み】 

●現在を最もよく生き、かつ、生涯にわたって健康で質の高い生活を送る基本としての「食を営む力」の

育成に向けて基礎を培うことが保育所における食育の目標とされています。横浜市白根保育園では、栽培・

食育計画を作成して力を入れて取り組んでいます。食育のねらいに、「野菜などを育て、収穫の喜びを感じ、

調理したり、味わう体験をする。」、「体と食べ物の関係や栄養に興味や関心を持つ。」、「食事のマナーやル

ールが分かり、友達と一緒に楽しく食事をする。」としています。横浜市白根保育園では、「食の大切さ・

楽しさ」と「エコ」を子どもたちに伝えるために横浜市資源循環局と共に土作りに取り組み、その土をプ

ランターや園庭の畑の土壌とし、野菜の種まきや苗の植え付けを行っています。子ども達は野菜の成長を

楽しみながら意欲的にお世話をしています。収穫期には新鮮な野菜で調理体験をする機会を設け、保育士

は食材と体の作りの関係を子ども達に伝え、意識的に食せるよう推進しています。また、食事マナーを学

び、正しい姿勢で食事をすることの大切さを伝えています。定期的に食育だよりを発行し、食育活動の写

真を園内に掲示して家庭での食育にもつなげています。 

 

３．【身体能力と脳の発達を促すリズムを取り入れた保育】 

●横浜市白根保育園では、1歳児から5歳児の保育にリズム遊び・運動を取り入れています。リズム遊びで

は手足や全身を使って飛び跳ねたり、走ったり、色々な動きを行い、体力作りと体のしなやかさなど基本

的な身体能力を養い、音楽に合わせて手足を協調させて楽しくリズムに合わせて楽しんでいます。乳児も

音楽にあわせて体を揺すり、手を叩き、自己表現力を培い、保育士の歌を聞いて言葉の発達も促されてい

ます。他人と協調しながら楽しむリズムは、社会性を獲得する一歩にもなっており、また、音楽をよく聞

き保育士の動きをしっかりと観察するので自然と集中力が養われています。園では、リズム年間指導計画

を策定し、各年齢に応じたクラスのねらいを４期に分けて設定し、１歳児の１期（４、５月）には、「保育

者の口ずさむ歌に合わせて一緒に身体を動かしてみる。」、５歳児の４期（1～3月）には、「自信をもって表

現することを楽しむ。」を設定しています。指導計画の保育士反省欄には子どもたちがリズムを気持ちよく

楽しんでいる様子が詳細に記され、取り組みの成果、子どもの成長の足あとを見ることができます。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

 

1. 【保育理念に沿ったさらなる取り組みについて】ああああああああ 

●横浜市白根保育園では、保育理念として、「子ども一人ひとりを大切にし、よりよく生きる力を育てます。」

を掲げています。「子ども一人ひとりを大切にした保育」の実践については、自己肯定感が育まれる段階か

ら「より良く生きる力」へのプロセスをさらに丁寧に行うことが大切です。子どもの自発的な行動や、子

どもがやりたい、やろうとする自らの自主的活動を促す内容を保育の多くの場面に取り入れ、充実した内

容でさらなる推進を図り、その成果として「生きる力」等が培われていくことを期待いたします。 

 

 



横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

第三者評価受審施設 横浜市白根保育園 

評価年度 令和１年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜評価領域＞ 

Ⅰ 利用者本人（子ども本人）の尊重 Ⅱ サービスの実施内容 Ⅲ 地域支援機能 

Ⅳ 開かれた運営 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 Ⅵ 経営管理 

 

評価領域Ⅰ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類１－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育理念に、「一人ひとりを大切にし、よりよく生きる力を育てます。」を掲げ、年齢（１歳～5 歳児）

ごとに方針を定めています。園目標に、１．「心も体もたくましく」、２．「自分も友だちもたいせつに」、

「自分で考え行動しよう」を目指し、玄関、各クラス、事務室に掲示し、常に確認ができるようにしてい

ます。また、保育方針として、「一人ひとりの個性を認め、気持ちを受け止めながら、集団での健やかな育

ちにつなげていきます。」、「子ども達が安心安全で過ごせる心地よい保育園作りに努めます。」とし、全職

員に周知して共通認識を図り、ミーティング等で保育理念、園目標を唱和して理解を深めています。保護

者には入園時、懇談会等で周知しています。保育方針、マニュアル、保育計画はいつでも閲覧できるよう

に事務室に設置し、理念、基本方針、保育目標、全体的な計画を基に保育計画を作成して実践につなげて

います。 

 

●全体的な計画は、理念、方針、目標に沿って保育・教育目標、養護、教育、食育等について年齢ごとに

作成し、育みたい資質・能力の 3 本柱、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 10 項目や、地域との関わり

等についても盛り込んでいます。全体的な計画の策定については、園内プロジェクトを設け、担当者を中

心に方向性を考え、保育目標、保育方針、保育姿勢の素案を作成し、職員会議で話し合い、決定していま

す。保護者に対しては、入園時や懇談会でわかりやすく説明し、各年齢の発達や特徴を大切にしているこ

とを伝えています。また、各クラスのファイルに綴じていつでも確認できるようにしています。年度末に

は職員会議で計画や目標について見直しを図り、次年度に生かしています。  

    

●年間、月間の指導計画、週・日案当は、全体的な計画に基づいて年齢ごとの子どもの成長、発達を考慮

し、普段の仕草や表情から子どもの気持ちの動きを汲み取るよう配慮し、子どもの自主性を尊重して作成

しています。 

さらに、子どものアイデアから派出した遊びを活動や行事に取り入れています。職員は、カリキュラム会

議で年間、月間指導計画について話し合い、子どもの様子や状況に合わせて柔軟に対応の仕方を変えるよ



う努めています。また、正規職員と福祉員で話し合う機会を設け、連携を図りながら 1 日の保育につなが

りが持てるようにしています。 

 

評価分類１－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●入園説明会では、入園前記入票（区で統一した面談票）を基に保護者と面談を行い、成育歴、家庭での

状況、健康状態等を丁寧に聞き取り、把握した情報は担任に引き継いで共有し、保育に生かしています。

子どもの健康面に関しては、会議やミーティングで職員に周知し、共通認識を図っています。また、児童

票、児童健康台帳、その他の入園前記入票は、保育や指導計画の作成に生かしています。園では、入園説

明会には出来るだけ親子一緒に来園してもらうようにしています。 

 

●短縮保育については、必要性を保護者に丁寧に説明を行い、年齢、子どもの様子、家庭・就労状況等に

応じて保護者と相談しながら日程を調整しています。利用開始後は園の生活環境に慣れるよう個別に配慮

しながら子どもに負担がないよう努め、保護者と密に様子を伝え合う時間を大切にするようにしています。

新入園児については、子どもが安心して過ごせるよう、ミーティング、会議等で子どもの様子・状況を共

有し、子どもの姿に応じて柔軟に対応するよう配慮し、子どもの不安軽減に努めています。また、担任と

福祉員で子ども一人ひとりの様子について口頭や引き継ぎノートを活用して情報を共有できるようにして

います。乳児については、ゆるやかな担当制を採用し、子どもの日の生活状況について家庭と共有を図り、

連絡ノートで子どもの様子を詳細に伝えています。在園児についても特に、進級時は担任が丁寧に配慮す

るようにしています。 

 

●個別指導計画は、月齢に配慮しながら 1 歳、２歳児に作成し、幼児については各クラスの指導計画に個

別配慮の欄を設け、気になる子どもの様子や特記事項の記録をしています。カリキュラム会議において子

どもの行動や対応の仕方等の意見交換を行い、職員会議で全職員が情報を共有できるよう体制を整えてい

ます。個別指導計画は、保護者面談等を行い、家庭の状況も踏まえて作成しています。また、ケース会議

を設けて指導計画に役立てています。 

 

●乳児保育について、子ども一人ひとりの生理的・心理的欲求をしっかり受け止め、自分でしようとする

気持ちを大切にし、応答的な対応を心がけています。変化が大きい時代を踏まえ、発育に応じて身体を動

かせるよう遊具を活用した様々な活動や、探索行動ができるよう工夫し、活動時間に余裕を持ちながら安

全に配慮しています。また、発達や興味・関心に応じて玩具の入れ替えを行い、コーナー作りをして子ど

もが自由に遊べるよう工夫しています。保育士は、手作りのリング落としや布玩具等の保育用品を提供し、

一人ひとりの発達に応じて遊べるようにしています。保護者との連携は、連絡ノートで睡眠、食事、排泄

等の情報交換を密に行い、必要に応じて午前睡を取り入れ、午睡の起床時間を調整する等、1 日を通して

子どもが機嫌よく過ごせるよう配慮しています。 

 

 

 



●保育環境については、「遊びプロジェクト」を設け、担当職員を中心に環境について検討し、園庭に築山

や虫探しができる場所を作る等、環境作りに取り組んでいます。3歳児は、子どもの好きな絵本から題材に

した保育活動を行い、4歳児では、体を十分に動かして遊べるようフープ遊びの展開に取り組み、5歳児は、

それぞれのクラスで興味を持った遊び（ソーラン節、リレー、ドッジボール、鍵盤ハーモニカ等）や活動

を取り入れています。また、一人遊びも大切にしながら時期に応じた遊びを取り入れ、個々の遊びから友

だちとのやりとりが生まれるように援助しています。保育では、子ども自身で玩具の出し入れができるよ

うに環境を工夫し、自分でやろうとする気持ちにつなげ、戸外活動においても十分に体を動かせるよう公

園先を選定しています。園では、 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」に象徴されるような意識性を大事にしながら生活や遊びを

進め、興味・関心を深め、遊びが発展してくよう援助し、保護者に対しても“子どものどのような姿を指

すのか”を具体的に伝えています。 

 

評価分類１－３ 快適な施設環境の確保 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園舎周りや園庭の整備を定期的に実施し、毎日、朝夕の清掃箇所を決め、掃除当番が拭き掃除・掃き掃

