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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 6月 20日～2019年 9月 3日）

評価方法

（結果に要した期間 5ヶ月）

京急キッズランド黄金町保育園

2019年11月29日

　当園の運営主体は、京急サービス株式会社です。開所は2013年4月ですので7年目を迎えた保育園です。定員
は60名で、2019年10月現在、59名（44世帯）の子どもたちが在籍しています。特別保育としては、産休明け保育、
延長保育、障がい児保育などを実施しています。
　京浜急行黄金町駅から徒歩で約４分ほどのところにあります。園の付近は、マンション、住宅、商業施設などが
混在しています。その中にいくつかの公園があり、子どもたちは折に触れて散歩に行っています。そのような環
境の中、子どもたちは伸び伸びと、楽しく過ごしています。

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：2019年 8月 19日～2019年 9月 2日）

（実施日：2019年 10月 21日、2019年 10月 23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、看護師）、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
士、）、保育観察

株式会社　学研データサービス

職員一人一人が自己評価を行い、職員会議で一つ一つ話し
合いながら、園長が取りまとめる

自己評価

評価調査員による評価

（実施日：2019年 10月 21日、2019年 10月 23日）
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　2016年度に作成された5年間の中・長期計画があります。計画は7つの分野で構成されていて、保育理念、地
域子育て支援、施設運営など、それぞれ具体的な項目が列記されています。その中でも、大規模修繕計画、安
全チェックの分野は年次ごとの修繕項目が具体化されています。ほかの６つの分野では項目はありますが、年
次ごとの実施計画が今ひとつ不明です。やはり計画は年度ごとに立てられたほうが良いでしょう。また、中・長期
計画で立てられた項目が単年度計画に、しっかりと関連付けておかれると具体的な進捗状況が明瞭になりま
す。当園の中・長期計画には保育に関する分野がしっかり明記されていますが、それを理解して実践していくこと
は職員全員の理解といった面で不安が残ります。今後は、より明瞭になるような改良を期待します。

《事業者が課題としている点》

　園では参加している幼・保・小の交流事業のブロック内の小学校と交流していますが、5歳児の就学に向けた取
り組みとして、さらに近隣の小学校とも交流の機会を設け、継続的な交流につなげていきたいと考えています。
地域の子育て家庭への支援としては行事へのお誘いや育児相談を行っていますが、園見学に0歳児を連れた保
護者が多数いることを捉え、離乳食の試食会などを栄養士たちと企画し実施することで、さらに地域に密着した
子育て支援を図っていきたい意向です。また、家庭的な雰囲気の中で子どものこころ、からだ、えがおを育てると
いう保育理念の実現に向けて、保育者一人一人の質のさらなる向上にも取り組んでいきたいと考えています。

●よりわかりやすい中・長期計画となるような改良を期待します

　0歳児や1歳児の入園の際は、担当制の職員配置を行っています。入園してくる子どもたちは違った環境になる
ので、不安や恐れを感じ、精神的に不安定な精神状態になることは否めません。そこで、0歳児の入園の際は担
当職員数を多めに配置し、個々の子どもにかかわる職員を固定化し、子どもに安心感を持ってもらうとともにア
タッチメントの形成を心がけています。１歳児も進級児のほかに数名の新入園児がいますので、やはり不安定な
精神状態になりがちですので、０歳児と同様に職員数を多く配置し、担当制をとっています。この担当制は少なく
とも入園から数か月は実施し、子どもたちの様子を観察し、徐々に職員全体が把握していくようにしています。園
長や主任はこのアタッチメントの重要性を深く認識し、職員の協力を得て、毎年実施しています。

●より地域に密着した支援活動を、担当者のもとに模索していくことを期待します

　地域に向けて育児相談を行い、夕涼み会や運動会などの行事へお誘いし、中学生の職場体験を受け入れるな
ど、支援活動を実施しています。また、園長や主任は地域とのかかわりや幼・保・小の連携会議などを担当し、地
域の情勢の把握に努めています。より地域に密着した活動については、模索している段階です。具体的には、最
近0歳児の親の見学が多いので、このような親に向けた離乳食の試食会や相談なども実施したいと園長は考え
ています。子育て中の働く親の支援として、当地域の傾向を把握し、それに合った活動をしていくためには、担当
職員のリーダーを決め、年間計画の中に反映させていくことが必要になります。地域の0～2歳児を持つ親の
ニーズとしては、食物アレルギー対応やベビーマッサージ、トイレットトレーニングなどが考えられます。今後、よ
り地域に密着した支援活動に取り組まれることを期待します。

○職員同士のコミュニケーションが良く、保護者との連携にも力を入れています

　毎日の朝礼や毎月の職員会議、リーダー会議など各種会議で職員間で前向きな発言をして保育を進めていま
す。また、栄養士や看護師など職種に関係なく子どもたち一人一人に目配りをしています。職員アンケートでも、
「人間関係が良好なため、雰囲気が明るい」「職員同士のやり取りが密です」といった声が多く聞かれます。
　そのような家庭的な雰囲気の中で保育が進められているためか、今回の利用者調査でも、「先生と保護者の距
離が近く、何でも相談しやすいです」「先生たちの目が行き届いて、温かく家庭的な雰囲気で子どもたちが落ち着
いて過ごしています」「一人一人の先生が良く見てくれていて、安心して働く事ができます」など、感謝の声が多く
聞かれます。

《特に優れている点・力を入れている点》

○年齢ごとの食育年間計画表を作成し、食の充実化を図っています

　当園は食育が充実しています。0～5歳児とも各年齢ごとの年間食育計画表を作成しています。0～2歳児の表
は、年間をごっくん、もぐもぐ、かみかみ、ぱくぱくの4期に分け、食べることに興味を持つ、食材に興味を持つ、意
欲的に食べるようになるという柱のもとに食育活動を実施しています。3～5歳児は年間を4期に分け、食べること
の楽しさ、命の大切さ、3色表に興味を持つといった柱でそれぞれ活動を行っています。
　いずれも行事と関連させた食事の提供、旬の食材など毎月の食事の提供をするとともに、各年齢ともに調理活
動を行っています。具体的には、0歳児の野菜の皮むき、3歳児のさつま芋のクッキング、5歳児のお泊り保育の
カレーライス作りなど毎月のように実践しています。また、食することだけでなく年齢に合わせた箸の使い方、マ
ナーなども習得できるようにしています。

