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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：2019年 8月 22日～2019年 11月 8日）

評価方法

（結果に要した期間 5ヶ月）

桃の木保育園

2020年1月15日

　桃の木保育園は、昭和63年に開園した横浜保育室の運営を経て、平成27年4月開設の保育園で、運営法人で
ある特定非営利活動法人桃の木保育園により運営されています。保育園は京浜急行戸部駅から徒歩10分の、
国道1号線から一本路地を入った静かな住宅街の中にあります。園舎は白いタイル張りの5階建マンションの1階
部分にあります。園内には0歳児から5歳児まで年齢別の部屋と、厨房、事務室、多目的ホールなどがあります。
0歳児、1歳児保育室の間と2～5歳児の各保育室の間に壁はなく、睡眠時間にはカーテンで仕切りますが、それ
以外は子どもたちや保育士が互いの姿を見ることができ、自然に触れ合えるつくりになっています。定員は60名
で、生後57日の産休明けから小学校就学前の子どもを対象にした保育園です。休園日は日祝日と12月29日か
ら1月3日の年末年始で、開園時間のうち標準時間は7時30分から18時30分です。延長時間は7時から7時30分、
18時30分から20時です。保育方針は「思いやりのある心を持ち、友達と力を合わせて物事をやり遂げたり、自分
の思っていることが言え、人の話も聞くことができる子どもを育成」をうたい、一人一人を大切にした家庭的な保
育を行っています。

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：2019年 9月 20日～2019年 10月 4日）

（実施日：2019年 12月 9日、2019年 12月 10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日目の午前は散歩、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）、書類確認、保育観察

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、主任、保育士（各クラ
スリーダー）、調理員）、書類確認、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：2019年 12月 9日、2019年 12月 10日）



 

2

　年間の研修計画は作成していますが、個人別研修計画はありません。園の理念や各職員の課題やニーズに
応じた、全職員の個別研修計画や各職員のキャリアの長期的展望に応じたキャリアパスの策定を期待します。
また、今年度は目標とする職員が確保できず、外部研修を保障することが十分ではありませんでした。来年度は
一定の保育士が入職する予定であり、理念実現に向けた研修を含む人材育成の取り組みを期待します。また、
園内研修も、あらかじめ計画された園内研修だけでなく、気づいた課題を全職員持ち回りで、職員会議など会議
に全員が揃うまでの短い時間に行ったり、ミニ研修なども旺盛に行ったりされてはいかがでしょう。

《事業者が課題としている点》

　園では、職員が常に心穏やかに過ごし、安定した子どもたちの保育環境を整えるためにも十分な職員数の確
保は課題と捉えています。働きやすい環境作りとして職員が代休や有休を取りやすく相談などをしやすいよう
に、引き続き取り組んでいく考えです。また保育士が保育に対して常に向上心を持って臨めるよう、園内研修を
含む研修受講や会議以外での話し合いへ全職員が参加する機会を作っていきたい意向です。園では、近年の
社会で物の「使い捨て」が横行する中、子どもたちに資源の大切さを教えていきたいとの思いから、生活雑貨な
どの不用品を子どもの大好きなおもちゃに作り変えるなど、手作り感を大切にした保育環境を作っていきたい考
えです。

●個人別研修計画やキャリアパスの策定による積極的な人材育成の取り組みに期待します

　職員は、チームワーク良く協力し合って、子どもたちが、いろいろなことに興味を持ち、好きな遊びを見つけられ
るよう、環境づくりを行っています。保育室には、色彩豊かにペイントされた木製の動物パズルや模様入りの布で
作られたスナップ付きの棒状のおもちゃなど、手作りのおもちゃを多く準備しているほか、コーナーづくりで使用す
る木製の仕切りも安全性に配慮して手作りしています。また、夏まつりや運動会の飾りつけを保育士が製作した
り、おたのしみ会では、子ども一人一人に手渡しするおやつをアレルギーのある子どもも同じものが食べられる
ように、調理職員が米粉でケーキを作ったりしています。子どもたちは、手作りの温かみが感じられる環境の中
で、想像力を膨らませて日々の遊びを展開し、節目の行事では、自分たちで相談して決めた劇を発表するなど、
さまざまな経験を積み重ねながら、のびのびと園生活を送っています。

●地域の福祉ニーズに基づき、これまでの育児相談、園開放に加え、定期定時の育児相談や保育士などによるミニ
保育講座などを検討してはいかがでしょう

　園では、園の見学者や月1回の「土曜・子育て広場」の参加者に対して育児相談を行い、園開放を実施していま
す。保育園は園の子どもたちだけでなく、地域の保育資源であるという視点で、地域の子育て支援の活動を、よ
り積極的に検討されることを期待します。園の見学者や「土曜・子育て広場」の地域の子育て家庭などから簡単
なアンケートを実施するなどして園への要望を聞き、それらから得た福祉ニーズに基づき、これまでの育児相
談、園開放に加え、定期定時の育児相談や保育士などによるミニ保育講座などを検討してはいかがでしょう。ま
た、ホームページや園外掲示で子育て支援の案内を掲示するなどして、地域の子育て家庭への情報発信も期待
します。

○仕事をするうえでも、労働条件のうえでも、働きやすい環境の職場です

　園長、主任は、職員面談を行うとともに、常日ごろから声かけして、業務上の心配ごとだけでなく、家庭での悩
みなどにも相談にのるよう配慮していて、職員が安心して相談できる環境があります。年間行事はベテランと若
手でチームを作るなど、ベテランの保育技術を若手が学ぶことができるよう工夫しています。園には職員の休憩
室があり、休憩時間もしっかり保障しています。また、有給休暇は全員が取得できるよう職員同士で配慮し合い
調整しています。園には職員の紹介により入職した職員がおり、また、昨年の実習生3名が当園に入職希望をし
ています。仕事や労働条件の面などで、人に勧められるような、働きやすい環境です。

《特に優れている点・力を入れている点》

○　「第二の家庭」となって、一人一人の子どもたちにていねいに向かい合う保育を行っています

　子どもたちにとっての保育所は、1日の大半を過ごす生活の場所であると考え、園を第二の家庭と位置付けて
います。一人一人の個性に合わせて、子どもの良いところを伸ばせるような取り組みをするとともに、主体性を重
んじながらも無理はさせないように保育を行っています。0～2歳児では子どもたちの発達の様子を見ながら、安
心して生活し、自分の要求を十分に満たして情緒を安定させていく活動をすることを大切にしています。3歳児以
上では基本的な生活習慣を身につけ、さまざまな活動を通して友達と共感し合ったり、思いやりを持って年下の
子どもに声をかけたり、遊んだりできるようになってほしいと思っています。職員は、子どもたちが自分の気持ち
を素直に相手に伝え、相手の気持ちがわかるように育って欲しいと考えて毎日の保育を行っています。

○職員が協力し合って、子どもたちがのびのびと過ごせる環境づくりに努めています

《今後の取り組みに期待したい点》
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桃の木保育園

評価領域Ⅰ　子ども本人の尊重

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と全体的な計画等の作成 A

　保育の理念、方針、目標は子ども本人を尊重したものになっています。園長は園の理念、方針に沿い、子ど
もの主体性を重んじ、生きる力を身につけられるような家庭的な保育を行うことを大切にしています。職員も年
度末のクラス会議で、理念や方針に沿って1年間の保育活動の振り返りを行ったうえで、職員会議で各クラス
でまとめた結果を発表しています。保育の理念はホームページや入園のしおり、重要事項説明書に明文化さ
れています。2月に行う保護者懇談会では園長がクラスごとに、保育の理念や方針について説明しています。
また、新入園児の説明会の前にしおりの見直しをしています。子どもたちが大半の時間を過ごす園での生活を
充実させ、第二の家庭としての機能を生かし、地域の子育て支援活動に貢献し、信頼される保育所であること
を目ざしています。
　全体的な計画は、一人一人の子どもの育ちに合わせて年齢ごとにできることを増やしていき、友達と協力し
合い、相手に思いやりをもって接することができることを大切にしています。全体的な計画策定にあたっては、
園のある西区が商業の中心地で、共働き世帯が多く、保育の利用時間は午前8時30分から18時30分が大多
数を占めているなど、地域性を考慮して作成しています。毎年、期の初めに、主任が全体的な計画および年間
指導計画のつながりについて、各クラスの職員と話し合って、指導計画を作成するうえでの整合性を確認しま
す。全体的計画は現状では保護者に説明できていません。今後は入園の際の説明会で、保護者にも全体的
な計画について詳しく説明する予定です。
　全体的な計画に基づき、年齢ごとにクラス目標を設定した指導計画を作成しています。クラス目標には0歳児
では安心できる環境づくり、1歳児では一人遊び、2歳児では表現力の獲得、3歳児では生活習慣を身につけ
る、4歳児では友達とのかかわりあい、5歳児では見通しをもって行動する力、などのキーワードを入れていま
す。職員は子どもと目を合わせて話し、スキンシップを大切にした保育を心がけています。おもちゃの箱には写
真を貼ったり、トイレに子どもたちの好きな車両の写真を貼ったりして、子どもたちが自分から行動できるように
しています。指導計画を作る際には、子どもの様子や家庭の状況に配慮して、子どもの主体性が育つようにし
ています。
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評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　 A