除を行い、環境に配慮しています。1 歳児クラスは毎日、玩具の消毒を行い、室内の壁も掃除して常に清

潔に保っています。各保育室に加湿器、温湿度計を設置し、温度管理の目安を掲示して日誌に記録を行い、

湿度に応じて濡れタオルや霧吹きで調整を行っています。また、自然換気をこまめに行い、子どもたちが

快適に過ごせるよう生活環境に配慮しています。保育室は陽光が入り明るく、季節に応じてレースカーテ

ンを引く等、光や熱を調整しています。 

 

●横浜市白根保育園は、1 歳児から預かる保育所であり、沐浴室の設備はありませんが温水シャワーを設

置しています。園内にシャワーブースを設備し、外用温水シャワーも備え、外遊びからの入室時に活用し

たり、水遊びやプール前後にシャワーを使用して体の清潔を保持しています。使用後は消毒を行い、マニ

ュアルに沿って清掃を実施しています。 

 

●各保育室は成長に合わせて環境構成を見直し、保育士の導線、家具の配置を考えながら模様替えをし、

空間は同時間に子どもたちが混在しないように仕切りで区別しています。4 歳、5 歳児保育室の間仕切りは

可動式のスライド式扉になっており、扉を開けて 4 歳、5 歳児が状況に応じて交流しやすいようにしてい

ます。異年齢の交流では年間計画を策定し、四季の行事やリズム、夏季異年齢保育等では保育室を広く開

放して異年齢で触れ合う活動を行っています。また、幼児は異年齢グループを設けて異年齢活動（散歩、

リズム運動、給食交流等）を行い、年長児は年下のクラスにお手伝い交流を行う等、異年齢で共有する時

間を設けています。 

 

 

 

 

 



評価分類１－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●1 歳、2 歳児は子ども一人ひとりの状況に応じて月ごとに個別指導計画を作成しています。幼児の個別支

援児については個別指導計画を 4 期に分けて作成しています。配慮を要する子どもについては、月間指導

計画の個別配慮欄に記載をして配慮し、保護者とは密に連携を図り、個人面談で園での様子や対応につい

て伝え、意向等はミーティングや会議で共有し、子どもの姿に応じて柔軟に変更・見直しをするようにし

ています。療育の相談に関しては保護者の同意の元に行い、助言等を指導計画や保育に生かしています。

また、カリキュラム会議やケース討議を行い、子どもの様子の情報共有を図って支援方法を話し合い、職

員間で共通理解の基、保育に当たっています。 

 

●入園後の予防接種や病気の記録、健康診断・身体測定の結果については児童健康台帳に記載し、個別の

子どもの様子、状況、気になること等は経過記録に記録しています。児童健康台帳、経過記録は、子ども

の家庭の状況・要望等を記録した児童票と共に事務室の書棚に保管・管理を行い、全職員が情報を共有し

て保育に当たる他、進級時の申し送りにも使用しています。就学については、保育所児童保育要録を各就

学先に送付する等、就学先と連携を図っています。 

 

評価分類１－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●配慮を要する子どもについては、ケース会議を行い、配慮事項や対応を話し合い、各クラスの月間指導

計画の個別配慮欄に記録しています。また、会議、ミーティングにて必要な情報の共有を図り、欠席者は

会議ノート、ミーティングノートを閲覧して共有化を図っています。臨床心理士とのカンファレンスを行

った場合は、ミーティングで報告し、保育に生かしています。職員は、要配慮児に係わる研修に参加し、

研修内容は会議等で報告し、資料を回覧して職員間で情報を共有しています。記録では、経過記録、面談

記録、ケース会議録、アレルギー児対応表、個別日誌等を保管しています。 

 

●障害児保育の環境整備では、園舎内はバリアフリーになっており、スロープや手すりを設置し、多目的

トイレの整備が成されています。専門機関、行政や横浜市西部地域療育センターと連携を図り、巡回訪問

を受け、指導・助言を得られる態勢を整えています。横浜市西部地域療育センターとは協力してインクル

ーシブ保育研修や障害児保育研修を行っています。障害を持つ子どもについては、障害の特性を考慮した

個別指導計画を立案し、個別日誌に毎日記録を行い、対応についてはその子どもに合った絵カードを利用

するなど工夫を行い、コミュニケーションが図れるよう配慮しています。職員は障害児保育の研修に参加

し、受講後は会議の中で報告を行い、資料を回覧し、職員間で知識を共有しています。園長は、職員に関

連の参考資料や書籍等を紹介し、福祉員やアルバイト職員にも理解を深めるよう指導しています。統合保

育では、必要に応じて保育士が仲介し、子ども同士で助け合えるよう見守り、配慮しています。 



 

●虐待防止マニュアルを作成し、全職員に周知しています。虐待の定義については会議で取り上げ、周知

を図り、旭区の養育支援事業における虐待防止研修に参加して理解を深めています。朝の受け入れ時や着

替えの際に気を配り、健康観察で確認しながら早期発見に努め、気づいた事柄は随時、職員間で情報を共

有しています。また、毎日の健康状態を保育日誌に記録して変化を捉えられるよう努めています。虐待が

疑われる場合は、速やかに旭区福祉保健センターと連携し、必要に応じて外部機関に相談できる体制を整

えています。職員は保護者の心理状況の把握に努め、会話から精神の安定が図れるよう配慮しています。

また、家庭支援の必要な保護者には声かけをして相談等に応じる等、継続的に見守り、虐待の予防に努め

ています。 

 

●食物アレルギー疾患のある子どもの除去食を提供する場合は、横浜市が定める「食物アレルギー対応マ

ニュアル」に沿って、かかりつけ医の指示を基にアレルギー疾患生活管理指導票(主治医記入)に沿い、適

切に対応を行っています。保護者とは密に連携を図り、毎月、献立表を基に保護者、担任、調理職員、園

長で個別に面談を行い、除去食の提供の仕方や対応の確認をしています。献立は前日のミーティングや当

日の朝、調理への人数報告、配膳時等、食物アレルギー対応マニュアルに沿って確認し、別柄の専用食器

を用い、アレルゲン、クラス名、氏名をトレイに貼り、個別配膳と担任間・調理員とでダブルチェックを

徹底し、誤配膳、誤食がないよう徹底しています。また、座席や布巾も色分けするなどしています。アト

ピー性皮膚炎の子どもについては、家庭と協力しながら対応し、虫刺されにより腫れる体質の子どもに対

しては外遊びでは長袖、長ズボンを着用するなど配慮しています。職員はアレルギー研修に参加して園内

で研修報告を行い、職員間で共有しています。 

 

●文化が異なる外国籍の子どもへの対応では、生活習慣や考え方の違いを理解し、園生活をスムーズに送

れるよう配慮しています。子ども達に対しては行事等を通して様々な文化があることを伝えています。外

国籍に係わる保護者には、手紙にはルビを振り、意思の疎通ではイラストを活用したり、ジェスチャーや

実物を見せて示す等、コミュニケーションが取れるよう配慮しています。意思疎通が困難な場合について

は、横浜市の通訳の冊子を取り寄せ、通訳を依頼する等、対応策を講じています。宗教食については、必

要に応じて除去等の対応が可能であることを伝えています。 

 

評価分類１－６ 苦情解決体制 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保護者からの苦情などに関しては、入園のしおり（重要事項説明書）に「苦情解決制度について」を明

示し、苦情・相談の窓口担当者を明記して入園説明会でも説明をしています。また、第三者委員を設け、

入園のしおりに連絡先を明記し、入園説明会、行事時に紹介をしています。苦情受付担当者・責任者は園

長と定め、重要事項説明書にも記載し、問題解決の窓口について玄関に掲示しています。要望や意見等を

聞く機会としては、連絡帳やクラス懇談会、個人面談、行事後のアンケート、意見箱を玄関に設置し、保

護者の意見・要望等を聞くようにしています。年度末には保護者の満足度調査アンケートを実施していま

す。 

 



●横浜市立保育所苦情解決要綱に則り、「苦情解決マニュアル」を作成し、必要に応じて第三者委員や外部

機関を交えて対応できる体制を整えています。保護者から苦情、要望を受けた場合は、職員に周知し、速

やかに会議等で対応策を話し合い、迅速に改善等について説明するようにしています。第三者委員は、定

期的に連携して園の様子を伝え、行事等に参加してもらい保護者と顔を合わせる機会を設けています。苦

情・要望は、苦情受付報告書に記録し、保護者にも状況経過を伝え、別紙でも掲示しています。園独自で

解決することが困難な場合は旭区福祉保健センターこども家庭支援課と連携して対応する体制が整ってい

ます。 

 

評価領域Ⅱ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●横浜市白根保育園では、「あそびのプロジェクト」を中心として園の環境構成や、発達にふさわしい玩具

について話し合い、環境を整備しています。また、子どもの興味や季節に合わせて玩具の入れ替えを行い、

子どもが遊び込めるようスペースを確保してパーテーション等で区切り、コーナーを設定しています。玩

具は子どもが自発的に活動できるよう、玩具収納棚を年齢に合わせた高さに設置して自由に取り出せるよ

うにしています。園庭には砂場、大型遊具、築山を備え、子どもたちが思い思いに遊べる環境を整備し、

好きなことをして遊び込める時間を十分に確保しています。 

 

●子どもの発達や興味に合わせて自由遊びと、年齢に応じて朝の会、帰りの会等の集団活動をバランスよ

くディリープログラムに取り入れ、友達関係やルールを守る等の社会性を重視して一緒に遊ぶ楽しさを伝

えています。職員は、ゲームやクイズ、ごっこ遊びから子どもの発想を大切し、遊びを展開できるよう道

具等を用意し、遊びの導入への言葉かけを行っています。また、子どもの思いを受け止め、認め、自由に

表現できるよう支援しています。集団遊びが苦手な子どもには無理に声かけはせず、本人がやりたい気持

ちになるのを待ち、一人ひとりに合った対応をしています。 

 