○アタッチメント（愛着関係）形成のために、入園後数か月の間、０、１歳児の担当制保育を徹底させています

《今後の取り組みに期待したい点》
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京急キッズランド黄金町保育園

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

　園の保育理念は「家庭的な雰囲気の中で、こころ、からだ、えがおを育てる」です。保育方針は「保育園と家
庭と地域の協同」となっています。保育理念と基本方針は法人が作成しました。園長は年度の初めに職員全
員に、保育方針の柱となっている子どもの健やかな育成、保護者の就労の支援、地域との連携について話し
ます。保育の理念や基本方針は明文化され、重要事項説明書に記載するとともに園内に掲示して、保護者に
周知しています。職員は家庭的な雰囲気の中で、園をもう一つの家だと子どもたちが思えるような環境づくりを
心がけ、近隣の保育園と交流したり、ドッジボールなどのイベントに参加したりしながら日々の保育を行ってい
ます。
　全体的な計画は2017年の保育指針の変更に合わせ、系列7園の園長と主任で作りました。書式は全園共通
ですが、交流保育、子育て支援事業、主な行事など地域性と関連を持つ内容は、各園の園長が取り組み内容
を決めました。利用対象者は京浜急行沿線の就学前の子どもです。園のある地域は公園が多く、商業施設も
近いので季節を感じられるような活動に力を入れています。園では年度末に全体的な計画と年間指導計画を
見直すための振り返りを行い、次年度の課題について話し合っています。保護者には入園説明会や保護者会
で、全体的な計画や年間行事のねらいを記した書面を配付するとともに、説明を行って理解が深まるように努
めています。
　全体的な計画の年齢ごとの保育のねらいに合わせて、指導計画を作成しています。職員は毎日の保育活動
の中で、子どもと目線を合わせ、表情や声色から子どもが求めていることを察知して受容し、子どもの思いを受
け止めます。おもちゃの写真を収納する棚に貼って、遊んだ後は片づける生活習慣を身につけられるようにし
たり、毎日の食事が自分の体を作っていることを説明する掲示板を作ったりして、子どもの理解が進むようにし
ています。子どもが意見や意思を表した時はまず聞き、否定せず、どうすればできるのかを一緒に考えるよう
にします。子どもが自分の気持ちを表現しきれないときは、待ちの姿勢で見守り、子どもが話すことができるよ
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1週目に入園説明会を行い、その際に保護者と日程調整を始めて、入園までには全保護者と個別に面接
をしています。面接の際には家庭の方針や過ごしている生活リズム、食事の様子などを聞き取りし、子どもを
なるべく自然に迎えられるようにします。年齢ごとに作成された面接表と、持参してもらった健康記録などを使
用して聞き取りします。来園してもらう時にはできるだけ保護者に子どもを連れてきてもらい、子どもと保護者の
様子を観察します。面接は保護者と職員2人の三者で行いますが、食物アレルギー対応が必要な場合は栄養
士も必ず同席するようにしています。面接時に記録された内容をまとめたものを職員に配付したうえで、情報共
有を行っています。
　入園直後の短縮保育は子ども一人一人に合わせて、柔軟に期間を設定して行っています。初日は1時間程
度から始め、長い子どもでは1か月程度かかることもありますが、平均的なケースでは2週間ほどで終了してい
ます。0、1歳児では担当を決めています。タオルやおしゃぶりなど心理的よりどころとする物の持ち込みも許可
しています。「育児日記」では保護者に園での生活の様子を知らせるとともに、送迎の際もていねいな対応をす
るように心がけています。進級する子どもの担当職員が変わる場合は、事前にクラスに入って新旧の職員が
引き継ぎを行ったり、クラスミーティングで時間を取ったりして、在園児も落ち着いて生活できるようにしていま
す。
  年齢ごとに年間、月間指導計画があり、月間指導計画を基に週案を作成しています。法人共通の書式として
0～2歳児用、3～5歳児用の2種類があり、年齢に合わせて子どもへの配慮、教育、食育などの指導計画を作
成しています。実施後の週案は、クラスミーティングの際にまとめを行い、振り返り、改訂が必要な部分は担当
職員が青字で修正し、変更内容が妥当かどうかを職員会議で話し合います。個別の対応が必要な場合は「れ
んらくちょう」を使って保護者に報告したり、必要に応じて個人面談を行ったりしています。保護者から出された
要望は、月に1度行うクラスミーティングと職員会議で検討し、できるだけ意向を反映するようにしています。
　0歳児では、職員は子どもと接する時に目と目を合わせて同じものを一緒に見るようにしています。好きな動
物を喃語で呼んだり、言葉を繰り返して受け止めたりして、子どもが何を欲しがっているかを察するようにしま
す。保護者以外の大人と接するので、さみしさを感じないように、成長の度合いを見ながら、一人一人の子ども
の生活リズムに合わせます。室内の清潔を確保するために、食事やおやつを食べた後は拭き掃除をした後、
消毒しています。安全に配慮しながら、子どもが好きなものを取って遊べるようなおもちゃ棚を作って、おもちゃ
の入れ替えを適宜行っています。日々の生活ではアタッチメント（愛着）を大切にし、安心して過ごせるようにし
ています。
　 1歳児では職員は月齢の高い子どもと低い子どもの間に入って、互いが楽しめるようにしています。2歳児は
性格や特徴が強く出てくる時期なので、子どもに合った接し方をします。1歳児はジャンプや動物の物まねな
ど、2歳児は手と足の力がついてくるので、外遊びで鬼ごっこ、室内では巧技台を上り下りするなどで楽しみま
す。探索行動による事故を防ぐために、1歳児は何でも口に入れないように、2歳児は危険を察知せずに行動
に出るので目を離さないようにしています。友だちとのかかわりでは、1歳児は職員が月齢の低い子どもの気
持ちを発語できる子どもに伝え、2歳児では子ども同士がけんかをした時、相手の気持ちを代弁して仲立ちをし
ています。
  3歳児ではブロック遊びなど、4歳児では遊具や集団の中での鬼ごっこ、しっぽ取りなど、ルールのある遊びが
主流になってきます。5歳児では自分たちで何を作るかを考え、アイデアを出し、友だちと協力して1つの製作物
を作っています。子ども同士のけんかの際は、3歳児では相手の気持ちを思いやれるような言葉かけを行い、4
歳児では互いを傷つけるようなものでなければ見守り、5歳児では一定の距離を保って向かい合い、自分たち
で解決できるような形になるまで待ちます。職員たちは子どもたちが自分のことは自分ででき、言葉に出せるよ
うに、相手の気持ちを考えられる子どもになってほしいと思いながら保育を行っています。
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  園は京急線の電車の高架下にありますが、屋内・外とも清潔に保たれています。衛生管理マニュアルがあ
り、マニュアルに従って保育室やトイレ、園庭の清掃や消毒が行われています。清掃は朝と夕方の2回で、子ど
もが帰宅した夕方には念入りに行います。室内には温湿度計、加湿器兼殺菌器を設置すると同時に定期的に
換気を行っています。口拭きタオルは園で消毒済みのものを用意しています。シーツは週に1度保護者が持ち
帰り、洗います。2、3歳児の保育室は夏季、かなり日当たりがよくなりますが、カーテンで遮光ができる程度で
す。備品や掲示物は壁に貼ったり天井から吊るしています。子どもが午睡する時には職員が小さな声で子守
唄を歌っています。
  0歳児の保育室に沐浴設備があり、清潔を保つために夏季はほぼ毎日沐浴を行っています。温水シャワーは
園内に5か所あり、1歳児の保育室、4、5歳児の保育室にも設置されています。散歩や外遊びで汚れた時は、
ウッドデッキのシャワーを使います。沐浴設備は「シャワー室掃除表」「保育室における消毒の対応」などのマ
ニュアルに従って毎日洗剤で洗浄し、床とベビーベッドは消毒液で拭き掃除し、清掃記録に残しています。おむ
つかぶれを防止するために、おむつ替えの際の手順書を作成し、沐浴室の壁に貼っています。医師の指示が
あれば指示薬の塗布を行います。また、保護者と相談しておむつ替えの回数を増やすこともしています。
  0、1歳児の保育室では、カバーをかけたパーテーションを仕切りとして使って、小集団保育が行われるように
しています。また、食事と午睡のスペースを分けて、機能別の空間を確保しています。2歳児以上の保育室で
は、食事をした後に拭き掃除をして清潔にした後、布団を敷いて寝ています。異年齢交流は朝と夕方の時間、
０、1歳児は0歳児の保育室で、2歳児以上の子どもたちは5歳児の保育室で行っています。午前9時以降はそ
の日の活動に合わせて保育室に分かれていきます。2、3歳児、4、5歳児の保育室は低い棚などを仕切りにし
ているので、互いが視野に入ります。子どもたちは比較的自由に保育室を行き来しています。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　3歳未満の子どもには個別指導計画があり、養護や子どもの育ち、身近な人間とのかかわりなどのテーマを
設定して子どもの様子や必要な配慮、職員の自己評価を記載しています。3歳以上の子どもについても、子ど
も一人一人の健康面や発達の様子、家庭の状況に合わせた指導内容になっているかをクラスミーティングで
話し合い、記録を残して職員会議でも検討しています。保護者には、「れんらくちょう」、個人面談などで行って
いる配慮を伝えています。個別の計画は月の振り返りだけでなく、週案や経過記録を作成する場合も見直し、
必要に応じて変更します。指導計画を変更した時は内容を保護者に伝えて意見を聞き、同意を得るようにして
います。
  入園・進級の際、毎年「ご利用申請書」を保護者に記入してもらい、子どもと家庭の状況、生活歴、環境の変
化を把握しています。経過記録、健康診断結果は定められた書式に記録し、クラスごとにファイリングしていま
す。子どもに関する必要な情報はクラスミーティング、職員会議、園日誌などで共有し、対応できるようにしてい
ます。進級時には担当の職員が、各種の記録を基に新任の職員へと申し送りを行い、一人一人の子どもの発
達について情報共有を行っています。転園先の保育所から依頼があった場合には、保護者の同意を得たうえ
で情報提供を行います。卒園時には担当職員が作成した保育所児童保育要録を小学校に簡易書留で送付し
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