　3月中旬に行う入園前の説明会の後、クラス担任2人と保護者が面接しています。面接時間は15分から30分
ほどで、子どもの様子を中心に聞き取りします。その際には同伴してもらっている子どもの様子を観察し、親子
のかかわり合いについても観察するようにしています。面接する際はクラス担任の一人が記述係となって年齢
別に作成された書類を記入します。面接後、クラス担任を中心として、主任、園長も含めて新入園児について
情報共有を行っています。入園後、児童票や提出された書類を確認して年間指導計画を立てます。ねらいや
目標はおおむね半年ごとに大きく分けて、入園した子どもの心身や家庭の状況に合わせて月間指導計画を作
成しています。
　入園説明会後に行う保護者との面接で、短縮保育（慣れ保育）について説明しています。期間は1週間をめど
としていますが、次の日から勤務が始まる保護者への対応も柔軟に行っています。新入園児に対して主担当
の職員を決める際には、入園後に子どもとの相性を考えながら、様子を見て決めています。子どもが心理的な
よりどころとする物の持ち込みを許可しています。連絡帳は各年齢にありますが、0歳児では複写式のノートを
使って、控えを個別にファイリングしています。年度初めに進級した在園児のクラスの職員は、保護者の送迎
の際にコミュニケーションをまめに取って、家での子どもの様子を聞き、子どもが安心して生活しているかどう
か確認しています。
　年齢ごとに年間指導計画、月間指導計画、週案を兼ねた日案を作成し、年間指導計画は期ごとに自己評価
を行っています。月案は園長と主任も参加するクラス会議で取り組み状況を確認し、振り返りを記入し、評価し
たうえで見直しをするかどうか検討します。クラス会議で取りまとめた内容は職員会議で発表し、全職員に周知
します。連絡帳への記入や、送迎時に口頭で伝えられる保護者からの要望や意向は、内容によって即時に対
応するものとクラス会議で検討するものに分け、即時に対応するものは担任と主任または園長で対処の仕方
を決めます。園の運営全体にかかわるような要望についてはクラス会議や職員会議で検討するようにし、必要
に応じて指導計画へ反映しています。
　0歳児では、職員は子どもたち一人一人の「昼間のお母さん」として、優しく言葉かけし、特定の職員と深くか
かわることで、信頼関係を構築しています。年間指導計画を基に個別にねらいと目標を設け、月齢差を考慮し
ながら子どもたちが発達に応じて体を動かせるようにしています。保育室は食事の度に拭き掃除し、午睡時に
はおもちゃ、棚などを清掃し、子どもたちが降園した後、掃除機をかけて清潔にしています。部屋の一角におも
ちゃスペースを作って、子どもたちが好きなおもちゃを手に取って遊べるようにしています。おもちゃは子どもの
様子を見ながら随時入れ替えています。保護者には面談や送迎の際に、自宅でどんな遊びをしているかを聞
き、園で活動する際の参考にしています。
　1歳児では子どもの気持ちに共感し、2歳児では子どもの自己主張を受け止め、見守るようにしています。子
ども一人一人の心身の発達に応じて、1歳児ではトンネルくぐりや砂場遊び、夏季の水遊び、2歳児ではボール
遊びやマット、手作りの平均台渡り、鬼ごっこなど、全身を使う遊びを取り入れるようにしています。探索活動が
十分にできるように、室内遊びでは常に保育室全体を見渡せるような位置に職員が立ち、戸外では遊び始め
る前に必ず注意事項を子どもたちに伝えます。友達とのかかわりの中で、けんかなどをしてしまった場合には
相手の気持ちを代弁して伝え、経験を重ねていくことで相手を思いやる心を育てていくように配慮しています。
　3歳児では小集団でルールのある遊びをして、友達と協力しながら競ったり、子どもたちの発想を引き出しな
がら形や数字、色など主体的に選んで制作活動をしています。4歳児では自由遊びは子どもたち自身がやりた
い遊びを選ぶようにして、製作の際にも自主性を重視しています。5歳児では子どもが1つの集団となって、
ルールを作りながら遊ぶことを重要だと考えています。職員は、行事や日々の活動を通して、子どもの思いを
尊重し、なるべく強制はしないで見守るようにしています。各年齢の一人一人の子どもが、それぞれの子どもに
合った形で活動できるように環境づくりをしています。
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　園が5年前に認可保育園となった際に施設内部を改装しました。施設は内外ともに清潔に保たれ、出入り口
の扉や窓には動物のキャラクターが掲示されています。清掃は食事ごとに拭き掃除と掃き掃除を行い、夕方に
掃除機をかけています。口拭きタオルは子どもたちが毎日持参します。シーツは保護者が金曜日に持ち帰って
洗います。遊具は職員が子どもの午睡時に次亜塩素酸ナトリウム系消毒薬で拭いています。保育室内には
温・湿度計があり、空気清浄機、加湿器、部屋の換気を行うなど、適切に環境管理を行っています。採光は十
分で、西日が入って暑くなる保育室はブラインドで遮光しています。ピアノは日々の活動の中で他クラスの活動
の妨げとならないよう使用し、子どもたちの午睡時にはBGMはかけずに職員が介添えしています。
　0歳児の保育室に沐浴設備があり、温水シャワーも設置されています。夏季はほぼ毎日、汗をかいた時に沐
浴を行っています。0歳児もほかの年齢の子どもたちと一緒に、園庭にたらいを出して水遊びをした後に、温水
シャワーを使用しています。温水シャワーは2か所に設置されています。与薬は原則として受け付けていない
ので、職員はおむつかぶれを予防するために、子どものおむつを交換する時は皮膚の状態を確認し、赤くなっ
ているようであれば温水シャワーで清潔にします。掃除マニュアル、清掃チェック表があり、沐浴設備やシャ
ワーを使用する場所を清掃した後は、チェック表に記入して衛生管理を行っています。
　保育室は年齢ごとに棚やカーテンで仕切っていますが、0、1歳児と2歳児以上の部屋の間には扉が設置され
ています。子どもたちはテーブルやマットで仕切った空間で、小集団になって遊んでいます。職員は子どもたち
の興味や年齢ごとの発達に合わせたおもちゃを揃え、自由遊びや交流遊びの際に出して、子どもたちが遊び
こめるようにしています。食事をするスペースと午睡をするスペースは分けられていて、職員は子どもたちが食
事をする前に午睡の支度を済ませます。保育室の衛生管理や子どもの食事のペース配分も考えて、機能別の
空間を確保しています。保育室の前面に位置するホールは、多目的に利用することができ、異年齢交流もそこ
で行っています。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　3歳児未満の子どもには個別指導計画があり、子ども一人一人の様子や配慮の内容を書いています。3歳児
以上の子どもについても健康面や発達の様子、家庭の状況など個別に配慮が必要だと思われる場合には個
別の指導計画を作成し、取り組む課題を決めて、クラス会議で検討しています。クラス会議では日々の子ども
の様子や発達の状態を把握し、目標や個別指導計画が妥当かどうかについて話し合い、柔軟に見直しを行っ
て次月の計画を作成します。クラス会議で話し合った内容は職員会議で共有します。保護者の要望や意向は
送迎の際の会話や懇談会、個人面談などで聞き計画に反映させるとともに、重要な内容は保護者に説明し同
意を得て実施しています。
　就学に向けて、5歳児担当の職員が保育所児童保育要録を作成し、園長が内容確認を行った後、簡易書留
で小学校に送付しています。小学校職員が来園して子どもの情報を共有することもあります。児童票、面談表
に、子どもの発達や家庭の状況を記録しています。入園後は経過記録、健康管理台帳に子どもの発達記録を
残しています。子どもの発達記録は個別にファイリングされ、必要に応じて全職員が共有できるようになってい
ます。「知っとこノート」には、その日の引き継ぎ事項が書かれており、職員は業務に入る前に子どもに関する
必要な情報を確認しています。進級時の引き継ぎは新担任、現担任、主任、園長で行い、内容を職員会議ノー
トに記載しています。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力 A
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評価分類Ⅰ－５　保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み A