●園庭やテラスの花壇・プランターを活用して、土作りから多品種の野菜を栽培して収穫を体験し、採れ

た野菜は食育につなげています。花はドライフラワーや染め物にしたり、野菜はスタンピングにも活用す

る等、保育に取り入れています。収穫した野菜は家庭に持ち帰り、保護者と一緒に調理して食すことで家

庭とも一緒に食育活動を進めています。飼育では、散歩で発見した虫などの観察を通して命の尊さを知る

機会にしています。子どもたちは図鑑や生き物の絵本を見て調べる等、身近な生き物への興味・関心を深

めています。散歩や園外活動では、自然に触れ合える機会を積極的に設け、散歩途中に行き交う地域の方々

と挨拶を交わし、季節の移り変わりへの言葉かけや子どもが興味を示した事象に応える等、豊かな感性が

育まれるよう努めています。幼児は公園愛護会の方と交流し、地域の公園の花植え（ひまわり、チューリ

ップ）を行い、四季折々の自然に触れながら公共の緑化活動の体験をしています。 

 

 

 



●園では、子どもの要求するものについて、危険のない範囲で使えるように提供しています。工作や折り

紙、空き箱・テープ等の素材を使って自由に表現し、幼児では手仕事のコーナーを設け、特設コーナーと

して体験できるよう子どもが楽しめる工夫をしています。年長児は個人のお絵描き帳、お道具箱を保有し

て自由に描画を行い、ゲーム、カルタ、時計等の遊びから文字や数字に興味が持てるよう取り組み、子ど

も達が覚えた歌を職員と一緒に歌ったり、鍵盤ハーモニカも自由に取り出して使えるようにする等、興味

を広げ、楽しさを味わえるようにしています。また、リズムカリキュラムを作成し、週 1 回リズム運動を

行い、子ども達は体を動かし自由に表現する機会を設けています。 

 

●子ども同士のケンカの場合は、ケガにつながらないよう見守り、気持ちの切り替えができるスペースを

設け、落ち着いて子ども同士で話し合えるよう促し、互いの思いを受け止めながら年齢や発達状況に応じ

て保育士が仲介に入ってわかりやすく伝え、相手の気持ちを考えられるよう援助しています。乳児クラス

では、ケガがないよう見守り、子どもの気持ちを職員が代弁しながら思いを受けとめるようにしています。 

 

●異年齢保育では、年間計画を作成し、年齢ごとの発達を踏まえた遊びも工夫しながら、朝夕の合同保育、

夏季保育、製作活動、会食、おやつ交流、散歩等を行い、異年齢の触れ合いを大切にし、園庭での遊びで

も自然に交流しています。幼児クラスでは 3 歳、4 歳、5 歳児クラスを異年齢の 2 グループに分け、夏季保

育や遠足、運動会のプログラム等、活動を行っています。 

 

●健康増進の工夫では、天気の良い日は散歩や園外活動を積極的に取り入れ、年齢や目的に応じて計画的

に出かけ、子どもたちは体を存分に動かしています。また、短い時間でも園外活動ができるよう工夫して

取り組んでいます。園庭では固定遊具やボール、巧技台、トンネル、フラフープ、縄跳び等、体を使って

遊ぶ遊具が揃えられ、のびのびと体を動かして遊ぶ環境を整えています。また、週 1 回はリズム運動を取

り入れ、意識的に体を動かす機会を設けています。外遊びでは 1 年を通じて日除け帽子を着用し、園庭や

プールには遮光ネットを活用して紫外線対策を行っています。子どもの健康状態は毎朝、把握し、体調の

すぐれない子どもは室内で過ごす等、個別に対応しています。 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●食事を楽しむ工夫として、楽しい食事の雰囲気作りや言葉かけを行い、給食バイキングを実施して自分

で選んだり、お皿に盛って食べる楽しさを味わい、行事時での食事の飾りつけや、季節に応じた旬の食材

を使用した食事を提供する等、食事を楽しめるよう工夫しています。また、食育活動で食材の感触や匂い

を知り、栽培した野菜、給食の食材の皮むきやさや豆のスジ取りなど調理体験を行い、食事に対する興味・

関心を高めています。 

●食事については、調理員がクラスを巡回し、子どもの喫食状況を保育士と共に把握し、毎月、喫食状況

を踏まえて献立の検討を行い、記録に残し、調理の仕方や盛り付け、食材の形状等の工夫に努めています。

また、子どもの様子に合わせて量や好き嫌いを把握し、個人差に応じて食事量を調整しています。調理員

と子どもの交流では、お別れ会の会食パーティーに参加して子ども達と一緒に食事を行い、交流を図って

います。食器は、温かみのある磁器陶器を使用し、年齢に合った食器の形状や大きさ、食具を揃えました。 



 

●給食では、食事前に「ぱくぱくだより」（こども用献立表）を読み、栄養士からの今日の献立の話しや季

節の食材の話をして関心を持って食事ができるようにしています。保護者に対しては、保育士体験時に給

食の試食を行い、子どもの食べる様子を見てもらいながら園での様子を伝え、各クラスの食育だよりも掲

示して取り組みを伝えています。また、給食のサンプルを玄関に掲示して脇には子どもに人気のレシピや

盛り付けのアレンジの写真を掲載し、献立のポイントを園だよりに掲載する等、家庭での食育につなげて

います。 

 

●午睡については、安心して心地良く午睡ができるようカーテンを引き、室温、湿度に配慮し、保育士は

子守唄や子どもの背中をさすり、傍に添う等、子どもが安定した気持ちで入眠できるようにしています。

SIDS の予防では、1 歳児は 10 分、2 歳児は 25 分間隔でブレスチエックを行い、SIDS チェック表に記録

しています。低年齢児や利用開始後等、生活が変化する時期は特に留意しています。他年齢児にも視診、

触診をして見守りをしています。眠れない子ども、眠くない子どもには、布団の上で休息の時間を持てる

よう横になったり、静かに過ごすように促しています。5 歳児は就学に向けて年明けから午睡時間を徐々

に無くすようにして生活リズムを整えるよう進めています。 

 

●トイレットトレーニングでは、個人差があることを十分に理解し、一人ひとりの発達状況に応じて、保

護者と連携を密にしながら布パンツへの移行を進めています。個々の排泄リズムを確認しながら、タイミ

ングを見てトイレに促していますが、無理強いはしないよう、子どもの気持ちを大切にして進めています。

乳児は、排便の状況を連絡帳で保護者へ知らせています。排泄に失敗した際は、子どもの気持ちに配慮す

るよう心がけ、シャワーカーテンで他児に見えないよう配慮し、シャワーを利用して気持ち良く過ごせる

ようにしています。職員は、オムツ交換時には「おむつ換えようね」、「おしっこでたかな」等、やさしく

声かけを行い、交換後には「さっぱりしたね」と言い、心地良く感じられるような声かけを心がけていま

す。 

 

●保育時間の長い子どもについて、活動や体調面を考慮して 1 日の過ごし方に配慮し、乳児については 1

日の生活に流れが持てるよう連絡帳を活用して保護者と連携を図っています。延長保育を利用する子ども

は補食を用意しています。子どもの状態は引き継ぎノートに必要事項を記載して職員間で確実に引き継ぎ

できるよう、些細なことも情報共有を図り、延長保育を利用する子どもに配慮しています。延長保育でも、

様々なコーナーを設置して子どもが好きな遊びができるよう工夫しています。雨天の日は、地域支援児室

やテラスを活用して遊べるようにしています。職員は、子どもの 1 日の疲れや、保護者の迎えを待つ気持

ちを受け止め、温かく関わるよう努めています。また、正規職員、福祉員で適切な引き継ぎを行い、保護

者に伝達漏れのないようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価分類Ⅱ－２ 安全管理［健康管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●健康管理は、健康管理マニュアルを用意し、児童健康台帳に子ども一人ひとりの健康状態、面談で知り

得た既往症、予防接種についても記録して適切に管理しています。毎朝、連絡帳や担任・福祉員との引き

継ぎで子どもの健康状態を把握し、職員間で共有しています。歯磨き励行では、1 歳児は発達や安全面を

考慮して時期を見ながら進め、お茶を飲んで口中をすっきりできるようにしています。幼児は歯科医によ

る赤染めや歯磨き指導を行っています。 

 

●年 2 回、園医による健康診断・歯科健診を実施し、健診結果は児童健康台帳・歯科健康診査票に記録し、

個人情報に配慮して個別に知らせています。身体測定は健康カードでお知らせして児童健康台帳に記録し

ています。4 歳児は視聴覚検査も実施しています。保護者には事前に健康診断における質問を受け付け、

嘱託医やかかりつけ医と連携を図り、子どもの健康に関して情報を共有しています。看護師の巡回訪問で

は手洗い・うがい、咳エチケット等の指導を受けています。 

 

●感染症等については、感染症防止マニュアルを備え、登園停止基準や保育中に感染症等の疑いが生じた

場合の対応について入園説明会時に説明し、登園届、登園許可書等の書類を配付しています。感染症が発

生した場合は、園内での感染症蔓延に注意し、感染症情報の掲示を行っています。感染症が発症した場合

は、マニュアルに沿って対応し、速やかに発生状況と症状について保護者に知らせ、体調不良の子どもは

可能な限り別室で個別に対応し、蔓延の防止に努めています。地域、最新の感染症情報は、行政や地域等

から入手し、職員間で情報を共有しています。 

 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［衛生管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を行い、園内の清潔さを確保しています。マニュアルは各クラス

に設置し、清掃の手順や消毒については随時確認し、年 1 回マニュアルの見直しを行っています。嘔吐処

理セットは各クラスに用意し、園内研修で処理の仕方を実施して確認の機会を設け、手順は分かりやすく

掲示して緊急時に備えています。トイレには清掃の手順表を貼り、掃除時は専用エプロンを着用して行い、

清掃・衛生管理に努めています。 

 