  過去3年間は特に配慮を必要とする子どもの受け入れはしていませんが、南区の保健師からは現在配慮を
必要とする子どもへの対応などの情報が発信されるため、職員会議で検討課題としています。個別のケース
についてはケース会議を行ったうえで南区のこども家庭支援課に連絡や相談をします。緊急連絡先一覧表を
作成し、病院や嘱託医、医療情報センターなどの連携機関を記載して、子どもが必要とする配慮に応じた対応
ができるようにしています。過去、支援が必要な子どもの保護者とは面談を行ったり、横浜市中部地域療育セ
ンターを訪問したりしています。共有が必要な情報は記録し、関係者が確認できるようにファイリングしたうえで
施錠できる書庫で管理しています。
 　建物はバリアフリーで平屋建てとなっており、「みんなのトイレ」を設置しています。障がいのある子どもが入
園した場合には、保護者の同意を得たうえで、南区のこども家庭支援課や横浜市中部地域療育センターと連
携し、必要な時には助言を得られるようにしています。園長は職員が障がいを理解し、子どもへの対応を一貫
させることが重要であると考えています。職員は障がい児保育に関する研修を受講し、職員会議で発表して、
障がいのある子どもを受け入れる際の対応について話し合います。子どもの状態や情報を職員間で共有し、
子どもの姿をありのままに受け止め、障がいのある子どもも、ほかの子どもも同じように生活できるような保育
を行うことが大切だと考えています。
  法人作成のマニュアル「子どもの虐待への理解と対応」の中で、虐待の種類や虐待に気づくためのポイント、
子どもや保護者が発するサインについて記載しています。職員は園内研修を受けて、虐待が重大な人権侵害
であることを認識するとともに、子どもの権利条約について学んでいます。毎日の視診や着替えの際には子ど
もの様子を観察し、虐待が疑わしい場合、見守りが必要な場合には南区のこども家庭支援課など関係機関と
連携します。支援が必要だと思われる保護者に関しては、担当職員が十分なヒアリングを行ったうえで、子ども
を見守りながら保護者とのコミュニケーションを取り、日ごろから声かけをして、保護者の心身や周囲の環境に
配慮しています。
  法人共通のマニュアルで、アレルギー除去食の配膳手順を決めています。食物アレルギーのある子どもが
入園する際には栄養士、担任、主任、園長の四者でアレルギーの内容と医師の診断書、対応内容を基に「食
物アレルギー対応表」を作成し、法人にも周知します。保護者にはアレルギー食のメニューを配付し、解除や
変更などの際には希望に応じて面談します。調理を担当する職員は毎年アレルギーに関する研修を受け、受
講内容を職員会議で発表し、全職員と情報共有します。誤食を防ぐためにトレー、食器は個別にし、アレル
ギーシートと呼ぶ食材別に色分けした識別用のシートをトレイに敷いて、調理職員とクラス担当職員が互いに
チェックし、配膳ミスを起こさないようにしています。
  入園した子どもが日本語を使って意思疎通できない場合は、担当職員がその国の単語を学習したり、絵を
使って園での生活を説明したりして、子どもがなるべく早く慣れることができるようにします。南区のこども家庭
支援課と相談して通訳ボランティアを依頼することも検討します。現在まで食物禁忌を持つ子どもが入園してき
たことはありませんが、保護者の希望に沿って除去食を提供することにしています。入園にあたって保護者と
相談して、入園前の行事に招待したこともあります。連絡帳は日本語で記入しますが、送迎の際に口頭で伝え
たり、食事の量などを記入した単語カードを使うなど、保護者とコミュニケーションを取れるようにしています。

　苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長です。保護者には「ご意見・ご要望への対応の仕組みにつ
いて」を使って説明するとともに、園内に掲示しています。また、横浜市福祉調整委員会のパンフレットを玄関
に置いて、保護者が持ち帰れるようにしています。毎月保護者に「皆様の声」と名付けた書面を配付して、意見
や要望があればその内容をまとめています。行事ごとに行うアンケートも集計して振り返りを行い、保護者が
内容の公表を許可するものについては「えんだより」に掲載します。担任が送迎の際に保護者と話す時は連絡
帳に書かないような細かな内容を伝えて、子どもの園での生活の様子を感じ取ってもらうようにしています。
　法人共通のマニュアル「クレーム（苦情）対応」で、苦情受付責任者や対応手順、注意すべき点を明確にして
います。第三者委員には年3回ほど「えんだより」を持参して近況報告を行っています。法人では保護者の意見
を参考にし、幅広く保育園運営に生かし、信頼の確保に努めることを大切にしています。苦情申し立て者が満
足できない場合には、外部の権利擁護機関との連携をすることも明記しています。苦情や要望は主任から園
長に報告され、重要なものは法人に連絡して対処を行った後、職員会議で職員に周知します。苦情やトラブル
のデータは「苦情相談記録簿」に時系列に蓄積されて、同じようなクレームが発生しないようにしています。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 A
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京急キッズランド黄金町保育園