　園には、配慮を必要とする子どもを積極的に受け入れる姿勢があります。配慮を必要とする子どもを受け入
れた時は、個別のケースについて一つ一つ、クラス会議で話し合い、検討し、記録を残しています。まとめた記
録は職員会議で全職員に周知し、どのような配慮が必要なのかを話し合っています。配慮を必要とする子ども
を適切に保育するための最新の情報は、西区こども家庭支援課や幼保小教育交流会などに参加して得てい
ます。職員間で共有が必要な情報は、クラス会議や職員会議の議事録ノートに記載し、必要な場合はいつでも
確認できるようになっています。
　園内はスロープを設置できる入り口のほかはバリアフリーとなっており、「みんなのトイレ」も設置されていま
す。障がいのある子どもを受け入れた際は、保護者の同意を得たうえで横浜市中部地域療育センターに巡回
を依頼し、子どもへの対応を療育センターの担当者と職員が話し合い、障がいの特性に合わせた個別支援計
画を立てています。個別支援計画は月ごとに作成し、ねらいや環境構成、養護、教育、子どもの様子や配慮、
援助などについて記載します。クラス会議では子どもに必要な配慮や家庭との連携について話し合っていま
す。障がいのある子どもがほかの子どもと同じリズムで生活するのは難しいこともありますが、周りの子どもた
ちは自然に援助して遊んでいます。園長は今後、子どもの障がいや発達に合わせた研修を担当職員が受け、
全職員で学習していくことが必要だと感じています。
　「保育運営マニュアル」に虐待の定義や類型、早期発見のポイントを明記しています。職員は子どもが登園し
た際に視診を行い、子どもと保護者の様子を気をつけて見ています。体の傷や子どもの持ち物、着衣が清潔
であるかどうかも視診のポイントとなっています。職員は虐待が引き起こすトラウマについての研修を受け、職
員会議で周知しています。虐待が疑われる場合には、子どもの写真を撮り、西区の保健福祉センター、こども
家庭支援課などと連携を取り、必要だと判断した場合には迅速に報告と相談を行います。園長は事務室を開
放的な雰囲気にして保護者が入りやすいと感じるよう工夫し、また、必要な時は支援室で面談できるようにして
います。
　「保育園における食物アレルギー対応マニュアル」に従って、アレルギー対応を行っています。入園前の面談
で子どものアレルギーの有無を確認して食事の提供を行いますが、その後も毎月、園長、担任、調理師が保
護者とメニュー内容の確認をした後、それぞれが確認印を押します。メニュー作成と食材の調達は専門の業者
に依頼していますが、調理師が横浜市の研修を毎年受講し、必要な知識や情報を職員に周知します。誤食を
防ぐために除去食を提供する子どもの専用トレーに食札を貼り、専用食器を用いて食事を盛り付けた上から
ラップをかけ、ラップにも除去食材を記載して提供します。食事は別のテーブルに一人分配膳し、食事中は職
員がついています。
　帰国子女や外国籍の子どもなどを受け入れる際は、育ってきた環境や生活習慣などを入園前の面談で聞き
取り、保護者と相談のうえで対応できるように準備します。外国籍の保護者などに行事や細かい内容について
伝える場合は、連絡帳に付箋を付けて内容や日程を伝え、話ができる関係者に来園してもらうなど工夫しま
す。行事については趣旨を説明し、参加できるものには参加してもらいます。宗教上などの制約により食べら
れないものがある場合には、個別に除去食で対応します。今後、意思の疎通が困難な場合などには、園長は
通訳ボランティアを頼んだり、西区こども家庭支援課に相談することを考えています。

　苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長です。第三者委員は地域の方にお願いしていますが、ボラ
ンティアとして定期的に来園していただくとともに、行事にも参加してもらい、園の活動について話しています。
保護者に配付している重要事項説明書の中に、苦情の受付担当者、解決責任者とともに第三者委員の連絡
先を明記しています。園の入り口に意見箱を設置し、アンケートは夏まつりやおたのしみ会など大きな行事を
開催した後、保護者に配付して要望や意見を聞いています。現在、アンケートの回収率は30％ほどで、意見箱
の利用もないため、職員や園長は送迎の際に、まめに保護者に声をかけ、行事や子どもの保育園での生活の
様子に対する要望を聞いています。
　マニュアル「桃の木保育園が提供する福祉サービスに対する苦情への対応について」で、苦情解決の方法、
報告・確認、苦情解決のための話し合い、西区役所福祉保健センター、こども家庭支援課、横浜市福祉調整
委員会などの外部の権利擁護機関や相談機関について文書化し、連携できる体制を取っています。また、社
会福祉法の中での第三者委員の位置づけを定義し、どのような時に対応を依頼すれば良いのかを記載してい
ます。職員は保護者の意見や要望には迅速に対応し、主任や園長に報告します。要望や苦情を解決した後
は、クラス会議や職員会議を通じて具体的な解決策や今後の対応について周知しています。対応した内容は
記録し、ファイリングしています。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 A
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桃の木保育園

評価領域Ⅱ　保育の実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　各保育室には、背の低い棚に年齢に応じたおもちゃや絵本が置かれ、子どもの目線で選んで取り出せるよう
になっています。木製や布製の手作りおもちゃが多く準備されており、温かみのある環境となっています。0～2
歳児クラスでは、職員が手作りした木製のついたてを用いて、じっくりと遊び込めるスペースを確保できるよう
工夫しています。3～5歳児クラスでは、テーブルでお絵描きやパズルをしたり、マットを敷いて、ままごと遊びを
したり、落ち着いて遊び込めるようにしています。また、5歳児クラスでは、牛乳パックで作った仕切りで、自分た
ちで部屋を作り、ごっこ遊びを楽しんでいます。職員は、クラス会議で子どもの様子を報告し合い、おもちゃや
絵本の入れ替えやより良い環境構成について話し合い、実践につなげています。
　4、5歳児クラスでは、おたのしみ会で発表する劇の題材を自分たちで相談して決めたり、子どもたちの意見を
聞いて公園で楽しんでいる鉄棒遊びを運動会の種目に取り入れたりしています。また、3歳児以上のクラスで
は、食育で栽培する野菜を子どもたちが意見を出し合って決めるなどしています。自由遊びの時間には、布を
マントのように身に着けてヒーローごっこをしたり、絵本をじっくり読んでいたり、思い思いに好きな遊びを楽し
んでいます。活動の中には、かるたやトランプなどのカードゲームやいす取りゲームなどを取り入れ、子どもた
ちが楽しみながらルールを覚えて遊べるようにしています。遊びがなかなか見つけられない子どもには、職員
が声かけするなどして援助しています。
　園庭のプランターで、ミニトマトやいんげん、えだまめなどの野菜や朝顔を栽培しており、子どもたちが水やり
するなどしています。野菜の世話は主に3歳以上児が行っていますが、1、2歳児の子どもたちも、日々、野菜が
生長していく様子を見て「大きくなっているね」などと話しながら観察したり、収穫したオクラなどを使って野菜ス
タンプをして製作を楽しんだりしています。5歳児クラスでは、アゲハちょうの幼虫に名前をつけ、サナギになっ
てちょうにふ化するまでケースの中で飼育して、放してあげました。散歩では近隣の公園に出かけてどんぐりや
銀杏を拾ったり、帷子川沿いを歩きながら、鯉を見たりしています。行き交う近隣の住民に職員が積極的に挨
拶や会話を交わし、子どもたちも挨拶が自然とできるようにしています。
　子どもの年齢や発達に応じて、色鉛筆や自由画帳、粘土、のり、はさみなどを準備し、子どもが自由に絵を描
いたり、製作をしたりできるようにしています。また、牛乳パックやトイレットペーパーの芯、空き箱などの廃材や
公園で拾ってきた葉っぱやどんぐりなども、製作に使えるように準備しています。訪問調査日には、友達と一緒
に歌をうたいながらスキップしていたり、洗濯ばさみをつなげて恐竜を作っていたり、広告用紙を折り紙のよう
にして猫の顔を作っていたり、体を動かして自分の気持ちを自由に表現したり、さまざまな素材を使って製作を
したりして、楽しそうに遊んでいる姿が確認できました。
　子ども同士の小さなもめ事については、危険のないよう見守りながら、できるだけ子ども同士で解決できるよ
う、声かけをしたり、気持ちを代弁したりして援助しています。職員会議では、子どもへの声かけ方法などにつ
いて、事例を取り上げて、意見交換し、子どもの思いに寄り添って、温かい対応を行うことを職員間で共有して
います。朝夕の自由遊びの時間や散歩など、異年齢で過ごす時間を日常的に取り入れています。また、夏ま
つりや運動会、おたのしみ会などの行事のほか、毎月開催している誕生会も全園児で交流する機会となって
います。
　天気の良い日には、全クラスとも公園に散歩に出かけるなど、屋外活動を多く取り入れています。屋外活動
の際は、日よけつき帽子を着用しています。公園では、鬼ごっこやしっぽ取りゲーム、おしくらまんじゅうなどを
したり、滑り台、鉄棒などの遊具を使った遊びを取り入れたりして、子どもが興味・関心を持って、全身を使って
楽しく活動できるようにしています。室内でも、職員が手作りした平均台を使って遊んだり、マット遊びをしたり、
CDの音楽に合わせてリズム体操を行ったりするなど、子どもの年齢に応じて、体を動かす活動を組み入れて
います。体を動かす活動の際は、子どもの体調などに配慮して、無理のないよう行っています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　食事は、子どもの希望を聞いて食べる前に量を減らすなどして、完食する喜びを味わえるよう配慮していま
す。苦手な食材は、食べやすい大きさにカットし、少量でも食べられた時は褒めるなどして、子どもが自分で食
べようとする気持ちを大切にしながら援助にあたっています。4歳以上児は、ご飯やおかずを自分でよそって配
膳するなどしています。年齢に応じてクッキング活動を行っており、調理職員に教えてもらいながら、とうもろこ
しの皮むきやピーマンの種取りをするなど、子どもたちがさまざまな食材に触れる機会を作っています。授乳や
離乳食については、子ども一人一人のペースに合わせて、優しく声をかけながら行うことを職員間で確認し
合っています。
　四季折々の行事にちなんだメニューを取り入れたり、旬の野菜をふんだんに使用したりするなど、季節感の
ある献立となっています。うろこをきゅうりで作ったこいのぼりライスやケチャップライスで作った赤鬼の顔など、
彩りや盛り付け方法を工夫して、子どもたちが目でも楽しめるよう工夫しています。2歳児以上では、自分の座
りたい席に自由に座れるようにするなどして、和やかな雰囲気の中で食事ができるようにしています。委託業
者から低農薬など安全性に配慮された食材が納入されており、納品後も適切な保管を行っています。強化磁
器や木製の食器を使用しており、年齢に応じて大きさや形状を変えています。給食職員が食器や食具の消耗
度をチェックしており、必要に応じて入れ替えを行い、子どもたちが安心して安全に食事ができるよう配慮して
います。
　調理職員は、日々、子どもたちの喫食状況を職員から聞いたり、月に一度開催される給食会議で、各クラス
の様子やメニューの味付け、食材の大きさなどについて、意見を聞いたりしています。給食時間には、調理職
員が各保育室を回り、子どもたちと直接会話をしながら、食べている様子を見ているほか、給食日誌に日々の
残食状況を記録して、子どもの好き嫌いの把握に努めています。苦手な子どもが多いピーマンは、より小さく
カットしたり、茹でてからごま油でいためたりするなどして、調理方法を工夫しています。
　献立表と食育便りを毎月保護者に配付しています。委託業者が作成した献立表を調理職員が確認し、アレ
ルゲンの食材を排除したり、変更したりして、献立表を完成させており、代替食の献立は、調理職員が作成して
います。食育便りには、行事にまつわるメニューの紹介や旬の食材の効能、食べ方などを掲載しています。ま
た、その日の献立のサンプルを玄関に置いて、降園時に保護者が確認できるようにしています。0歳児クラスで
は、初めて給食を食べる日に保護者に園で提供する離乳食を確認してもらい、調理職員が食べさせ方などの
アドバイスを行っており、一人一人の月齢や発達に応じて、食材の刻み方や固さ、味付け方法などを伝えてい
ます。今後はさらに、保護者が給食を試食する機会を設けられると良いでしょう。
　午睡の際は、カーテンやブラインドを閉めて、室内の明るさを調整し、安心して眠りにつけるように配慮してい
ます。眠れない子どもには、職員がそばに寄り添い、絵本を読み聞かせるなどして、静かに過ごせるようにして
います。乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の予防策として、0歳児は5分おきに、1歳児は10分おきに呼吸や顔色、
うつ伏せになっていないかなどを確認し、ブレスチェック表に記録しています。5歳児クラスでは、11月頃から、
午睡の時間を徐々に減らしていき、就学に備えて、年明けから、午睡の時間をなくすようにしています。
　子ども一人一人の排泄リズムを把握して、様子を見ながら、活動の節目などにトイレ誘導を行っています。園
での排泄状況を連絡帳に記入して保護者に知らせているほか、お迎え時にも口頭で伝え、家庭での様子を保
護者から聞いて双方で情報を共有し、保護者の意向に沿ってトイレットトレーニングを進めています。子どもが
嫌がらずにトイレに行くことができるように声かけを行い、トイレで排泄ができたときには褒めるなどして、子ど
もが自信を持てるようにしています。失敗時の子どもたちへの対応方法については、職員会議などで確認し合
い、子どもの気持ちに寄り添った対応を全職員が心がけています。
　保育時間が長時間になる子どもには、職員が一対一で絵本を読み聞かせたり、一緒に手遊びをしたりして、
さみしくならないように配慮しています。また、マットを敷いて、座ってゆったりと好きなおもちゃを出して遊べる
ようにしています。補食は、保護者の希望に応じて、18時30分頃におにぎりやサンドイッチなどの軽食を提供し
ています。各クラスにクラスノートを準備し、登園時に保護者から聞いた情報を早番の職員が記入し、遅番の
職員は出勤時にノートを読んでから業務に入ります。また、職員間での口頭での引き継ぎも適宜行って、お迎
え時に担当する職員が保護者へ伝え漏れがないようにしています。