 

 

 

 



評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［安全管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●安全管理では、マニュアルを作成し、保育室や事務室の家具にＬ字型転倒防止を取り付け、地震対策を

講じています。緊急時に備え、横浜市緊急連絡体制を明示し、園内の避難経路図や緊急時の職員体制、連

絡網を整え、定期的に持ち出しリュックの中を確認し、事故や災害時に的確に対応できるようにしていま

す。毎月、避難訓練を実施し、様々な場面・時間を想定した避難訓練や避難所への誘導訓練、保護者への

引き渡し訓練を実施しています。また、毎月、園内外の安全点検を実施し、記録簿に記録し、夏季のプー

ルでは気温、水温、塩素濃度等をプール管理簿に記録しています。職員は毎年、救命救急法研修に参加し、

研修報告と共に園内研修で実施して緊急時に備えています。 

 

●事故やケガにおける対応法は、事故対応マニュアル・事故防止マニュアルに明示し、保護者の連絡先、

救急・医療機関のリストを備え、緊急時に対応できるようにしています。子どもの事故やケガについては、

ケガの部位、軽重にかかわらず保護者に説明し、速やかな対応に努め、保育日誌（時間外は引き継ぎノー

ト）に記録しています。事故報告書はミーティングで報告及び改善策を話し合い、ヒヤリハットは都度記

入して、事例から分析をして再発防止に努めています。 

 

●外部からの侵入に対して、不審者対応マニュアルがあり、不審者訓練（年 3 回）、防犯訓練を定期的に実

施し、侵入経路と避難体制の確認を行っています。門は常時電子錠を施錠し、保護者は送迎者カードを保

有しており、訪問者にはインターフォンで確認する等、安全に留意しています。また、園内に緊急時の「110

番非常通報装置」を設置し、警備保障会社と契約しています。散歩時は携帯電話と携帯用通報装置を持参

しています。不審者情報は、旭区や近隣施設・保護者から入手し、近隣の施設、地域とも連携して情報伝

達と安全管理に努めています。 

 

 

評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●職員は、子ども一人ひとりの人格を尊重し、名前の呼び捨て、差別用語、子どものプライドを傷つける

行為等も日頃から確認し合っています。また、児童憲章を各クラスにファイルして常に意識して保育にあ

たり、定期的に人権研修に参加して人権尊重を心得、園内研修でも子どもの人権について話し合う機会を

設けています。園長は、子どもの気持ちを受け止め、子どもの目線に合わせて穏やかに寄り添い、理解で

きるようわかりやすい言葉がけを行うよう職員に伝えています。職員は、子どもの対応についてミーティ

ングで振り返りを行い、職員間で子どもに関する気づきを伝え合い、相互に研鑽するよう努めています。 

 

 



●他児の視線を意識せずに過ごせる場所として、地域育児支援室（さくらんぼ室）、仕切り等を活用して子

どもが落ち着いて遊べるスペースを設け、コーナー作りやレイアウトを工夫しています。着替えやおむつ

換えでは棚を活用して廊下や隣室から目線を遮るようにしています。 

  

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、個人情報の取り扱いについてのマニュアル、守秘義務の規

程を備え、毎年、個人情報の取り扱いに関する園内研修を行い、全職員に周知しています。全職員は入職

時に守秘義務の定義や目的について説明を受け、ボランティア、実習生にも受け入れ時に説明を行い、誓

約書を交わしています。保護者には、入園のしおりに明示し、入園時に個人情報の守秘義務について説明

を行い、個人情報の取り扱い（肖像権等）の確認をして同意書を得ています。個人情報に関する記録は事

務所の鍵のかかる書庫に保管し、管理しています。園長は、職員に対して保育日誌や連絡帳は机の上に出

したままにせず、直ぐに棚や引き出しにしまうよう注意喚起を図っています。 

 

●性差に関する配慮では、遊びや行事の役割、持ち物の区別、名簿、順番、グループ分けや整列も性別で

区分けすることはしていません。製作に使用する色、遊具、行事の劇での配役等も子どもの自主性を尊重

して決めています。職員は、性別を意識することなく、一人ひとりの好みや主張を尊重し、子どもや保護

者に対して、父親・母親の役割を固定的に捉えた話し方や表現をしないように心得ています。職員は毎年、

人権研修に参加して意識を高めています。 

 

評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育方針、園目標、保育姿勢、保育理念は、入園説明会時やクラス懇談会で説明を行い、保護者の目に

触れる玄関に掲示し、保育理念、園目標は各クラスにも掲示して理解を促しています。保育方針・園目標、

保育姿勢、保育理念は年度末に見直し、必要に応じて改訂をする等、見直しています。これらについては、

年度末に保育所自己評価の保護者アンケートを実施して理解度を把握しています。 

 

●園生活での様子や活動内容は、1 歳、2 歳児は連絡帳、3 歳児以上はクラスノートに毎日の保育の内容を

記載し、その日の様子を伝えています。また、送迎時には子どもの様子にエピソードを添えて伝えるよう

に心がけています。行事や体験的活動では写真を掲示して保育内容をわかりやすく知らせています。クラ

ス懇談会では保育中に撮影した動画やスライドショーを交え、レジュメを用意して保育の見える化を図り、

保護者と子どもの成長を共有しています。保護者には保育士体験の機会を設け、共に子どもの成長を喜び

合えるようにしています。 

 

●個人面談は、クラスごとに年 1 回以上全保護者に実施し、必要に応じて随時受け付けています。クラス

懇談会は年 2 回実施しています。個人面談や相談は事務室で行い、入口に面談カードを示してカーテンを

引き、プライバシーを確保するよう配慮しています。個別相談については、園長等に報告し、相談内容に

応じて園長・主任も同席して助言を行う等、継続的にフォローできるようにしています。内容は経過記録

に記録し、内容に応じて関係機関と連携し、相談、助言を得られる体制を整えています。 

 



●園生活に関する情報は、毎月、園だよりを発行してクラスの様子を伝え、今後の予定や行事、日々の保

育の様子、園目標を定期的に伝えています。その日の保育については連絡帳、クラスノートで知らせ、情

報コーナーでも伝えています。食育に関するクラスだよりは年３～4 回発行し、園での食に対する取り組

みを発信しています。 

 

●年間行事計画表を年度初めに保護者へ配付し、保護者が予定を立てやすいよう配慮しています。保護者

の保育参加等の参加については園だより、各クラスの掲示板でお知らせしています。クラスごとに保育士

体験の日を設け、子どもの様子を見る機会を設定しています。保育参加は行事等で定期的に設け、定期以

外での要望にも受け付けています。懇談会に参加ができなかった保護者に対しては、資料を渡して個別に

口頭でも内容を伝えています。 

 

●横浜市白根保育園では保護者会を設け、園長または主任が窓口となり、保護者役員会や保護者会の行事

の準備の際は空いている保育室を提供し、保護者会主催の活動では、必要な掲示物、帽子、カメラ等の貸

し出しに協力しています。保護者総会には園長が出席しています。保護者とは日頃から送迎時や連絡帳等

でコミュニケーションを図るようにしています。 

 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

 

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 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域の子育て支援のニーズについては、支援事業に参加する利用者からアンケートをとり、要望等を聞

き、子育ての現状、支援ニーズを把握し、職員会議で年間の反省の場を設け、職員間で見直しを図り、次

年度の支援の実施に生かしています。また、出張保育（地域赤ちゃん教室）により育児相談や地域の親子

と交流を行い、子育て支援のニーズを把握しています。また、地域子育て支援拠点ひなたぼっこと連携し

て育児相談や講座、研修を企画し、実施しています。 

 

●園の子育て支援サービスでは、施設開放（お部屋であそぼう）、園庭開放、育児相談、交流保育（運動会

ごっこ、リズム交流他）、ランチ交流、絵本の貸し出し、身体測定（大きく成ったかな）を提供しています。

また、「あさひ子育て保育園ひろば」に参加して地域の親子へ遊びの提供を行っています。園長は、旭区園

長会や子育てネットワーク会議、子育て支援連絡会等に参加し、地域の他保育園や関係機関と連携してい

ます。育児相談は毎週水曜日、9 時 30 分～11 時 30 分まで受け付けていますが、施設開放で園を訪問する

際にも相談を受けています。相談内容は「育児相談実績報告書」に記録しています。 

 

 

 

 

 



評価分類Ⅲ－２ 保育園の専門性を生かした相談機能 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●旭区の子育て情報サイト、広報よこはま旭区版等に掲載して情報提供しています。相談事業については

旭区の広報誌や、旭区の園のホームページに子育て相談、育児講座の案内、交流保育の受け入れ、園の紹

介を掲載し、育児支援情報を発信しています。園のホームページでは毎月、育児支援内容を更新してお知

らせしています。子育て支援事業の利用者や園見学者にも園の情報を提供し、掲示版に園だよりや子育て

支援の案内ポスターを掲示し、育児支援室には育児支援関係施設のチラシを常設して情報を提供していま

す。施設開放での利用者とコミュニケーションを図り、相談しやすい雰囲気作りに努めています。 

 

●園長は、各種連絡会に参加し、入手した情報は職員に周知しています。関係機関・団体等の連絡先はリ

スト化してファイルリングし、事務室に設置して職員間で共有しています。関係機関（旭区こども家庭支

援課・近隣小学校・民生委員・児童委員・横浜市西部地域療育センター・嘱託医・児童相談所・警察・消

防署等）とは園長が窓口となって連携を図り、地域のニーズに合わせて情報を提供しています。あ 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域へ園の理解促進のための取り組みとして、地域支援事業の計画を立案し、誕生会や運動会、水遊び、

身体測定等、地域の親子の参加を促し、交流保育等を通して交流を行い、園の理解につなげています。ま

た、夏まつりや正月遊び等の年間行事に園の「応援隊」（ボランティア）の方を招待したり、近隣の小学校

との交流（体育館の借用（運動会の雨天時）、図書室の利用等）を定期的に行う等、計画的に交流していま

す。地域の保育園、幼稚園とも連携を図り、友好的な関係を築いています。 

 