評価領域Ⅱ　保育の実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　おもちゃは、どのクラスの保育室も子どもが取り出しやすいように種類ごとに低い棚にしまってあります。0歳
児クラスでは振ると音が出るおもちゃや柔らかいもの、1歳児クラスでは見立て遊びのできるおもちゃや指先を
使うもの、2歳児からブロックなどの友だちと一緒に遊ぶ機会が増えるものを、3歳児からはルールのあるゲー
ムを用意するなど、子どもたちの発達や年齢に合わせて適宜おもちゃを用意しています。また、パーテーショ
ン、敷物でコーナーを作って、少人数で好きなことをじっくり遊べる空間、時間を設けています。一斉保育以外
の朝夕の時間は自由時間となっており、子どもたちが思い思いのコーナーで自由に遊んでいます。
　子どもたちのやってみたい気持ちや、おもしろそうと思う興味を見逃さず、遊びが発展できるようにしていま
す。以前、フープを床に置いて飛んで遊んでいると、クラスのブームになって子どもがいろいろとルールを考え
ていました。夕涼み会では5歳児が夏祭りのイメージからおみこしを協力して作りました。職員は危険がない限
り子ども一人一人の発想を大切にして、子どもたちから問いかけがあった時には一緒に考えるようにしていま
す。子どもの興味を膨らませるような保育を行っています。一斉保育の時間には子どもたちの「○○したい」と
いう気持ちを大切にしながら、年齢に見合ったルールを加えるなどして、言葉がけや遊具を用意するなど援助
をしています。
　玄関を入ると、正面の棚に、かぶとむしの幼虫、ばった、金魚、かめなど生き物が飼育されています。 かぶと
むしはここ数年、卵、幼虫、成虫と命をつないでいます。今年は捕まえたばったが偶然卵を産み、その後の生
長の様子を見守っています。散歩先では虫など生き物を探す探索を楽しみ、園の図鑑で調べられない時は5歳
児が図書館に出かけてもう一度調べるなどして、生き物の命の大切さを学んでいます。夏野菜の栽培では、子
どもたちが世話をして給食で食べる機会にもなっています。散歩では近隣の人と挨拶を交わすなど交流があり
ます。以前、桜の花見の時期にお年寄りに挨拶をしたことから、高齢者施設からお誘いが来たこともあります。
　3歳児からは個人のお道具箱が用意されています。牛乳パックや段ボールなどの廃材は子どもたちの活動
の様子を見て職員が用意し、子どもが自由に使えるようになっています。遊びの中で数や形に触れ、例えばコ
ンドルの音数は4、ニシキヘビは5といった音数に注目させたり、また「折り紙を〇枚取って」などと、日常的に楽
しく数を理解できるようにしています。子どもたちの行事の製作物は廊下に吊り下げ、保護者に見てもらえるよ
うに配慮しています。訪問時にはクラスごとに季節や行事にかかわる作品が掲示されていました。これらの作
品は年度末に個別に製作帳として家庭に渡しています。子どもたちは体を動かしたり、歌や絵、造形などの体
験を通して自分たちの気持ちを伸び伸びと表現しています。
　0～2歳児のけんかについては安全を第一に配慮して、子どもの興味をほかに向けられるように、おもちゃや
声かけの工夫をしています。また、家庭での子どもの様子を保護者に聞くなどして保護者も不安を感じないよう
に配慮しています。3～5歳児のけんかについては、子どもの気持ちを聞いて、どうしたら解決できるか一緒に
考えるようにしています。土曜保育、朝夕の時間帯は異年齢の取り組みとして行っています。 散歩に異年齢の
子ども同士で出かけることもあります。職員は言葉使い、声の大きさなどに配慮し、子どもの気持ちを肯定的に
受け止め「～なのね」と肯定的な言葉を伝えるようにしています。そして、スキンシップも大切にして子どもとの
信頼関係を築いています。
　園の人工芝部分にある鉄棒や園庭遊び、鬼ごっこ、また近隣公園で固定遊具を利用して、十分に体を動かし
て遊んでいます。雨天時や気温が高い場合も、0、1歳児などは傾斜状のマットを利用したり、年齢に応じて室
内で巧技台やマットを使ったり、全身を動かして活動をしています。戸外に出る時には必ず帽子をかぶり、その
日の様子で散歩時間を調節するなど熱中症予防対策を徹底しています。子どもの体調は受け入れ時に健康
記録に記載され、散歩、プールを行っても良いか保護者の指示が記載されています。また、園での子どもの様
子を見て、子どもの体調に配慮して、散歩に行かないなどの場合は園で担任と一緒に本を読むなど静かに過
ごしています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　食事中「もう少し食べられそうかな」などの言葉かけを個別にすることもありますが、完食を強制することはし
ていません。子どもが自分の食べられる量を知ることを大切に考えています。食器の片づけは3歳児後半から
始め、4歳児からは小さいものをトレイに乗せて席に運び、5歳児は食事全てを乗せて席まで運んでいます。年
間の年齢別、月ごとの食育計画は、栄養士、園長のもと作成され、食材に触れたり、栽培やクッキングなどを
行っています。乳児の授乳は冷凍母乳も対応しています。子どもの生活時間の延長で子どものペースにあわ
せて抱っこをして、子どもの様子を見ながら言葉をかけ、離乳食も子どものペースでそしゃくの様子を見ながら
進めています。
　献立は園の栄養士が立てています。旬の食材を取り入れ、天然出汁のうまみを使い適温で提供しています。
5歳児は出汁の味の飲み比べをして、うまみ成分の話を栄養士が給食の前に話しています。出汁を使った味
噌汁と、使わない味噌汁の飲み比べなども予定されています。行事食は、食物アレルギーの子どもにも同じ形
態、同じ食材が食べられるように、アレルゲンとなる素材を使わない配慮をしています。子どもの日にはこいの
ぼりケーキ、クリスマスにはランチョンマットや飾り付けを作成したり、行事によってはバイキング形式にするな
ど、食事の雰囲気を楽しめるようにしています。子どもの成長に合わせた持ちやすい食具、食器を使用してい
ます。
　献立は2週間サイクルで作成しています。残食調査を実施して子どもの喫食状況を把握するとともに、献立会
議では各クラスからの意見、子どもの食が進まなかった場合は原因などを話し合い、子どもが食べやすい食材
の切り方や味付けなどを検討しています。栄養士は子どもたちの食事の様子をクラスごとに見て回っていま
す。園の調理室はガラス張りなので調理の様子を子どもたちも見ることができ、食に親しんでいます。訪問調
査日には散歩から帰ってきた4歳児の「あ、いい匂い、お腹減ったよ」と言う声が事務室にいる調査者や園長た
ちにも聞こえてきました。以前ケーキを型抜きして見栄えを良くしたところ前回より喫食率が上がりました。視覚
的にも楽しめる工夫にも力を入れています。
　毎月、月末に献立表を配付しています。献立表には「熱と力になるもの」「血や肉や骨になるもの」「身体の調
子を整えるもの」「そのほか」など3色の食品群に分けて食材を掲載しています。また、給食便りを発行し、旬の
食材の紹介や献立作成、健康と食事の関係などのアドバイスを載せています。毎日給食をフォトフレームに入
れて紹介し、保護者が園で提供している食事に関心が持てるよう配慮しています。6月の保育参加の際には栄
養士が保護者からの質問に答え、アンケートを実施し、味付けや子どもの喫食状況を見てもらいました。園の
玄関の棚には給食、おやつのレシピがファイルされ保護者が自由に持ち帰れるようになっています。
　午睡の時にはカーテンをひいて子どもの顔色が見える程度に少し室内を暗くしています。0、1歳児クラスで
は、担任たちが子守唄を歌いながら抱っこやおんぶなど、子どもの好む眠り方を見つけています。午睡の前に
は子どもの気持ちが落ち着くような絵本の読み聞かせを行っています。集団の中で眠れない子どには、その子
どもが落ち着く環境や場所でリラックスできるようにしています。乳幼児突然死症候群（SIDS）を防止するため、
0歳児は5分おき、1歳児は10分おきに呼吸と体勢をチェックしています。5歳児は就学に向けて、 その時の子ど
もの発達に合わせて、年明けあたりから午睡時間の調節をしています。
　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が、いつでも行ける
ことを伝えています。トイレットトレーニングの際には、個々の排尿間隔を把握し排泄に誘うようにしています。
連絡帳に排泄時間を記載して、保護者の意向をよく聞いて一人一人の発達状況に合わせて対応しています。
これらの情報はクラスミーティングや職員会議で共有されています。子どもが排泄を上手にできた時や、自分
から知らせた時は職員は褒めて、トイレが嫌な場所にならにようにしています。また、お漏らしをした子どもには
お漏らししたことが悪いことと感じないように、手早く着替えを手伝って子どもの自尊心や羞恥心に配慮した対
応をしています。
　延長保育を行う保育室は、朝から同じおもちゃにならないにように配慮しています。保育室内は牛乳パックで
作った仕切りなどで小さなスペースを作り、少人数でくつろいで過ごせる空間を作るようにしています。時間的
に異年齢の交流もあり、年上の子どもが年下の子どもに合わせて遊ぶなど、思いやりの気持ちをはぐくんでい
ます。 保育室内だけではなく、廊下の縦に長いスペースを利用して環境を変えて遊んでいます。お迎え時間が
18時30分以降までは間食を、19時以降の希望者は夕食を提供しています。クラスごとに健康記録（引き継ぎ事
項も記載）があり、子どもの状態、保護者に伝えることなどを記載して連絡もれのないように努めています。