A
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　衛生管理に関するマニュアルには、保育室やトイレなど各場所の清掃方法やおもちゃ、遊具の消毒方法につ
いて明記されており、毎年度初めの職員会議で、実務の状況に沿って意見交換を行い、マニュアルの見直しを
しています。マニュアルを基に、下痢嘔吐時の処理方法について園内で実地研修を年に1回行っています。各
保育室には、嘔吐物の処理方法について写真を用いて明示されたフローチャートと消毒液や処理用のバケツ
などを設置している箇所を記した経路図を掲示して、職員が迅速に対応できるようにしています。職員は清掃
チェックシートを用いて清掃や消毒を行っていて、園内外は清潔な状態が保たれています。また、電解次亜水
を用いた消毒や空気清浄機能が付いた電子蚊取り器の導入など、安全性に配慮した衛生管理に取り組んで
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】

　健康管理に関するマニュアルには、登園時の健康チェックや発熱時の対応方法などが明記されており、職員
はマニュアルに基づいて、日々、子どもの健康状態の把握に努めています。保健年間計画には、月ごとの健
康管理内容について記載されており、年齢に応じて指導計画にも反映させ、子どもの健康管理を行っていま
す。入園時には、健康台帳に既往症などについて保護者に記入してもらい、入園後は毎年度末に保護者に渡
して変更事項などを追記してもらっています。保育中に子どもの体調などで気になることがあった際は、お迎え
時に保護者に伝えて、その後の対応について話し合っています。また、0歳児から、給食のあとに歯ブラシを持
つことから始め、食後の歯磨きが習慣となるよう指導しています。
　園の嘱託医による健康診断と歯科健診をそれぞれ年に2回実施しています。結果は、健康台帳に記載して、
個別にファイリングしています。また、月に一度実施している身体測定の結果も記録しています。健康診断と歯
科健診、身体測定の結果は、書面で保護者に知らせています。健診前に保護者から嘱託医への質問や相談
を受け付けて、嘱託医からの回答を保護者に伝えています。嘱託医とは、子どもの体調面で気になることがあ
れば、電話で相談してアドバイスを受けたり、受診したりして、日常的に連携を図っています。
　感染症対応マニュアルには、予防・対応方法や登園停止基準、感染症ごとの症状を見るポイントが明記され
ています。また、子どもに対する健康教育として、手洗いやうがい、歯磨きなどについても記載されており、職
員間でマニュアルを共有し実践につなげています。保護者へは、入園時に登園停止基準が記載された資料を
配付するとともに、説明を行って周知しています。感染症の疑いが発生した場合は、保護者に速やかに電話連
絡し、お迎えまで事務所に常備しているコット（簡易ベッド）を用いて対応しています。感染症が発生した場合
は、状況を玄関のホワイトボードに記載して保護者に周知しています。感染症に関する最新情報は、西区こど
も家庭支援課からのFAXで入手しているほか、外部研修に参加した職員が伝達研修を行って、職員間で共有
しています。