●子どもと地域との交流では、園の前に位置する白根学園の施設を開放してもらい、お芋堀りやお祭りに

参加して交流しています。地域の保育園や幼稚園と計画的に園児との交流を図り、施設開放時や、散歩先

の近隣の公園で地域の親子に園のチラシを配布したり、遊具を共有する等、交流をしています。また、年

長児は、高齢者施設の夏まつりに訪問をし、折り紙の交流で来園してもらう等、高齢者と世代間交流を深

めています。公園愛護会とは白根東公園でチューリップの球根植えやひまわりの苗植えを一緒に行ってい

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 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の保育内容・保育方針等の情報、育児支援情報の提供は、旭区のホームページ、横浜市こども青少年

局の「ヨコハマはぴねすぽっと」に情報を掲載しています。園のパンフレットを作成し、旭区区役所、赤

ちゃん教室、出張保育等、地域や関係機関に情報を提供しています。 

 

●園見学は随時、予約を受け付け、希望者の都合に柔軟に対応する等、配慮しています。利用希望者から

の電話問い合わせ等については、常時対応できるようにしています。見学者には園長または主任が対応し、

必要な書類を渡し、丁寧に説明を行っています。また、施設開放等で来園した方からの相談・質問にも丁

寧に答えています。入園の申請等は旭区役所で案内しています。 

 

 

 

評価分類Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●ボランティアの受け入れは、主任を担当者とし、年間予定を知らせてボランティアが参加しやすいよう

にし、職員に対してはミーティングで事前にボランティアの受け入れを周知しています。ボランティア（応

援隊）は、地域のおはなし会のボランティア、しめ縄作り、お正月遊び等のボランティアを積極的に受け

入れています。保護者へは、入園説明会、園だよりで周知しています。 

 

●実習生の受け入れは、主任が担当となり、資料を渡して事前にオリエンテーションを行い、園の保育方

針、子どもへの接し方、守秘義務、留意事項を説明しています。職員へは会議やミーティング、ミーティ

ングノートにて周知を図り、保護者に対しては園だよりで実習生の受け入れについて伝えています。実習

では、実習の目的に応じてできるだけ希望に添えるように進め、部分実習や責任実習ができるようし、効

果的な実習に努めています。実習終了日には反省会を行い、実習日誌や振り返りの時間を通して質疑応答

を行い、成果に結び付けられるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 



評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類Ⅴ－１ 職員の人材育成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●横浜市人材育成ビジョンに則り、年度初めに、職員は「目標共有シート」を使用して保育所運営に必要

な各自の具体的な到達目標を設定し、年 3 回、達成状況の確認と振り返りを含めて園長と面談を行い、課

題解決と育成につなげています。また、キャリアラダー（保育士の自己評価票）を基に、職員一人ひとり

の研修計画を立案し、計画に沿って内・外部研修の受講をすすめる等、職員個々の資質向上を図っていま

す。また、年度当初、横浜市、旭区の年間研修計画を受け、見通しを持って職員がスキルを身に付けて行

けるようにしています。 

 

●常勤職員、非常勤職員の研修体制については、人材育成ビジョン計画に沿い、時間を考慮しながら外部

研修等に参加できるよう配慮し、受講後、会議やミーティングで報告を行い、資料を回覧して非常勤職員

を含め情報の共有化を図っています。さらに研修報告を基に園内研修を設け、全職員の知識・技術の向上

を図っています。園内研修の計画・立案は担当者を定め、全職員が関わるよう進めています。 

 

●非常勤職員についても、会議、園内研修を通して、保育の質向上を図り、職員同様に保育技術や倫理等

を学べるようにしています。非常勤職員の会議を行い、決定事項、変更事項を伝え、情報共有を図り、保

育方針の一貫性と資質向上につなげています。園長は、非常勤職員との面談の機会を設け、満足度や意向

を把握し、指導についてはクラス担任が窓口となり、業務マニュアルファイルを各クラスに置いて閲覧で

きるようにしています。また、非常勤職員の中で窓口を定め、常勤職員とコミュニケーションを図りなが

ら園の円滑な業務につなげています。 

 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●毎年、保育所の自己評価、人事考課、キャリアラダーを活用し、年度末に振り返りを行い、来年度につ

なげています。また、公開保育を実施し、他保育園の職員から意見を聞き、振り返りを行う等、技術の向

上につなげています。外部からの巡回相談では、横浜市西部地域療育センターの訪問や、臨床心理士の訪

問を受け、より適切な援助の仕方等のアドバイスを得て保育に生かしています。また、乳児会議、幼児会

議等、各種会議を設け、保育の工夫や改善を話し合い、研鑽を図っています。 

 

 

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 

 



●職員の自己評価については、キャリアラダーを活用して年度末に保育士の自己評価を実施しています。

また、保育日誌の自己評価記入欄に毎日、子どもの様子やエピソード、配慮、考察を交えて記録し、さら

に年間、毎月の指導計画のねらいに対して自己評価を行う等、それらの評価を踏まえて翌月の計画に反映

させています。カリキュラム会議やミーティングでは、毎日の保育内容や気づきについて話し合いや意見

交換を行い、職員間で共有を図り、保育の質の向上につなげています。 

 

●保育所の自己評価は、保育日誌の考察、自己評価、月間指導計画での自己評価を基に都度、話し合いを

行い、年度末の保護者アンケートから課題を抽出してまとめ、課題に応じた内容を保護者に公表していま

す。また、各種プロジェクトでも自己評価を実施し、会議で報告を行い、反省を次年度に活かしています。

保育所の自己評価の結果は会議で共有しています。 

 

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●人事基準は横浜市の人事評価制度基準に基づいて運用し、人材育成ビジョンに「保育士職員として求め

られる役割・能力・知識」が明記され、横浜市公立園全体で取り組んでいます。横浜市では職場のコミュ

ニケーションの円滑化を図り、職員一人ひとりの人材育成や能力開発につなげていくことを目的として人

事考課制度を確立しています。横浜市の人材育成、保育士人材育成ビジョンの職位に沿った期待水準を基

に、職員と園長との面談で目標の設定を共有し、年度途中に達成状況や課題を確認し、年度末に振り返り

を行い、次年度の希望・要望等を確認してスキルアップにつなげています。 

 

●園長は、年度末の職員の面談時に評価内容のフィードバックを行い、モチベーションアップにつなげて

います。また、次のステップに向けた努力や改善を要する能力について共に考え、満足度・要望等も把握

するようにしています。キャリアパスの情報は職員に周知を図っています。園長、主任は日常的に職員と

コミュニケーションを図り、職員から業務についての改善点、提案、意見等を出しやすい職場環境作りに

努めています。 

 

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 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●横浜市の職員として守るべき法・規範・倫理等の周知は、公務員としての横浜市職員服務規定や職員行

動基準が定められ、全職員に周知しています。職員行動基準、コンプライアンスの規則、規定・要領を備

え、園長はミーティング等で他施設の事故・不祥事等の事例について職員に周知し、「考える」機会を設け、

不適切な対応がないよう啓発を行っています。毎年、不祥事防止研修や個人情報保護研修、人権研修を実



施し、保育園で発生しやすい事象の例題を出し合い、リスクマネジメントの取り組みを行い、職員は再確

認しています。また、横浜市の現況や情勢についても伝えています。 

 

●ごみ減量化、ごみの分別、リサイクル・省エネ促進と緑化推進では、リサイクルに関する環境教育を推

進し、ごみ分別、減量化の意識向上に取り組んでいます。「ごみ推進委員」（主任）を中心にコピーの裏紙

使用の促進、出力の際はプレビュー画面の確認を行い、ミスプリント防止の励行を図っています。園では、

横浜市資源循環局と連携を図り、給食から出る野菜くずや残渣を土壌混合法でリサイクルし、栽培物の土

に返す取り組みを行っています。省エネでは、室内の温湿度を計測し、日誌に記録して管理を行い、フリ

ー保育士が確認するようにしています。園庭では、夏場に緑のカーテンを作り、野菜や草花の栽培を行い、

緑化を促進しています。 

 

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の理念・保育方針は明文化し、園目標・保育方針・保育姿勢を玄関、各クラス、事務所に掲示し、職

員、保護者等が目に触れるようにしています。職員に対しては毎日のミーティングで保育理念や保育目標

を読み上げて確認し、年度末の会議では理念、保育方針、保育目標を見直す時間を設けて全職員で理解を

深めています。園長は、年度末の会議でカリキュラムが理念、保育方針に基づいているかを確認し、日々

保育に反映されるよう指導力を発揮しています。 

 

●重要な意思決定にあたり、園長は関係職員、保護者等から情報、意見を収集し、行事に関しては都度、

保護者アンケートを実施して意見等を取り入れながら決定につなげています。重要事項の決定では、横浜

市こども青少年局、旭区こども家庭支援課の担当者と連携を図り、分かりやすい資料を用意して配付及び

掲示を行い、保護者の理解が得られるようにしています。保護者から質問や相談があった場合は、記録を

行い、根拠に基づいた説明ができるように体制を整備しています。園長は、横浜市全体園長会、旭区園長

会等で情報を収集し、重要な情報については職員会議を利用して職員に周知しています。 

 

●スーパーバイズのできる主任クラスの育成は、横浜市の保育士人材育成ビジョン・キャリアラダー等の

育成プログラムを基に主任、リーダー保育士クラスの研修等に参加し、情報の取得や質の向上に努めてい

ます。主任は、シフト表や各職員の役割分担表を基に、職員一人ひとりの業務の進捗等を園長と共に確認

し、休暇についても庶務事務システムによりワークライフバランスの推進を図り、職員の心身の健康、職

場環境に配慮しています。また、園長の補佐としてまとめ役およびパイプ役となり、円滑な園運営に努め

ています。 

 

 

 

 

 

 



 