A
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　衛生管理に関するマニュアルがあり、水回り、おもちゃ、遊具、砂場など園舎内外の清掃の方法や、消毒に
使用する薬剤についての取り扱いの記載があります。緊急対応マニュアルには嘔吐処理の方法も記載されて
います。これらの内容は職員に周知されています。マニュアルは随時見直しを行い、改定時には職員に周知し
ています。マニュアルに基づいて清掃して、確認表を用いてチェックを行い、園内は清潔な状態が保たれてい
ます。おもちゃなどの消毒も毎日行っています。嘔吐処理の備品はクラスの間にある各トイレ、事務室に設置さ
れ、感染症の流行する時期には、看護師が嘔吐物の処理などについて職員向けに園内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ます。職員は受け入れ時に子どもの体調、けがの有無などを確認し保護者に
健康記録に記載してもらうなどマニュアルに沿って実施しています。既往歴については入園時の記録、日々の
会話などから把握して、職員はミーティングなどで周知しています。子どもが熱を出した時には保護者に連絡
し、子どもは事務室（医務室用のスペースあり）で休ませて、保護者が迎えに来るまでの様子を保護者に伝え、
降園後の対応について話し合っています。歯磨きは歯が生え始めたころ、歯ブラシを口に入れることから始め
ています。年2回の歯科健診では歯科衛生士が歯磨き指導を行い、そのうちの1回5歳児クラスでは赤染めをし
て磨き残しのない磨き方を学んでいます。
　健康診断は全園児とも年2回実施しています。歯科健診は年2回、身体測定は毎月実施しています。健康診
断や身体測定の結果は健康診断の記録に記載し、入園から卒園までの健診の結果が一目でわかるようにし
ています。内科健診前には園医に質問したいことがあるか保護者に聞いています。健康診断、歯科健診の結
果は当日保護者に伝えられ、健診後に受診が必要になった場合には、その後の治療の状況を保護者から聞
き情報を共有しています。入園のしおりには嘱託医の病院名を記載し保護者に伝えています。 園医からは緊
急時に何科を受診すれば良いかや、感染症の状況などについてアドバイスをいただくなど連携を取っていま
す。
　感染症への対応に関するマニュアルを用意しており、登園停止基準や感染症予防、感染症などの疑いが生
じた時の対応について記載されています。重要事項説明書には「感染症対策について」という項目があり、感
染症と登園の目安を入園説明会などで保護者に説明しています。感染症の流行時期には、園便りや保健便り
で知らせ、感染症について保護者の理解を深めてもらえるよう配慮しています。保育中に発症した場合には、
医務室で対応して保護者の迎えを待ちます。園内で感染症が発生した際には、玄関に掲示し、保護者に向け
て注意喚起しています。感染症に関する情報は行政、園医などから得て、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】