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】

　安全管理マニュアルには、睡眠中やプール活動中の留意事項やそれぞれの緊急時における対応について
明記されています。防災マニュアルには、地震・火災などの発生時の初期動作や対応について明記されてい
ます。避難経路マップを各保育室に掲示し、マニュアルを基に、避難訓練を毎月1回実施しています。また、通
報手順のフローチャートを事務所に掲示しており、通報訓練も取り入れています。滑り止めマットを用いて、備
品などの落下防止策を施しています。災害時の保護者への緊急連絡は園のホームページで一斉に行うことと
しています。近隣の消防署員が来園し、職員は、救急救命法について直接指導を受けています。
　事故防止・危機管理マニュアルには、防止策および事故発生時の対応やけがの応急処置方法などについて
明記されています。保育室安全点検表を用いて、室内の各場所や備品、おもちゃなどの安全点検を行ってい
ます。保護者の連絡先リストは、事務所に保管してあり、医療機関や行政など関係機関の連絡先リストは事務
所に掲示しています。子どものけがについては、軽傷であっても、必ず保護者に詳細を口頭で報告していま
す。散歩など園外活動の際は、職員が必ず携帯電話を所持して、公園到着時などに安全確認を行って、園に
一報を入れています。事故報告書には、発生場所や状況、処置対応、反省点を記載し、速やかに職員全体に
周知して、改善策について話し合っています。
　園の入り口は、電子錠が施されており、不審者などの侵入防止のため、常時施錠しています。また、民間の
警備会社と契約し、園外周に防犯カメラを設置しています。不審者対応訓練を年に2回実施して、子どもたちの
避難誘導や通報演習を行っています。不審者に関する情報は、西区こども家庭支援課から送られてくるFAXや
第三者委員の町内会長などから入手しており、速やかに職員間に周知しているほか、保護者へも、情報提供
を行い、注意を呼びかけています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　職員が子どもを呼ぶ時は、家庭で保護者が呼んでいる呼称に「くん」「さん」「ちゃん」のどれかを付けて呼ん
でいます。園長は保育活動の中で職員の子どもとの会話のトーンと内容に耳を澄ませ、大きな声だと感じた時
は控えめに話しましょう、と声をかけています。職員は子どもと向かい合う時には一人一人の子どもに合った話
し方や態度で接しています。子ども同士のトラブルは可能な限り見守る姿勢を取りますが、危険な行為をした
時には止め、双方の話を聞いたうえで相手の立場を代弁して互いの気持ちを理解できるようにします。今後は
職員会議の中に園内研修の時間を作るなどして、全職員に男女共同参画の意識づけをして行く予定です。
　保育室は年齢ごとにおもちゃの棚や家具、カーテンで仕切られていますが、そのカーテンを使って、友達や職
員の視線を意識せずに過ごすことができます。子どもを落ち着かせてから話をしたほうが良いような場合に
は、職員と子どもが事務室に来て一対一になることもあります。遊具の置いてある廊下でも、プライバシーを守
りながら話せるスペースを作ることができます。子どもが小集団で活動する時はテーブルやマットで空間を仕
切り、遊びに集中できるようにしています。部屋の隅に本を持っていき、1人で読んでいる子どももいます。おね
しょをしてしまった場合は、職員がほかの子どもにわからないようにそっと片付け、マットを園庭に干していま
す。
　「保育運営マニュアル」「服務規程」で、全職員に個人情報の取り扱いや守秘義務の意義を周知しています。
実習生には個人情報保護に関する誓約書に署名してもらっています。保護者には「桃の木保育園における個
人情報保護の方針」を配付し、入園説明会で説明を行います。保護者は「同意ならびに誓約書」に署名して園
に提出します。個人情報が記載された書面および記録は施錠できるキャビネットで保管し、決められた保存期
間を過ぎたものはシュレッダー処理します。また、連絡網の代わりに、ホームページで保護者向けの連絡事項
を発信しています。
　日常生活の遊びの場面では、性差に関係なく各クラスの子どもたちが一緒になって活動しています。名簿や
下駄箱は月齢順としています。毎日の服装は清潔で健康的なものであれば良く、安全面からスカートやフリ
ル、フード付きのものは控えてくださいとお願いしています。父の日、母の日は子どもたちが楽しみにしている
ため継続していますが、誰に手渡せば良いか確認が必要な保護者には職員が事情を聞いています。園長は
子どもたち自身が育つにつれて感じる性差については成長の一環として捉え、自然に変わっていけば良いと
考えています。クラスごとの男女の構成比率がかなり違うため、異年齢交流を取り入れて男の子と女の子の数
にあまり差がつかないように配慮しています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　入園時に配付する入園のしおり（重要事項説明書）に、保育理念と保育方針、保育目標が明記されており、
入園説明会で園長より説明しています。また、クラス懇談会でも、園長が各クラスを回り、保育方針について説
明しています。夏まつりや運動会などの行事後に保護者アンケートを取るなどして、保育方針に沿った年齢ご
とのねらいなどについて、保護者に理解されているかどうか把握するようにしています。職員は、日々の登降
園時での会話や連絡帳でのやり取りを通して、保育方針に沿って保育を実践していることが保護者にわかりや
すく伝わるよう努めています。
　降園時に、日々の子どもの様子について、エピソードを交えるなどして、保護者に伝えています。0～2歳児ク
ラスでは、連絡帳に園での様子を記載し、また、保護者にも家庭での様子を記載してもらって、双方で情報を
共有しています。7月と2月に期間を設定し、個別面談を実施しているほか、保護者からの要望があれば、随
時、個人面談を受け付けています。面談内容は、担当した職員が記録し、個人ファイルに保存しています。クラ
ス懇談会は、5月と2月に開催し、年齢ごとの目標に沿った活動内容や子どもたちの取り組む様子などを保護
者に伝えています。
　園長はじめ主任、職員は、保護者との日常的なコミュニケーションを大切にすることを心がけており、保護者
が話しやすい雰囲気づくりに努めています。保護者から相談を受け付けた際は、内容に応じて、事務所奥のス
ペースを使用して、保護者が安心して話ができるよう配慮しています。西区こども家庭支援課主催の保護者対
応に関する研修に園長が参加しており、相談における対応について、職員にアドバイスを行うなどして、適切な
対応ができるようにしています。相談内容や対応については、詳細に記録して個別ファイルに保存し、継続的
なフォローができるようにしています。
　「桃の木だより」（園便り・クラス便り）を毎月保護者に配付しています。園全体の取り組みや各クラスの活動
内容、子どもたちの様子を掲載するとともに、職員と保護者が協力し合って、子どもたちを見守ることができる
よう、園長の思いなどを伝えています。日々の活動内容や子どもたちの様子を記載して、玄関に用意し、保護
者がお迎えの時に確認できるようにしています。5月と2月にクラス懇談会を開催しており、製作活動や食育で
クッキングをしている子どもたちの様子などをビデオや写真を用いて伝え、各クラスの保育内容やねらいが保
護者にわかりやすく説明できるよう工夫しています。
　年度初めに、年間行事予定表を保護者に配付しています。保護者参加の行事には、印をつけて見やすくして
います。保育参観および保育参加は、実施していませんが、夏まつりや運動会、おたのしみ会は、子どもたち
の様子を見てもらい、また、一緒に楽しんでもらえるよう企画しています。今後の取り組みとして、保育参観およ
び保育参加の実施に関するアンケートを行うなどして、保護者のニーズについて確認されると良いでしょう。ク
ラス懇談会に出席できなかった保護者に対しては、後日、資料を渡し、口頭で個別に報告を行っています。
　保護者会などの保護者組織はありませんが、5歳児クラスの保護者が、卒園式に向けて、話し合いを行う際
に、保育室を提供するなどして、協力しています。今後も、保護者が自主的な活動を行う際に、要請があれば、
職員が参加するなど、園として協力することとしています。園の運営委員会を年に2回開催しており、委員として
選出された2名の保護者が参加しています。運営委員会では、園の運営状況などを報告し、保護者代表と意見
交換を行っています。

A
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桃の木保育園

評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

A

　園では、毎週木曜日を園の見学日とし、園の見学者対象の育児相談を実施するほか、「土曜・子育て広場」
では、毎月午後2時30分から2時間、園開放を行い、育児相談を行っています。「土曜・子育て広場」は、地域の
子育て家庭が交流をする場にもなっています。園の外の掲示板に、園便り、「土曜・子育て広場」や園行事の
案内などを掲示し、園の情報を提供しています。園のホームページには園行事や西区などの問い合わせ先が
掲示され、情報を提供しています。離乳食や睡眠時間の相談など、育児相談は毎月行っています。運動会で
は地域の自治会長や第三者委員、連携している近隣の園を招待しています。
　園の電話連絡帳に西区のこども家庭支援課と西区役所の保健師、西区の地域子育て支援拠点（スマイル・
ポート） 、横浜中部地域療育センター、嘱託医など、関係機関や地域の団体をリスト化し職員間で共有化し
て、地域の子育て家庭からの相談に対応できるようしています。それらの地域関係機関とは、園長を窓口担当
者として発達などの相談をしています。西区のこども家庭支援課からは、地域の子育て家庭の支援など、さま
ざまな情報の提供があり、関係団体といつでも連絡が取れる仕組みになっています。

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供

　園の見学者や、毎月1回の「土曜・子育て広場」の取り組み、西区で行っている出前保育の際に、離乳食や子
どもの食べ物の好き嫌いへの対応などの育児相談を行っています。この取り組みの中で育児相談や子どもを
遊ばせる場所が欲しい、などの地域の要望を把握しています。西区の出前保育の取り組みで、保育園8施設
が協力して、年1回、地域の子育て支援について検討会を開いています。その中で検討した子育て支援の一環
として、「親子ふれあい会」を開催しています。
　地域の子育て支援は全体的な計画の中に位置づけ、年度末の、次年度に向けての事業計画や指導計画の
検討の際に、それまでに把握した地域の子育て支援のニーズなどを参考に、職員会議で話し合い、「土曜・子
育て広場」などについて具体化しています。「土曜・子育て広場」では毎月1回、地域の子育て家庭が親子で遊
んだり、地域の子育て家庭同士の情報交換の場を提供したり、育児相談を行っています。他園と協力して行っ
ている西区の出前講座では地域の子育て家庭を対象に「離乳食の悩み」「寝かしつけの難しさ」などの講座を
行っています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を生かした相談機能
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桃の木保育園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園のホームページや入園案内パンフレットにより、将来の利用者などに園の情報を提供しています。横浜市
のホームページ、ヨコハマはぴねすぽっとや、西区のホームぺージ、地域子育て支援拠点「スマイルポート」に
園の情報を提供しています。横浜市や西区のホームページで料金の情報などを見ることができます。園の
ホームページでは保育理念、保育方針、保育目標のほか、行事やデイリープログラム、開園時間、受け入れ
年齢、定員、職員体制、写真入りの給食メニューなどを閲覧できます。また、園のブログにもリンクして、毎日の
園の活動を閲覧することができます。
　園の見学および利用希望者の問い合わせには、園のパンフレットに基づいて案内し、園の理念、保育方針、
保育内容などを説明しています。電話や直接来訪しての問い合わせは、園長、主任を担当者として、常時対応
できるようになっています。見学は基本的には子どもの活動の様子が見られる時間帯に案内をするようにして
いますが、見学者の都合に合わせ、保育に支障をきたさない範囲で、柔軟に対応し、平日は常時、また土曜日
も対応できるようになっています。

評価分類Ⅳ－２ 保育所における福祉サービスに関する情報提供

評価分類Ⅳ－１　保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ

　園の行事である運動会などに卒園児や連携する保育園の子どもを招待しています。西区の出前保育の取り
組みで、年1回保育園8施設が協力し、地域の子育て家庭を対象に体操遊びや座談会を行っています。西区の
幼・保・小交流事業では、園長、校長の合同会議で学校教育との連携について話し合ったり、5歳児が小学校
に行き、小学1年生と一緒になかよし交流会として校庭で遊ぶなど交流しています。また、「土曜・子育て広場」
を開催し、地域の子育て家庭に園開放をしています。夏まつりなどの園行事の際には人の出入りが多いため、
地域に挨拶してまわるなど、地域の方と友好的な関係を築くよう努めています。
　子どもたちは近隣のさまざまな公園に散歩に出かけ、地域の方々と挨拶を交わしています。4、5歳児は、よこ
はまみなと博物館に遠足で出かけたり、年3回、5歳児が地域ケアプラザにある高齢者施設を訪問して西区音
頭をお年寄りと一緒に踊ったり、歌をうたったり交流しています。また、5歳児が地域のスーパーや商店に行っ
て食育で使う野菜の買い物をしたり、3、4歳児が郵便局に年賀はがきを出しに行ったりして、地域の方々と接
する機会を作っています。連携する保育園の0～2歳児が園に遊びに来たり、プールを利用しに来たりして、園
の子どもたちと交流しています。地域の区民祭りや自治会主催のお祭りのポスターを園内に掲示し、保護者や
子どもたちに案内しています。