評価分類Ⅵ－３ 効率的な運営 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の運営面における情報は、横浜市こども青少年局や旭区から得、園長会において情報を入手し、社会

の動向はマスメディアや地域の情報から分析を行い、園運営に生かしています。園長は、外部環境の変化

等に対応しながら、他園の事故・事件等の情報を基に必要に応じて園の見直しを行い、保育園のルールに

関しても随時変更するようしています。例えば、散歩マニュアルや暑さ指数計に基づいた外遊びやプール

遊び等、会議やミーティングで全体に周知し、改善できる事項は実行するように努めています。また、毎

日の園舎内外の安全点検、危険個所の抽出、修繕箇所を上げ、計画的に着手できるように進めています。

令和 4 年度に向けた民間移管や、令和２年度から始まる土曜 11 時間開所への準備等は主任や職員Ⅲが中心

となり、園全体で取り組めるよう尽力しています。 

 

●園長は、年度初めには旭区の運営方針を受け、園の年間目標及び取り組むべき事項を全職員に説明し、

職員一人ひとりの取り組み事項につなげています。園内の必要な改善課題（危機管理の仕方等）について

も見直し、虐待の定義、発見時の報連相及び連絡の取り方等の再確認に努め、園全体で進めていく体制を

構築し、より良い園作りに向けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 1 年度 福祉サービス第三者評価 利用者本人調査結果 

 

横浜市白根保育園 

 

調査日程 令和１年 11 月 13 日・14 日 

保育観察 保育園を調査員 2 名、事務局職員 1 名で視察、観察を行いました。13 日は 3 歳児の芋掘りを観察し、

2 歳児はお誕生日会が行われており、みんなから祝福を受けていました。その後、5 歳児のおたのし

み会に向けての練習を観察しました。昼食ではそれぞれ調査者が 3 歳児・4 歳児・5 歳児クラスで一

緒に食事をさせていただきました。調査 2 日目の 14 日は、旭区のボランティア 4 名（みんなのまち

の応援隊）による「おはなし会」がクラスごとに行われ、各クラスの様子を観察しました。2 歳児、

３歳児はわらべうた・絵本の読み聞かせに夢中になって聞き入り、4 歳児は、わらべうた、語り、絵

本の読み聞かせを聞き、「金ととさかのおんどり」の語りでは、4 歳児の子どもたちは体を乗り出し

て聞き入っていました。5 歳児では、最後のさよならの歌でアンコールが出る等、子どもたちは楽し

い時間を過ごしていました。また、2 歳児の散歩に同行をして観察を行いました。2 日間を通して保

育士のかかわり方、園児の様子の観察を行い、子どもたちの過ごし方・保育の特徴を捉えて記してい

ます。 

 

■子どもの生活の様子 

 

【3 歳児】 

<お芋堀> 

 

調査第 1 日目、日中の日差しも弱まり、秋の気配が深まり少し肌寒くなってきました。2 日間の内、今日

は散歩を行わないとのことでしたので、クラス課題保育の 3 歳児が横浜市資源循環局の職員と一緒にお芋

掘りをする様子を見学することにしました。 

ピンク色の帽子を被った 3 歳児が 10 名、保育士が 1 名、横浜市資源循環局職員 2 名で春に植えたお芋の収

穫です。始めに、横浜市資源循環局の職員が芋のツルの生え際にスコップを入れて土を起こします。子ど

もたちがツルを引っ張り、「ウンコラショ、ドッコイショ」。大きなさつま芋が出てきました。子どもたち

はさつま芋を掴んでコンテナに入れ、ツルが無くなった土を子どもたちが小さな手で探り、保育士も横浜

市資源循環局の職員もみんなで土を掘ります。土からさつま芋の頭が出ると、「ここにあるよ」と子どもた

ちに伝えると、子どもは土を掘ってさつま芋を取り出し、「あっ穫れたよ」と収穫を喜び、その表情を保育

士が写真で収めています。収穫したお芋を子どもたちが「ワッショイ、ワッショイ」と笑顔で運んでいる

様子は収穫の喜びのお祭りのようです。園では、来週のおやつ時に横浜市資源循環局の職員の方達と一緒

にお芋の試食会をする予定にしています。 

 

【5 歳児】 

<おたのしみ会に向けた練習> 

 

5 歳児は、おたのしみ会（12 月 7 日土曜日）に向けて、演目決めを子どもたちの遊びの中で意見を出し合

い「オオカミと 7 匹の子ヤギ」に決定しました。今日の劇の練習では、物語の流れに沿って日頃の遊びを

取り入れながら楽しく進めていました。 

劇の練習の配役では、お母さんヤギが 2 人、子ヤギ 7 人、オオカミが 4 人の構成で行っていました。見学



時は、お母さんヤギが森に行った後、7 匹の子ヤギたちが遊んでいる場面でした。子ヤギ達は、コマ遊び

や腕相撲、あやとりをしたり、側転をして遊んでいます。上手に側転ができると、見ていた保育士が「い

いじゃない！」と褒め、「ブリッジをしたい」と言うと、きれいな形のブリッジを見せました。見ていた子

どもが続いてブリッジをしています。7 匹の子ヤギたちの遊びから、オオカミたちの遊びの場面に移りま

す。その頃 4 人のオオカミは森で遊んでいました。2 人一組になって「線路は続くよどこまでも」の音楽

に合わせて自由に振りつけをして遊び、「アルプス一万尺」等を歌いながら手遊びをして遊んでいます。 

すると、「遊んでいたらお腹がすいたな。」、「こっちから子ヤギの臭いがする。あっちに行ってみよう」と

ストーリーが展開します。オオカミは足に白墨を塗って白くしています。トントントン「開けてください」

と言うと、子ヤギが「お母さんと手が違う」と答えると、オオカミは手に白い紐を巻いて白く見せ、もう

一度、トントントン「お母さんだよ」、「開けておくれ」と白い紐を巻いた手を見せます。子ヤギ達は「お

母さんだ」、「おかえりなさい」とドアを開けると、4 人のオオカミが家の中に入り、踊りを交えながら子

ヤギたちを捕まえていく様子を表現します。子ヤギたちを食べたオオカミは眠くなり、「あっちで昼寝しよ

う」と言い、場面が変わります。お母さんヤギが買い物から帰ってきました。「子ヤギさんたち出ておいで」

2 人のお母さんヤギが言うと、末っ子の子ヤギが出てきてお母さんヤギに「オオカミに食べられた」と伝

えます。場面々でわかりやすいストーリー構成、表現が工夫されています。お母さんヤギと末っ子の子ヤ

ギが森にオオカミを探しに行くと、寝ているオオカミたちを見つけオオカミのお腹を切ると、6 匹の子ヤ

ギたちが「キャー・キャー」と元気に出てきました。クライマックスは、お母さんヤギ、子ヤギたちが石

ころを集めてオオカミのお腹に入れ、目覚めたオオカミたちは「お腹が痛くなってきた」、「石ころが入っ

ている」、「ごめんなさい、もうやりません」と反省をして、お母さんヤギはお腹の石ころを出してあげる

という、場面々を表現し、最後に、「オオカミと 7 匹の子ヤギは終わります」と全員で発声をして劇は終了

します。子ども達は「オオカミと 7 匹の子ヤギ」の演目に、物語の流れ、お友だちのセリフを聞きながら、

日頃の遊びを行いながら劇の練習に取り組んでいました。その後には保育士と子どもたちが今回の練習に

ついて話し合いを行っていました。 

 

【3 歳児】 

＜食事＞ 

 

11 時 30 分より、3 歳児クラスで食事を同席させていただきました。クラスに入ると既に子どもたちはテー

ブルに着席し、テーブルには昼食が配膳されていました。保育士から「今日は皆さんと一緒に食べていた

だきます」と紹介を受けて挨拶を行い、子どもたちも「よろしくお願いします」とご挨拶をいただきまし

た。食事テーブルの配置は、入り口側から配膳台、配膳台の次に「梨グループ」のテーブル、その先に「ぶ

どうグループ」テーブル。右側には「リンゴグループ」のテーブルが配置されています。調査者は保育士

の案内でテーブルに着き、「みんなと一緒にいただきます」の保育士の声に、子どもたちは元気よく「いた

だきます」を言い、食事が始まります。今日のメニューは、主食がコッペパン、副菜がハヤシシチュー、

サラダ、麦茶です。子どもたちは「おいしい・おいしい」と言いながら食しています。ハヤシシチューに

は豚肉、ジャガイモ、ニンジン、グリンピースが入っていて栄養バランスも良く、細長いコッペパンは 3

つに食べやすく切られています。テーブルの子ども達は、真ん中のコッペパンの薄く焦げ目のついた表皮

の部分を先に食べ、ふんわりしたパンの真ん中に穴を開けて「こんなになっちゃた」と言って調査者に見

せ、もう 1 人の子どもはパンをちぎってシチューにつけて口に運び「おいしい～」と楽しそうに食事をし

ています。「いっぱい食べてお代わりしてくださいね」と保育士の声かけにお替りする子どもや、食事が進

まない子どもには「お腹一杯になっちゃった？」と尋ね、食事をスプーンで口に運ぶと一緒に喜び褒める

光景も見られました。11 時 50 分から調理職員が巡回に来て、「どう？おいしい？」と声をかけ、子どもた



ちは「おいしい・おいしい」と答え、「おいしかったよ、全部食べた」とうい声に、調理職員は「ほんと？

よかった」と会話を交わしています。1 人の子どもは調理職員をちらちら見ながらスプーンでシチューを

すくって一生懸命口に運んでいました。食後は、自分のマークが付いた棚に行って服を着替えます。着替

えた子どもが調査者の傍に来て、洋服に描かれているデザインを指で指して「プリキュアよ、見て」、「キ

ュアフローラ、キュアホイップ、キュワメロリー、キュワエール」とうれしそうに教えてくれます。3 歳

児の保育室は食事と午睡スペースを区別し、午睡スペースには布団が敷かれています。「はい、寝ますよ」、

「寝る前にトイレに行ってきてよ」と保育士から促され、子どもたちはトイレに行きます。「もう寝るんだ

よ」と保育士がカーテンを引き、「じゃぁ、おやすみなさい」の声と共に電気が消されて午睡します。保育

士は、寝付けない子どもの間に入って布団の上からさすり、乱れている布団をかけ直す等、子ども達が寝

付くまで見守っていました。 

 