　園の安全管理に関するマニュアルには、事故対応と災害時、緊急時の対応について記載があり、職員間に
周知しています。棚の上に物を置かないよう整理整頓を心がけ、棚や扉を固定し地震時の安全対策をしてい
ます。月2回、安全管理表に基づいて安全点検を行っています。また、子どもの午睡時には呼吸チェックを行
い、プール活動では監視員を配置しています。保護者の緊急連絡先は複数箇所を聞き取っているほか、災害
時に伝言ダイヤルとインターネットを介して保育園の情報を確認できる仕組みになっています。毎月、地震と火
災を想定 して避難訓練を実施しています。職員は救急救命法の講習を順次受講しています。なお、園には
AEDもあります。
　近隣の医療機関の一覧表を事務室に用意し、すぐに対応できるようにしています。保育中に子どもがけがを
したり、事故が起きた場合には、小さなけがでも保護者に報告しています。保護者がお迎えに来た際は、まず
担任の不注意について謝罪し、けがの状態、けがに至った状況を説明しています。直接担任から報告できな
い場合にも、看護師や主任の口頭や健康記録の記載で引き継ぎ、保護者に伝えています。事故が起きた場合
には事故報告書に記載し職員間で再発防止の対策などについて検討し、職員会議などで全職員に周知して
います。事故の報告は系列の７園で共有され自園に置き換えて対応できるように努めています。ヒヤリハットも
法人に提出し集計されています。
　緊急時の対応マニュアルには不審者対応について記載があり、職員に周知しています。門扉はICカード対応
で管理しています。事務室から門扉が見えますが、職員はインターフォンで対応しています。警備保障会社と
提携し、24時間防犯カメラが作動し警備を行っています。また、園内外の様子は事務所内のモニターで見るこ
とができます。年1回不審者対応訓練を実施しています。子どもも一緒に行い職員の体制を確認しています。
また、警察の交通安全教室の際に、知らない人について行かないなどお話を聞いています。不審者情報は行
政や警察署から、小学校の情報は保護者を通して得られます。また、散歩時に気になったことなども職員間で
周知して対応しています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　職員が子どもを呼ぶ時は、0～2歳児までは「ちゃん」3歳児以上では「さん」をつけて呼んでいます。園長は職
員がなるべく静かに子どもに声をかけるように指導しています。職員は子どもと話す時、目線を合わせ、否定
口調にならないように、気持ちを受け止めるようにしています。子ども同士のトラブルはなるべく子ども同士で
解決できるように、まだ十分に言葉で伝えられない年齢の子どもには「叩かれたら痛いよね」と、相手の気持ち
を代弁して伝えています。毎年4月には園内研修を行って、保育士の心得について学ぶほか、職員が自己評
価をする際には全国保育士会倫理綱領の読み合わせを行って、子どもの人権を尊重することの大切さを確認
しています。
　子どもが一人になりたい時には保育室の一角にパーテーションなどで場所を作り、友だちや職員の視線を意
識せずに過ごせるようにします。子どもと一対一で話し合う際には、職員がほかの場所のほうが良いと判断し
た場合、使っていない保育室や事務室で向き合い、静かに話すことにしています。子どもが小集団で遊ぶ時は
机やマットを使って空間を仕切ったり、一人遊びに集中している時は職員が子どもの背後に立って壁の役割を
したりしながら、子どもを見守ります。おねしょの対応をする時は、ほかの子どもにわからないようにそっと布団
を出して洗ってデッキに干します。4、5歳児のトイレにはドアを設置し、子どもの羞恥心に配慮しています。
　法人共通のマニュアル「勤務にあたっての諸注意事項」では児童福祉法を基に守秘義務について規定して
います。実習生・ボランティアの受け入れでは、オリエンテーション時に「保育実習・ボランティアにあたっての心
構え」を配付して説明しています。保護者には、個人情報の取り扱いについて重要事項説明書を使って説明
し、了解を得ています。個人情報は施錠のできる書庫に保管し、取り扱い担当者を決めています。法人共通の
文書管理規定があり、個人情報の記録・保存期間・最新版について定めています。廃棄は保存期間の終了
後、シュレッダー処理と溶解処理で行っています。地域交流などで子どもの写真を撮る場合は毎回保護者に確
認して、許可を得ています。
　日々の遊びや持ち物、服装は清潔で活動的であれば良く、性差に関係なく子どもが好きなものを選べるよう
にしています。出席簿は月齢順で作成しています。出かける時や行事でも男女混合のグループで活動してい
ます。子どもたちは絵を描いたリ、製作物を作ったりする際にも好きな色を使っています。父の日、母の日は行
わず、5月にファミリーデーと呼ぶ日を設けて、おうちの人に感謝の気持ちを伝える製作物を作り、子どもたち
が持ち帰ります。保護者に対しても性差を役割として捉えるような話し方をしないように、職員間で話し合って
います。新入職員は、法人が行う一般職研修のカリキュラムの中で男女共同参画社会について学ぶとともに、
園内研修を受けています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　保育理念や保育の基本方針は、パンフレットや入園のしおりに明記し、入園説明会では入園のしおりに沿っ
て保護者に説明しています。在園児の保護者には、年度末の保護者懇談会において次年度の体制や方針に
ついて 伝えるとともに、保育理念や保育の基本方針について説明しています。また、行事ごとにアンケートを
実施し、行事が保育理念に基づき方針に沿ったものであることへの理解をしてもらえているか、その回答から
把握するようにしています。 園便りには月ごとの養護、教育のねらいを記載して、クラス便りにはクラスごとの
月の目標などを記載し、園の保育方針について保護者に理解してもらえるよう努めています。
　お迎えの時に保護者が見られるように、入り口の棚に「生きる力につながる今日」という文章や、写真とドキュ
メンテーションを用いるなどして養護、５領域に基づいた活動の記録があります。全クラスのその日の活動を掲
示板に掲示して保護者に伝えています。これは毎日クラスごとにファイルされ一冊にまとめられたものもあり、
保護者は全クラスの過去のものも見ることができます。保護者とは連絡帳を使って日々のやり取りをしていま
すが、お迎え時にはその子だけのエピソードを必ず伝えるようにしています。個別面談は年２回実施しており、
面談日は保護者の希望を聞いて実施しています。保護者会、懇談会は土曜日に行い、その際に子どもたちの
作品を見せるなどして成長の様子も伝えています。
　保護者からの相談は、内容をほかの人に聞かれないよう空いている部屋などで行い、プライバシーに配慮し
ています。相談は、子どもの送迎時の会話や連絡帳を通して担任が受けることが多いのですが、相談内容は
園長、主任に報告し、助言を受けたり、担任だけでなく園長や主任、必要に応じて栄養士、看護師が話を聞い
たりアドバイスをすることもあります。相談内容は相談記録簿に記載し、必要に応じて会議などで全職員に周
知し、フォローするようにしています。 継続して相談に応じることが必要な場合は、職員間で周知して対応に努
めています。また、職員から声をかけるなどのコミュニケーションにも配慮しています。
　毎月、園便りを発行しており、今月の予定や園全体の様子、お知らせを掲載しています。また、クラス便りに
は、クラスごとの月の目標や子どものエピソードなどを掲載しています。保健便りや給食便りも発行し、健康や
食 について伝えています。クラスごとにその日の活動の様子は「生きる力につながる今日」に文章、写真など
を用いて玄関に掲示しています。保護者懇談会は年2回実施しています。年度末の懇談会で次年度の体制や
保育方針について伝えています。日ごろ職員が撮影している子どもの写真は、業者を通して園内で販売するな
どして子どもたちの日常の様子が伝わるように努めています。
　毎年、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行事に参加しやすいよう配慮していま
す。また、毎月園便りでも月の予定を知らせています。保育参加はクラスごとに日にちを決めて実施する場合
と、数日期間を決めて自由に参加できる場合があります。これ以外の日にも保護者の仕事の事情などを考慮
して受け入れをしています。保育参加の日には試食会を設けるほか、保護者も絵本を読むなど、子どもたちの
日常の様子を一緒に体験できることで、子どもの様子を見る良い機会となっています。園では、事前に日程と
内容について記載したご案内を配付し、出欠を把握し、出席できなかった保護者には資料を渡すなどして内容
を伝えています。
　保護者の代表が出席する運営委員会を年に2回、園で開催しています。また、保護者から卒園アルバムを作
りたいので園の施設を使用したいという要望があれば応えています。法人の方針で、卒園式後の保護者主催
の謝恩会などに職員が参加することは控えていますが、保護者の自主的な活動には園は快く場所を提供する
などしています。園では今後も保護者とコミュニケーションをとりながら協力していく姿勢を示していきます。職
員は日常の会話などのコミュニケーションから保護者との信頼関係を築けるように努めています。