A

A
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C評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　ボランティア受け入れ時には、職員会議で受け入れの意義などを話し、園全体で対応することを確認するとと
もに、保護者にも口頭などで説明しています。ボランティアの受け入れ担当は園長と主任としています。水曜会
という絵本の読み聞かせのボランティアが月1回、来園しています。ボランティアの終了後、感想や意見を聞
き、今後の活動に生かすようにしています。しかしながら、ボランティアの受け入れに関するマニュアルがない
ので、今後の作成が期待されます。
　実習生受け入れ時には、理念や保育方針、保育目標、園の保育の姿勢、安全への配慮、守秘義務などを十
分説明しています。受け入れ担当者は園長と主任、受け入れクラスの保育士です。実習生の受け入れの際に
は職員会議で、実習生の紹介やプログラムについて周知し、保護者にも口頭で伝えてます。学校の実習目標
などを事前に把握し、研修目的に沿えるプログラムになるように工夫したり、全クラス経験できるようにするな
ど、効果的実習となるよう工夫しています。短大、大学から実習を受け入れています。実習の終了後には感想
や意見を記入してもらい、今後の活動に生かすようにしています。現在、実習生の受け入れに関するマニュア
ルがないので、作成を期待します。
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桃の木保育園

A

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　職員の募集は保育技術や資格、人柄、コミュニケーション力などを視点に採用しています。退職者が生じた
場合は当面は主任が現場に入りつつ対応し、職員からの紹介や園のホームページで募集し、人材を確保して
います。年間の研修計画はありますが、個人別研修計画はありません。園の理念や各職員の課題やニーズに
応じた、全職員の個別研修計画や各職員のキャリアの長期的展望に応じたキャリアパスの策定を期待しま
す。職員の自己評価に基づき、職員ごとの年度の目標と課題を明確にしたうえで、園長、主任と面談し年度目
標を確認し、年度末にも面談を行い、目標の達成度の評価を行っています。
　研修担当者は園長、主任で、研修計画と園内研修の計画を作成しています。園内研修は、外部研修の内容
を全体に発表して情報を共有したり、マニュアルの基本を確認したりするなど、非常勤を含む全職員を対象に
行っています。また、全職員が異年齢保育、感染症対応、接続期の保育、年齢別の子どもの対応、気になる子
どもに関することなど、多様な外部研修を公平に受講できるようにしています。研修受講後、研修報告書を提
出し、職員会議で報告するとともに、回覧して内容を共有しています。園長、主任との職員面談や、研修報告
書の内容、次年度の取り組みの重点を踏まえ、次年度に向けて研修内容の見直しを行っています。
　園には業務の基本事項を網羅した業務マニュアルがあり、非常勤職員も含め全職員に配付し、園内研修で
周知しています。業務にあたっては、非常勤職員は常に常勤職員を組み合わせて配置するようにし、安定した
業務運営に配慮しています。園内研修には非常勤職員も参加し、担任がOJTで保育技術を教えています。園
長とクラス担任が非常勤職員の担当となり、コミュニケーションをとり情報共有しながら指導しています。日常
業務はクラス担任のもとで行い、子どもの状況や家庭、保護者の仕事などの状況を伝えています。また、短時
間の非常勤職員には園長から感染症予防、嘔吐対策など、安全にかかわる内容を周知徹底しています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　保育目標、保育内容、行事、クラス運営、安全・保健衛生、人材育成、地域支援などの内容に基づく保育園
の自己評価の仕組みがあります。保育技術に関する26項目の保育士の自己評価の仕組みも確立し、保育技
術の向上に努めています。毎月の職員会議では、例えば、転ぶ子どもが増えている中で体操前にストレッチを
行うことの大切さなど、他園の事例や自園の良い点をもとに学び合っています。配慮を必要とする子どもへの
対応として、年1回保育士が横浜市中部地域療育センターから来園するケースワーカーに巡回指導を受けて
います。
　保育士が自己の実践の振り返りができるよう、保育士の自己評価や年間、月間の指導計画など計画や記録
の書式が定式化されています。「保育士の振り返り」と「自己評価」欄により、保育の振り返りが行われていま
す。例えば2歳児は「身の回りのことを自分自身で行い達成感を味わう」というねらいに対し「自分からトイレで
排泄をしようとしたり、やる気をもってきており、継続できるよう声かけする」、5歳児では「友達と話し合ったり、
協力しながら関わりを深める」というねらいに対し、遊びなどの時「子どもたち同士で話し合う環境をつくり、自
分たちで決められるようにする中で、相手にしっかり伝え助け合いが増える」など、意図したねらいとの関連付
けや、子どもの育ち、取り組む過程を重視しています。保育士は振り返りを通じ、保育実践の改善など、その後
の指導計画などに生かしています。
　保育士の自己評価は、年間指導計画や月間指導計画の見直しの際に職員会議で話し合い、翌月や翌年度
に生かしています。保育士の自己評価、保育園の自己評価から、個別の人材育成計画の策定や、廃材を使っ
た手作りおもちゃなどによる、より豊かな環境設定などの課題を明らかにし、改善に取り組んでいます。保育士
の自己評価や保育園の自己評価項目の内容は、保育所保育指針や全体的な計画に沿った項目構成となって
います。保育園の自己評価の結果は、園のホームページに掲示し公表しています。
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　保育理念や保育方針に基づいた研修計画とともに、指導職、主任、中堅、初任など階層ごとの人事考課表
により、人事考課が行われます。人事考課表（評価基準）は職員に周知しています。職員の自己評価と園長の
職員面談により、職員個々の専門性や業務遂行能力などの評価を行っています。職員の意見や意向、評価、
分析をもとに、外部研修の受講に、より積極的に取り組むことや、子どもに集中し、子どもの状況をしっかり把
握するための対策を職員会議で話し合い実施するなど、改善しています。職員の評価は面談時に評価内容に
ついて話し合うなど職員に個別に開示しています。
　指導職、主任、中堅、初任といった階層ごとの人事考課表により、人事考課が行われます。人事考課表（評
価基準）には、経験や習熟度に応じた役割が期待水準として明文化されています。職員の職種別の権限は運
営規程に明記され、指導計画の作成、クラス運営など、通常の保育業務は職員に権限委譲されています。対
外的な業務や、人事、施設運営、職員の統括は園長や主任が行います。偶発的な問題が発生した場合には
職員は園長、主任に報告、連絡、相談することが徹底されています。職員との面談により職員の意見や要望を
聴取し、音の出るおもちゃや、スナップを使ったおもちゃの充実など、保育室環境の改善などが提案され、業務
に生かしています。また年2回、園長面談を行って、次年度の配属や業務への希望、研修希望、業務への満足
度などを把握しています。

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 A
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桃の木保育園

評価領域Ⅵ　経営管理

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　就業規則の「服務規律」には、守秘義務の遵守など不正や不適切な行為を行わないよう守るべき規範が明
記され、運営規程には虐待防止などが明記されています。そのほか個人情報保護方針も策定しています。法
人の決算報告書など経営、運営状況などは内閣府の「NPO法人ポータルサイト」に公表されています。食物ア
レルギーのある子どもの誤食や、虐待など、他の施設での不適切な事例は、新聞などの報道や西区などから
の情報を得て、その内容を職員会議などで周知し、不適切な行為がおこらないよう情報共有しています。
　運営規程や経理規程などに、事務や経理、取引などに関するルールが定められています。運営規程には、
園長や主任、保育士などの職務分掌と権限や責任が明確にされ、職員に配付し周知しています。年1回、法人
監事による事務や経理、取引などに関する内部監査が行われています。また横浜市の監査や顧問税理士に
よる監査が行われ、経理規程の遵守など経営改善を行っています。
　園ではゴミの分別化を進めるため、分別用のゴミ箱を設置しました。また裏紙の再利用、牛乳パックや段ボー
ルなどの廃材でおもちゃや、洗面所、トイレの踏み台を作ったりするなど、ゴミの減量化やリサイクルに取り組
んでいます。さらにプランターで朝顔などの植物や野菜の栽培による緑化に努めています。保育園の玄関には
「地球温暖化に対する取り組み」を掲示し、環境問題への考え方や取り組みを明文化し、節電や節水、リサイ
クルやゴミの分別など園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

　保育理念や保育方針、保育目標は、職員が入職の際に周知し、全体的な計画にも掲載して、毎月の指導計
画作成の際に確認しています。理念や保育方針、保育目標は玄関に掲示するとともに、毎月の職員会議で折
に触れ、理念や保育方針に照らして、子どもや保護者とのコミュニケーションの内容や声の大きさやトーンなど
を確認する中で、理解を促しています。またクラスごとに行われる毎月のクラス会議で、園長、主任が保育理
念、保育方針、保育目標などの理解度を確認しています。
　職員の異動や、施設改修、環境設定の変更などの重要な事項は、園便りや文書掲示などで保護者に周知
し、必要に応じて園長から直接口頭でも説明をして補う場合があります。0歳児の連絡ノートは、複写式にする
ことで、園と家庭でノートが行き来するのに比べ、園に子どもの記録が残り経過記録を兼ねることができ、職員
の業務の省力化にもつながることなどを、前もって職員や保護者に伝え、理解を得ることができました。環境設
定では、理事長、園長をはじめ、木製のパズルや木製のついたて作成が得意な職員で、保育室や園内の環境
設定について話し合って進めています。また年間行事は、ベテランと若手保育士によるチームを編成して取り
組んでいます。
　主任クラスの育成のため、外部の主任研修受講などの制度があります。実際に主任へ就任が決まった場合
には管理業務に携わる経験をしてもらうなど、主任クラスを計画的に育成するプログラムがあります。主任はフ
リーな立場で、園長と協力し各クラスを巡回し、クラスの状況や職員一人一人のサービス提供内容や対応を把
握しています。また、指導計画などの指導や、必要な場合は子どもへ声かけする場合の声の大きさやトーンな
ど具体的に援助しています。主任は、園長と連携しながら、労務管理の視点からも職員の状況を把握していま
す。疲労や感染症など体調管理に気を配り、有給休暇取得状況も把握し、個々の職員が良好な状態で仕事に
取り組めるようシフト表による配置をしています。