【１歳児】 

＜球根植え＞ 

 

調査日 2 日目、昨夜から朝まで雨が降っていましたが、園に到着した頃はすっかり止んで青空がのぞいて

いました。1 歳児の課題保育としてチューリップの球根植え（12 日～14 日）が予定さてれていました。今

日は土作りを行います。球根は、昨年チューリップを植えたプランターの土と新しい土を半々に混ぜてプ

ランターに戻して植え付けます。保育士が園庭の砂場の隣でブルーシートを広げ、昨年の土と新しい土を

混ぜて土作りの準備をしています。昨年の土には、チューリップや草の根がたくさん入り込んでいるので

スコップで探りながら根っこを取り除いていき、古い土には頭が黒いこげ茶で胴体が白く透き通った細長

くたくさんの短い脚で動く 1 ㎝から 4 ㎝の長さの幼虫が次々に現れてきます。肥えた土であることが良く

わかります。保育士が取り出した根っこを子どもが玩具の皿に入れて「ラーメン」と言って遊んでいます。

他の子どもは幼虫を皿に入れて調査者に見せに来てくれ、その内の１人が 4 ㎝ぐらいの大きな幼虫をバケ

ツに入れて誇らしげに調査者に見せてくれました。さらに幼虫が欲しい子どもは、砂を混ぜている保育士

に幼虫を要求しています。「幼虫はいるのかなぁ」と言いながら土を掘り起こします。子どもも土を探って

幼虫を一生懸命探します。保育士が幼虫を見つけ、「あ、幼虫がいた」と言うと、探していた子どもはその

幼虫を愛らしい指でつまんで自分のお皿に入れて嬉しそうに持って行きました。1 人の子どもが「ヒコー

キ」と空を指差します。子どもの指差す方向を見上げると、青空を飛行機が東の空から西に向かってゴー

という音と共に飛行機雲になっていました。子どもの発見、自然の産物からの発想、興味・関心は大きな

創造力となり、子ども達のあらゆる「力」へと育まれています。 

 

【２歳児】【（ 

＜散歩＞ 

 

10 時 1５分、黄緑色の帽子を被って 2 歳児の子どもたちはお散歩にでかけます。靴箱からベランダに腰を

かけて靴を履いています。保育士は子ども一人ひとりの靴を確認して「合っている」と言いながら靴のバ

ンドをしっかりと締め直しています。園庭に 14 名の 2 歳児が揃い、2 人ずつ手をつないで整列します。保

育士が「今日は白根東公園に行きます」と言い、子どもの列の先頭、中央、最後尾に 3 名の保育士が付き

添います。中央の列の保育士は黄色い旗を持ち、交通安全の役割を担います。白根東公園は、草木の茂る

山道を登った高台にあります。園を出発して金草沢公園を過ぎた住宅内道路を歩いていきます。住宅に入

る交差点では子どもたちを止め、旗を持った保育士が安全を確認して交差点の中央で旗を広げて子どもた

ちが安全に渡り終えられるように導きます。子どもたちは手を上げて交差点を歩き終えると、住宅道路で



はとなりのトトロの「さんぽ」を歌いながら楽しく歩きます。子どもたちは時々調査者を見てニコッと笑

ってくれます。散歩は気持ちよく、お天気と共に気持ちも開放的な気分でみんな良い表情しています。白

根東公園に向かう曲がりくねった登り道は草木が生い茂り、草刈り機で作業中であった為、保育士が道の

安全確認をしてから子どもたちは進みました。白根東公園に到着すると、直ぐに１名の保育士が公園周囲

の安全確認に行き、もう 1 名の保育士は公園内の安全確認に行きます。確認後、「さっと見た感じでは良さ

そうです」と報告があり、保育士から子ども達に注意事項を伝えます。「棒は、危ないので拾わない」、「ど

んぐりは拾っていいよ」、「帰るよ、と言ったら集まる」と促し、「さぁ、遊んでいいよ」と伝えると、子ど

もたちは駆けだし、周辺ではドングリを拾う子どもや草花で遊ぶ等、思い思いにのびのびと遊び始めまし

た。公園の周囲は大きな木がたくさんあり、ひと際大きな椎の木の周囲にはたくさんのドングリが落ち葉

と共に地面を覆っています。子どもたちはたくさんのドングリを拾って遊んでいます。公園の広場では小

さな草の黄色い花を指差して「はな、はな」とお話ししてくれます。他の子どもが帽子付きでないドング

リと帽子をかぶったドングリを見せに来てくれました。ポケットはドングリで膨らんでいます。保育士も

園から持ってきたビニール袋には既にたくさんのドングリでいっぱいです。1 人の子どもが葉っぱとドン

グリを左右の手に持って後ろ手に隠し「どっちの手にどんぐりがある？」と聞いて来ました。「こっち」と

応えると、「ブッブー」と言って喜んでいます。「公園の中央で鬼ごっこをしよう」と子どもが駆け寄って

きました。調査者が鬼で 2 人の子どもが逃げます。1 人の子どもが逃げる途中で「靴が脱げた」と言って

止まり、「できた」と言って再び逃げ出します。鬼ごっこをしていると子どもが順に集まってきて 6 人にな

りました。調査者は歳を忘れて子ども達と一緒に鬼ごっこを楽しみ、子どもの元気な笑顔、笑い声から「楽

しい」を体いっぱいに表現していました。保育士が地面に１つと２つの円をランダムにつなげて描き、グ

ッチョパーの遊びが始まりました。子どもたちが順にグッチョパーと飛んでいき、また、「とんぼのめがね」

の歌を歌いながら保育士が両手を広げて公園中央を駆けていき、子どもたちも両手を広げて保育士に続き

ます。思いっきり体を動かして遊んでいると、「ピンポン！」の保育士の声で子どもたちを大きな椎の木の

木陰に集めます。太陽の光も強くなり、木陰で点呼を行い、子どもたちは二人ずつ手をつないで公園を後

にします。自然から養う感性、五感を培い、全身を使ってのびのびと思いっきり遊び、子ども達は満面で

楽しさを味わい、きっと園に戻って食事をおいしくいただき、ぐっすりと質の良い午睡ができることでし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市白根保育園 利用者アンケートの特徴】 

 

実施年度 / 評価項目手法 2019 年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配付世帯数（世帯数 66） 

有効回答数 35 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％）   53％ 

  

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

●利用者アンケートの特徴として、日常の保育内容についての「遊び」・「生活」での『満足』が総体的に

高く、特に『満足』の高い項目では、「お子さんが給食を楽しんでいるか」についてであり、『満足』は 74％

を得ています。また、「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」では『満足』は 71％を

示しており、「子どもが戸外遊びを十分しているか」については 69％となっており、比較的高い『満足』

が得られています。『満足』と『どちらかといえば満足』を合わせて（以下、「ほぼ満足」という）見ると、

「園の目標や方針についての説明」が「ほぼ満足」として 98％（満足 49％、どちらかといえば満足 49％、

どちらかといえば不満 3％）を得ています。同様に、「外部からの不審者侵入を防ぐ対策について」（満足

49％、どちらかといえば満足 49％、不満 3％）も「ほぼ満足」は 98％となっています。『満足』も高く「ほ

ぼ満足」が高く示している項目では、「クラスの活動や遊びについて」・「お子さんが保育園生活を楽しんで

いるかについて」であり、満足は 66％、どちらかといえば満足 31％、不満 3％あるものの、「ほぼ満足」

は 97％となっています。『満足』が 63％を示し、「ほぼ満足」では 97％を示している項目では、「園のおも

ちゃや教材について」、「遊びを通じたお子さんの健康づくりへの取り組み」、「お子さんが大切にされてい

るか」等が挙げられます。全体的に「ほぼ満足」は 80％以上であり、安定した評価が得られています。 

 

●アンケートの自由記述からは、「温かい雰囲気で子どもたちを対応してくれる園に大変満足している」、

「特に、野菜を育てて収穫し、調理して食べる食育に関しては凄いと感じている」、「保育士の方々に感謝

している」、「パートの保育士は温かさを大事にしてくれている感じがして話しやすく相談しやすい」等、

満足している声が挙がっています。 

 

1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

9 世帯 11 世帯 6 世帯 3 世帯 6 世帯 



 

●『不満』として挙げられた項目及び、『満足』が比較的低い項目では、園と保護者との連携・交流につい

ての項目に見られ、「保護者からの相談事への対応」に『不満』は 9％挙がっています。「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」では、『満足』34％、『どちらかといえば満足』49％、『どちら

かといえば不満』11％、『不満』6％になっており、「開所時間内であれば柔軟に対応してくれる等、残業な

どで迎えが遅くなる場合の対応について」は『どちらかといえば不満』6％、『不満』6％を示し、2 項目に

ついては「ほぼ満足」は 83％となっています。また、「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、『不満と』しては 0％ですが『満足』では 20％と全体の中では低い項目として挙げられ、

「ほぼ満足」は 83％を示しています。 

 

●アンケートの意見から、配慮に関する要望や、体制に関する要望・意見が多く挙がっており、保護者そ

れぞれに感じている意見、配慮を望む声等が述べられています。例えば、「朝預ける際に伝達事項がある場

合、どの保育士に言えばいいのか分かりにくい、話かけ辛い」、「朝の送り時間に担任の保育士がいない、

帰りは会議をしていて会えません」や、会議開催時間帯についての意見も挙がっています。概ねの意見等

については、保育の実施と体制の中で成されているところであると思われますが、ちょっとした気配り・

心配り、コミュニケーションの図り方、理解の促し方の工夫等の見直しを図り、保護者の安心・満足度に

向けて一考を期待いたします。 

 