A

A
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　横浜市の事業案内説明会や西区のこども家庭支援課、区の園長会議などから、地域の子どもの動態や、保
育所保育指針の運用、虐待の動向、地域の子育て家庭の支援の動向など、福祉ニーズや事業経営に影響の
ある情報を収集し分析しています。重要な情報は園長と主任で意見交換し、必要な場合は職員会議などで職
員と情報共有し話し合っています。保育士不足への対応では職員に呼びかけ、紹介してもらったりしていま
す。また、改めて保育指針を学びなおし、全体的な計画や指導計画の見直しなどを改善課題としてあげ、職員
会議で話し合い、園全体で取り組んでいます。
　法人にも園にも中長期計画はありません。設備投資、新たなサービスの導入など、単年度でできない課題に
備えて中長期計画の策定を期待します。単年度の事業計画は策定していますが中長期計画を踏まえたもので
はありません。接続期の保育内容のより一層の充実のため、親離れ、子離れを体験するため、今年度から5歳
児のお泊り保育を行うなど、サービスプロセスの新たな仕組みを常に検討しています。次代の施設運営に備
え、園長対象者を園長研修に参加させるなど、後継者育成に計画的に取り組んでいます。運営に関し税理
士、社会保険労務士などの専門家の意見を取り入れています。
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桃の木保育園

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　靴箱から自分の靴を取ってきて、保育士に履かせてもらっています。見送りに来た主任保育士とハイタッチする
と、嬉しそうに笑って「バイバイ～」と手を振っています。バギーに乗せてもらい、久保町公園まで、お散歩に出か
けました。お散歩から帰ってくると、出迎えた理事長に、「わんわん、わんわん」と途中で犬を見たことを報告して
いる子がいます。「そう、わんわん、いたのね」と言ってもらうと、また、「わんわん！」と、嬉しそうに言っていまし
た。
　保育士に乗り物の絵本を読んでもらいます。バスやタクシーに、バイバイのように手を振ったり、「あっー」と声を
あげたりして、絵本に見入っています。別の保育士が、一人一人の様子を見ながら、トイレのスペースに連れて
いき、オムツ替えをしています。自分の棚から、オムツを取ってきて、保育士に渡している子もいました。
　エプロンを付けてもらい、みんなで「いただきます」をして、食べ始めます。月齢に応じて、保育士がスプーンで
食べさせたり、自分でスプーンを持って、手づかみで食べたりしています。保育士は「おさかな、食べようね」、「も
ぐもぐね」などと、声をかけながら、援助していました。食べ終わった子は、遊びのスペースに行って、おもちゃで
遊んだり、歩き回ったり、保育士の膝の上でゴロンと横になっている子もいます。全員が食べ終わって、コットの
準備が整うと、カーテンを閉めて、午睡の時間になります。自分でコットまで行って横になり、トントンしてもらった
り、保育士に抱っこしてもらったりして、みんな眠りにつきました。

第１日目、第２日目の午前は散歩、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】

　保育士に食べ物の絵本を読んでもらっています。「これなあに？」と保育士が聞くと、「ぶどう！」「メロン！」「た
まご！」などと、絵本を指さしながら、元気に答えていました。靴下を保育士が一人一人に渡します。「両手でひっ
ぱってごらん」と保育士に手伝ってもらいながら自分で靴下を履いて、「できた！」と言うと、「すごいね！」と、ほめ
てもらいました。帽子をかぶって上着を着せてもらい、散歩に出かけます。「お花咲いてるね」、「はっぱ～」、「金
魚さんいるよ」、「きんぎょ～」と保育士と会話したり、空に小さく見える飛行機を見つけて、「ヒコーキ、バイバー
イ」と手を振ったりしながら、ゆっくり住宅街を歩いて行きます。10分ほど歩いて戸部公園に着きました。「今日は
お砂場と滑り台で遊ぼうね」と保育士が言うと、滑り台やお砂場に向かって走り出します。滑り台の階段を登っ
て、「わぁ～」と言いながら滑って降りると、ぱっと立ち上がって満面の笑顔で拍手して、またすぐに階段に向かっ
て走っていきます。砂場では、小さなカップにスコップを使って砂を入れては、こぼれないように手でギュッと押さ
えて遊んでいる子がいます。「何を作っているの？」と聞くと、「スープ！」、「何が入っているの？」と聞くと、「いち
ご！」と教えてくれました。できあがったスープを保育士に渡すと、「おいしい！ありがとうね」と食べてもらいまし
た。「いちょ～」と言いながら、保育士に拾ったいちょうの葉っぱを見せている子は、「持って帰ろうね」と言っても
らって、嬉しそうにしていました。

　散歩から帰ってきて手を洗い、みんな好きなところに座って、お昼ご飯の支度ができました。「お手てをぱっち
ん、ご一緒に！いただきます」で、みんなが食べ始めます。今日の献立は手作りポテトコロッケとお豆のコロコロ
サラダ、味噌汁です。職員は子どもの皿の上のコロッケをフォークで切って、一口大にしています。フォークを手
渡された子どもはコロッケを刺して、口に入れます。「お口に入れ過ぎじゃないの、大丈夫？」口をもぐもぐさせな
がら、うなずいています。豆を一粒一粒、口に入れている子どもがいます。職員に手を添えてもらってサラダを
フォークですくい、口に入れてもらっています。おかずをすっかり食べてしまうと、ご飯と味噌汁にかかります。ま
だ主菜は皿の上に残っていますがご飯がいいと食べている子ども、味噌汁をすっかり飲んでしまいご飯だけに
なってしまった子ども、両手で味噌汁碗を持ちごくんと一口飲む子ども、みんなそれぞれです。「ゆっくり食べてい
いよ、もぐもぐもぐ」と職員。少し甘えたいのか、職員に手を添えてもらって一口ずつご飯を食べている子どももい
ます。反対側ではご飯を職員に食べさせてもらっています。「頑張ってね」声をかけられて、最後のご飯と味噌汁
を口に入れてもぐもぐしています。ほぼ、すべての子どもが皿を空にし、終わった子どもから席に座ったままで歯
磨きを始めます。職員は一人一人が完食できるようにそばに着き、食事の状態を見ながら食器を片付けていき
ます。口拭きタオルで口をきれいに拭いて、お茶を飲んで、おいしいご飯の時間は終わりました。
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【５歳児】

　4、5歳児が近隣の公園に散歩に出かける際に、保育士が「〇ちゃん（4歳児）と（手を）つないでくれる人」と呼び
かけると、一人の5歳児が「はい」と言って手をつなぎます。保育士は「ありがとう」と5歳児に言います。散歩の途
中で、電車を見かけた一人の5歳児が「ネイビーブルーだ！」と大きな声を上げました。まわりの子どもも電車に
注目しました。また公園に行く途中、地域のお年寄りや、バギーに乗って散歩から帰ってくる0歳児に会い、みん
なで手を振りました。公園では5歳児（一部4歳児も一緒に遊ぶ）は「こおり鬼」で公園のすみずみを走り回って元
気よく遊んでいました。
　おやつの時間、お当番2人が保育士と一緒に給食室のおやつを取りに行きます。当番は毎日2人の子どもが交
代で担当しています。調理師から受け取った牛乳とジャムサンドがのったカートを、保育士、当番の子どもが押し
て部屋に運びます。当番以外の子どもは毎日違った思い思いの席に座って静かに待ちます。当番が牛乳とジャ
ムサンドをそれぞれの席に配ります。配膳が終わるとお当番が前に出て、「今日のおやつはジャムサンドと牛乳
です」と説明した後、「手を合わせて、いただきます」と言い、おやつを食べはじめました。
　午睡後の時間、子どもたちは大きなクリスマスツリーの形が描かれた2ｍ×3ｍの模造紙に向かい、ツリーの外
側を4人ずつ順番に、四方から筆を使って青い絵の具で色を塗っていました。はみ出さないように塗るので真剣
で、緊張した面持ちで慎重に塗っていました。

　訪問調査日、４、5歳児は近隣の公園に散歩に出かけました。4歳児と5歳児がペアになり手をつなぎます。出か
ける時には園の玄関に向かって「行ってきます」とみんなで挨拶します。保育士は列の間が空かないように、
時々止まって後ろの子どもたちが追いつくのを待ちます。信号や横断歩道では、危険がないことを確認し手を上
げて横断歩道を渡ります。公園に着くと、保育士が注意事項を話し、「どうぞ」というと、子どもたちはあちこちに散
らばります。足でじゃんけんを始める子どももいます。船の形をした大型遊具では、ひとりの4歳児が「さかなつり
をしよう」と呼びかけると数人が寄ってきて、木の枝を釣竿に見立てた遊びをします。一人が木の先に落ち葉を刺
して「さかなが釣れた」と言うとみんなでまねをしました。
　調査日の給食はからすガレイのムニエル、豆腐の卵とじ、トマト、わかめと玉ねぎの味噌汁、ごはん、デザート
はオレンジでした。ごはんやおかずが入ったトレーが並べられたテーブルに、子どもたちは順番に並んで、ごは
んを自分の茶わんに盛り、おかずはトングやスプーンで器に入れています。保育士はテーブルの前で見守り、必
要な子どもには手助けします。味噌汁は保育士が配膳します。配膳が終わるとお当番2人が前に出て「手をあわ
せてご一緒にいただきます」と言って食事が始まりました。
　午睡後の時間、薄い布をまとい、お姫様ごっこを楽しむ2人の子ども、机に向かってピカチューの塗り絵に集中
している子どもなど、子どもたちはそれぞれ思い思いの遊びをしています。

【３歳児】

【4歳児】

　上着を着て全員が玄関に集まり、靴を履いてから二人ずつ手をつなぎます。「行ってきます」と、元気に挨拶し
てから外に出ます。車が来ると職員が声をかけていったん止まり、道路の右側に寄ります。横断歩道の前まで来
ると子どもたちはガードレールの前に集まります。横断歩道を渡り、歩いて大きな五差路の前で信号が変わるの
を待ちます。渡ったらまた二列になって、並んで歩いて行きます。しばらく歩くと電車の高架橋の脇に着きました。
子どもたちは職員に促されて、一列になり階段を上がっていきます。高架橋の上に着きました。見下ろすと電車
の線路が何本も走っています。「広がらないで一列に並んでね。水たまりがあるよ。右側に寄ってね。自分で考え
てね。」職員が声をかけます。子どもたちは一列になって高架橋の手すりや金網につかまっています。JRのNEX
が高架下を通過して行きます。「NEX！」子どもが嬉しそうに声を上げます。次に「特急踊り子号」がやってきまし
た。子どもたちは歓声を上げながら手を振ります。高架橋を通過する時、踊り子号の運転手は軽く警笛を鳴らし
て、子どもたちに応えます。みんな大喜びです。「東海道線だよ！」子どもが指さします。東海道線、横須賀線、
相鉄線と、次々に列車が通過して行きます。相鉄線の運転手も通過する際には軽く警笛を鳴らして、子どもたち
に応えます。たっぷり電車を楽しんだ後、子どもたちは、また二列になり、階段を降り、川沿いの道を歩き、橋の
下に浮いているカモを眺め、横断歩道を渡って園に戻りました。楽しい散歩でした。
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桃の木保育園

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園する時の状況

0.0% 0.0% 2.8%

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が24人（66.7%）、「どちらかといえば満足」が
11人（30.6%）で合計35人（97.2%）でした。

　自由意見には、「食育や各種行事にも力を入れており、子どもが楽しみながら学び成長するこ
とができており、感謝しています」「職員の方全員がクラス関係なく全園児の保育にかかわって
くれているように感じます」「行事も常に保護者の声も聞いて、変化、改良してくれていると思
います。日々の生活も保護者の手間、負担が少ないように配慮してくれているように感じます」
「温かみのある手作りの玩具や小物があり、満足度も高いです」など園への信頼と感謝を寄せる
声が多く見られました。
　項目別に見ますと、とても満足度が高い項目として「問3① 年間の保育や行事についての説明
には」「問4遊び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）」「問4
遊び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」「問4生活⑥ お
子さんの体調への気配りについては」他１項目で100.0%の保護者が「満足」または「どちらか
といえば満足」と回答しています。

結果の詳細

園の保育目標・保育方針の認知

よく
知っている

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

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

■園の基本理念や基本方針について

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

無回答

25.0% 58.3% 13.9%

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 9月 20日  ～  2019年 10月 4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： 47 回収数： 36 回収率： 76.6%

賛同できない

0.0%

その他： 「見学していません」というコメントがありました。

②入園前の見学や説明など、園から
の情報提供については

55.6% 25.0% 5.6% 0.0% 13.9% 0.0%

①見学の受け入れについては
55.6% 22.2% 0.0% 2.8% 19.4%

その他： 「見学していません」というコメントがありました。

③園の目標や方針についての説明に
は

58.3% 36.1% 2.8% 0.0% 2.8% 0.0%

その他： 「自分が行っていないため、わかりません」というコメントがありました。

④入園時の面接などで、お子さんの
様子や生育歴などを聞く対応につい
ては

58.3% 30.6% 5.6% 0.0% 2.8% 2.8%

その他： 「自分が行っていないため、わかりません」というコメントがありました。

⑥費用やきまりに関する説明につい
ては（入園後に食い違いがなかったか
を含めて）

58.3% 22.2% 5.6% 2.8% 11.1% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

63.9% 25.0% 2.8% 2.8% 5.6%

その他：
「当時は説明不十分な点がありました。今年度からは、園のたより等で説明があり
納得しています」というコメントがありました。

0.0%

その他： 「自分が行っていないため、わかりません」というコメントがありました。
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問3 保育や行事の年間計画について

問4 日常の保育内容について

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
望が生かされているかについては

36.1% 55.6% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

72.2% 27.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他： 「わかりません」というコメントがありました。

遊びについて 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

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

75.0% 22.2% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①クラスの活動や遊びについては
（お子さんが満足しているかなど）

75.0% 25.0% 0.0% 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）

69.4% 25.0% 2.8% 0.0% 2.8% 0.0%

その他： 「よく見えないのでわからないです」というコメントがありました。

④自然に触れたり地域に関わるなど
の、園外活動については

66.7% 30.6% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

⑥遊びを通じたお子さんの健康づくり
への取り組みについては

63.9% 30.6% 0.0% 0.0% 2.8% 2.8%

⑤遊びを通じて友だちや保育者との
関わりが十分もてているかについては

69.4% 30.6% 0.0% 0.0% 0.0%

その他： 「まだわかりません」というコメントがありました。

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

80.6% 16.7% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
83.3% 13.9% 2.8% 0.0% 0.0%

その他：

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

80.6% 13.9% 2.8% 0.0% 2.8% 0.0%

その他： 「まだわかりません」というコメントがありました。

④昼寝や休憩がお子さんの状況に応
じて対応されているかなどについては

75.0% 22.2% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

⑦保育中にあったケガに関する保護
者への説明やその後の対応には

58.3% 33.3% 5.6% 0.0% 0.0% 2.8%

その他：

0.0%

その他： 「おむつはずしはしていません」というコメントがありました。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

80.6% 19.4% 0.0% 0.0% 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

72.2% 16.7% 2.8% 0.0% 8.3%

その他：
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問5 園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

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

61.1% 33.3% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
52.8% 41.7% 5.6% 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

38.9% 47.2% 11.1% 2.8% 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

52.8% 38.9% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

②園だよりや掲示などによる、園の様
子や行事に関する情報提供について
は

75.0% 22.2% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会については

69.4% 25.0% 5.6% 0.0% 0.0%

その他：

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

66.7% 30.6% 2.8% 0.0% 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

47.2% 41.7% 5.6% 0.0% 5.6% 0.0%

その他： 「子ども本人から聞いています」というコメントがありました。

⑦開所時間内であれば柔軟に対応し
てくれるなど、残業などで迎えが遅くな
る場合の対応については

50.0% 36.1% 2.8% 0.0% 8.3% 2.8%

その他：

0.0%

その他：
「担任の先生が不在時は、子どもごとの園生活の事は特にないのが残念です。そ
の日あった事なんでもいいので教えてほしいです」というコメントがありました。

⑥保護者からの相談事への対応には
52.8% 38.9% 5.6% 0.0% 2.8% 0.0%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

50.0% 38.9% 2.8% 5.6% 2.8%

「残業をしたことがないのでわかりません」というコメントがありました。

その他： 「行った事がないため、非該当です」というコメントがありました。
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問7 職員の対応について

問8 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：

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

83.3% 13.9% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

72.2% 25.0% 2.8% 0.0% 0.0%

その他： 「本人は保育園が好きでない様子だから」というコメントがありました。

③アレルギーのあるお子さんや障害
のあるお子さんへの配慮については

52.8% 27.8% 0.0% 0.0% 19.4% 0.0%

その他： 「アレルギーや病気、障がいが無いため不明です」という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

61.1% 38.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

30.6% 2.8% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「行った事がないため、非該当です」というコメントがありました。

総合満足度は
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答

66.7%

⑤意見や要望への対応については

50.0% 41.7% 2.8% 0.0% 5.6%
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事業者からの意見

　桃の木保育園は、認可保育園となり5年目を迎え、今回初めての第三者評価を受けました。
認可保育園として開所の4年間は、ただひたすら、家庭的な保育の中で「生きる力」が身に着
くよう、ひとりひとりに向かい合う保育に専念してまいりました。この度、評価をしていた
だいたことにより、子どもの生活、環境、保育内容、保護者、職員と多方面にわたり客観的
にみていただいて、これまで気づかなかったこと、改善をしなければならないこと、また、
本来の桃の木保育園らしさを再認識する良い機会でした。
　これからは、研修や職員会議の時間をこれまで以上に持ち、職員全員が共通理解をして保
育の資質を高め、より一層、子どもたちに寄り添った保育を目指していきたいと思います。
　保護者の皆様にはアンケート等のご協力をいただきましてありがとうございました。
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