●保育園の基本理念や基本方針についてでは、よく知っている 14％、まぁ知っている 49％、どちらともい

えない 14％、あまり知らない 20％、まったく知らない 3％という結果になっています。しかし、それらの

賛同については、賛同できる 46％、まぁ賛同できる 20％、どちらともいえない 3％、あまり賛同できない

0％、賛同できない 0％、無回答 31％にて、66％が「ほぼ賛同」を示しています。基本方針、保育目標は

目の付くところに掲示し、機会あるごとに保護者へ周知を図られていますが、より一層の周知・理解を促

す工夫が期待されます。 

 

●総合的に、『満足』は 48％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 46％、『どちらかといえば不満』

は 0％、『不満』は 3％、『無回答』3％にて、サービスの提供について、94％が「ほぼ満足」していると捉

えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用者調査項目（アンケート） 

 

横浜市白根保育園 

 

 

【保育園の基本理念や基本方針について】             ※上段%、下段人数で示しています 

問１ 

利用者調査項目 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 

無回答 

1 あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存じで

すか。 

14% 49% 14% 20% 3% 0% 

5人 17人 5人 7人 1人 0人 

 

 

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 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

46% 20% 3% 0% 0% 31% 

16人 7人 1人 0人 0人 11人 

【保育園のサービス内容について】 

問２ 入園する時の状況について  
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

3 見学の受け入れについては 57％ 31％ 0％ 0％ 11％ 0％ 

20人 11人 0人 0人 4人 0人 

《その他意見》 

 

・行ってないです。 

・上の子が通ったので行ってないです（2）。 

・覚えていません。 

4 入園前の見学や説明など、園からの情報提供につ

いては 

40％ 46％ 3％ 3％ 6％ 3％ 

14人 16人 1人 1人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・説明会よりも前に準備が必要なものを教えてもらえると助かりま

す。布を購入したり作成するのに時間が足りないです。 

 

5 園の目標や方針についての説明には 49％ 49％ 3％ 0％ 0％ 0％  

 17人 17人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

 

 

6  入園時の面接などで、お子さんの様子や育成歴な

どを聞く対応については 

51％ 43％ 0％ 3％ 3％ 0％ 

18人 15人 0人 1人 1人 0人 

《その他意見》 ・面接はありませんでした。 

 

7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 

 

43％ 51％ 3％ 0％ 3％ 0％ 

15人 18人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・説明を受けましたが覚えていません。 

・泥んこ遊びをもっとしてほしいです。 



8 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） 

49％ 43％ 3％ 3％ 0％ 3％ 

17人 15人 1人 1人 0人 1人 

《その他意見》 

 

・土曜日保育を利用する際、理由を説明しなければならなかっ

たです。 

・延長の利用について。 

  問３ 保育園に関する年間の計画について       

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

9 年間の保育や行事についての説明は 40％ 54％ 3％ 3％ 0％ 0％ 

14人 19人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

10 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 

20％ 63％ 6％ 0％ 11％ 0％ 

7人 22人 2人 0人 4人 0人 

《その他意見》 

 

・要望を聞かれたことがないです。 

・わかりません（2）。 

       

  問 4 日常の保育内容について       

     「遊び」について       

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

11 クラスの活動や遊びについては 

(お子様が満足しているかどうか） 

66％ 31％ 0％ 3％ 0％ 0％ 

23人 11人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 69% 26% 3％ 3％ 0％ 0％ 

24人 9人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・少ないと思います。 

13 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、年齢にふさわしいかなど) 

63％ 34％ 3％ 0％ 0％ 0％ 

22人 12人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

14 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 

66％ 29％ 3％ 0％ 3％ 0％ 

23人 10人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・もっとしてほしいです（お泊り保育等をしてほしい）。 

15 遊びを通じた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％ 34％ 6％ 0％ 0％ 0％ 

21人 12人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 



16 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％ 34％ 3％ 0％ 0％ 0％ 

22人 12人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 「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 

17 給食の献立内容については 66% 29％ 6％ 0％ 0％ 0％ 

23人 10人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 74％ 20％ 3％ 0％ 3％ 0％ 

26人 7人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

19 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％ 29％ 0％ 3％ 3％ 0％ 

23人 10人 0人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・話さない為、わかりません。 

・脱いだ下着を子どもが間違って着替え入れ等に入れてしまって

も気づいてもらえない。 

20 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 

71％ 23％ 6％ 0％ 0％ 0％ 

25人 8人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・午睡の時間が長いと思います。 

 

21 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 

46％ 31％ 3％ 3％ 14％ 3％ 

16人 11人 1人 1人 5人 1人 

《その他意見》 

 

・まだの為、不明です（2）。 

・お昼寝の時だけおむつにしてほしいが、なかなかしてくれません

（お昼寝後のトイレ誘導をしてくれるので助かっています）。 

22 お子さんの体調への気配りについては 63％ 31％ 6％ 0％ 0％ 0％ 

22人 11人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

23 

 

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 

63％ 17％ 14％ 6％ 0％ 0％ 

22人 6人 5人 2人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 

 



 

問 5 保育園の快適さや安全対策については 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

24 施設設備については 51％ 46％ 3％ 0％ 0％ 0％ 

18人 16人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・門を出てすぐ坂道で、ベビーカーは危険。 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気になっている

かについては 

63％ 34％ 0％ 3％ 0％ 0％ 

22人 12人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

49％ 49％ 0％ 3％ 0％ 0％ 

17人 17人 8人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

27 
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 

43％ 31％ 20％ 0％ 6％ 0％ 

15人 11人 7人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・園で発生したことはわかりませんが（掲示物で）、クラスで発

生したのかはわからないです。 

・できれば、クラス単位で知りたいです。 

 

 

 

 

 

   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 

28 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 

43％ 49％ 6％ 3％ 0％ 0％ 

15人 17人 2人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

29 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 

43％ 54％ 0％ 0％ 3％ 0％ 

15人 19人 0人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・写真をもっと掲示してほしいです（2）。 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 54％ 31％ 11％ 3％ 0％ 0％ 

19人 11人 4人 1人 0人 0人 

《その他意見》  



31 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 

34％ 49％ 11％ 6％ 0％ 0％ 

12人 17人 4人 2人 0人 0人 

《その他意見》 ・担任の先生にあまり会えません。 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

40％ 51％ 3％ 6％ 0％ 0％ 

14人 18人 1人 2人 0人 0人 

《その他意見》  

33 保護者からの相談事への対応には 49％ 43％ 0％ 9％ 0％ 0％ 

17人 15人 0人 3人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

34 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 

43％ 40％ 6％ 6％ 6％ 0％ 

15人 14人 2人 2人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・遅れたことがないのでわかりません（2）。 

・遅くなったら対応が雑になりました。 

 

 

   

問 7 職員の対応について 

      

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

35 あなたのお子さんは大切にされているかについては 63％ 34％ 0％ 3％ 0％ 0％ 

22人 12人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》  

36 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 

66％ 31％ 0％ 3％ 0％ 0％ 

23人 11人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》  

37 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 

51％ 31％ 3％ 0％ 9％ 6％ 

18人 11人 1人 0人 3人 2人 

《その他意見》 ・わかりません。 

・不明（2）。 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 54％ 34％ 11％ 0％ 0％ 0％ 

19人 12人 4人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

39 意見や要望への対応については 54％ 37％ 6％ 0％ 3％ 0％ 

19人 13人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・意見したことがないです。 

 



 

問８ 保育園の総合評価 

 
満足 どちらかといえ

ば満足 

どちらかといえ

ば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 49％ 46％ 0％ 3％ 3％ 

17人 16人 0人 1人 1人 

《その他意見》 
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問8

利用者家族アンケート調査結果（設問別「満足度」総合） 

（注）レーダー数値は設問別「満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象園舎：  横浜市白根保育園                                   横浜市旭区白根７－３１－３ 

回答世帯数：66 世帯中 35 世帯 ＜1 歳児（9 名）、2 歳児（11 名）、3 歳児（6 名）、4 歳児（3 名）、5 歳児（6 名）＞ 

定員 ：78 名 調査期間： 2019/09/17 ～   2019/10/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業者コメント 

 

施設名： 横浜市白根保育園 

          

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

 白根保育園は今回、6 年ぶりに第三者評価を受審いたしました。職員の入れ替わりもあり、今年度の受審は自分たちの保育

や園の運営を振り返る良い機会となりました。 

今回の評価項目について一人ひとりが自分の保育を振り返って見直しを行い、会議の中で検討を重ねてきました。毎年の自

己評価の中で話し合いの時間を持ち、共通認識を図ってきたものの、30 名を超す職員が詳細に亘るところの確認を行うと、認

識の違いがあることがよくわかりました。 

 

保護者の皆様におかれましては、お忙しい中、アンケートにご協力いただきありがとうございました。保育園として、毎日

の保育や運営についてお伝えしてきたつもりでしたが不十分であった内容について 

よく分かりました。いただいたご意見は、職員一同、真摯に受け止め改善や丁寧な説明に役立てていきたいと思います。 

 

白根保育園を訪問していただき、丁寧に観察・評価してくださったR-CORPORATIONの皆様にも大変お世話になりました。

今後も保護者の皆様に安心してお子さんを預けていただける保育園、地域に根差した保育園として保育を展開してまいりたい

と思います。ありがとうございました。 

 

＜評価後取り組んだこととして＞ 

 

１．感染症情報がどこに掲示してあるのか分かりにくいというご意見につきましては、玄関入って正面のところに貼りだし場

所を変更しました。今後クラスにも掲示できるよう準備中です。 

 

２．子どもの育ちを保護者の方と共有するために、送迎時のコミュニケーションに加えて行事の他にも日常の保育の写真掲示

の機会を増やしています。また、ご意見をふまえて年度末懇談会でより丁寧な説明を行いました。 

 

 

 