A
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京急キッズランド黄金町保育園

評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

A

　南区のいろいろな地域支援の活動（お話し会や製作など）は、園の外にある掲示板で地域の方々にお知らせ
しています。また、育児相談については「育児相談をしています。お電話で予約を受け付けています。受け付け
時間は月曜日～金曜日10：30～15：30」との文言と電話番号、担当者名を記したポスターを掲示板に貼ってい
ます。掲示板では、夕涼み会や運動会などの行事へのお誘いなどもお知らせしています。そのほか、ハグ・ク
ミ・パークという広場が系列の京急百貨店にあり、そこで当園を含む系列園の情報や食に関する情報紙を配
布しています。育児相談については相談者が極端に少ないので、園長や主任は何か別の方法もと考え、多く
受けている園見学者の「ついでの相談」に対してていねいに対応しているところです。
　緊急連絡先一覧表を作成し、事務所に掲示しています。そこには区役所、横浜市こども青少年局保育・教育
運営課、南区福祉保健センターこども家庭支援課こども家庭係、よこはま子ども虐待ホットライン、警察署、消
防署、地域の小・中学校、各医療機関など園と関係のある団体について網羅されています。園長と主任が担
当者になっていますが職員にも周知しています。また、気になる子どもや虐待の疑いのある家庭などについて
児童相談所や区役所との連携は園長が行っています。子どもの病気やけがについては、整形外科クリニック、
横浜市小児救急電話相談や横浜市救急医療情報センターなどとも連携を密にとるようにしています。同時に
家庭との情報交換を大事にしています。

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

　園行事の夕涼み会や運動会などの行事では地域の方々に参加を呼びかけています。その際、参加された方
にアンケートを実施して、感想や要望を聞くようにしています。そのようなアンケート結果や、園見学に来られた
方々の育児相談（離乳食や食物アレルギー対策などの話題が多い）に対応する中で、地域の子育て中の親の
ニーズを把握するようにしています。また、南区合同の園長会が年4回ほど開かれる際、南区こども家庭支援
課や横浜市の家庭支援課の職員が参加していますので、その職員から近隣の地域事情の説明を受けていま
す。そのほか、幼・保・小の交流会に園長が出席し、地域の実情について意見交換をしています。
　地域の子育て支援活動については園長や主任が担当しています。今まで園見学時の親の相談として食に関
する質問や相談が多かったこともあり、職員会議で討議し、食についての支援を行うことを話し合い、今年度中
に活動を行います。具体的には、園長、主任、栄養士のメンバーが「給食を食べに来ませんか」というイベント
を計画しています。来園された方々に試食会を行うとともに、子どもにとっての食の大切さや栄養、あるいは食
物アレルギーなど周辺の話題を提供するという試みです。また、地域の子どもを巻き込む活動としては、区内
の系列園と合同で、「保育園にきませんか」というタイトルで在園児と一緒に交流保育を行う計画です。このよう
な計画は職員会議で一人一人の職員に周知しています。

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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京急キッズランド黄金町保育園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　リーフレットやホームページで園の情報を地域の方々に見てもらっています。リーフレットには、保育理念、保
育方針、保育目標をはじめ、保育園の特長、施設の見取り図、保育時間、設備、保育園の一日、延長料金、系
列各園の紹介など詳しく記載されています。ホームページも同様にわかりやすく紹介されています。また、区役
所の一角には当園の情報がほかの保育園と一緒に掲示されています。そこには、園舎のフォト、現住所、保育
時間、行事、定員などが記載されていて、常時見ることができます。南区のこども家庭支援課発行の「はぐく
み」には、散歩マップや子育てサロンのほかに、区内の福祉施設（保育園、小規模保育、認定こども園、幼稚
園など）が紹介されています。なお、京急百貨店の広場には、園のリーフレットを置き、来られた方が自由に
持っていけるようにしています。
　園見学については、園外にある掲示板で、「見学は随時受け入れています。その際は電話にて予約をお願い
します」というお知らせを出しています。園見学者は、最近は0歳児を持つ親が多くいます。園としては、見学希
望者は積極的に受け入れる姿勢です。予約の際は、相手の希望日時と園の都合などを調整して受け入れるよ
うにしています。見学対応は園長や主任がしています。園としてはなるべく子どもの活動を見てもらい理解を深
めてほしいという方針から、午前の保育や午睡明けの活動を勧め、午睡の時間はさけるようにお願いしていま
す。なお、見学に際しては、園の基本方針や利用条件、年間の行事や保育内容などリーフレットに基づいて詳
しく説明をし、理解を図るようにしています。

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

　園の大きな行事（夕涼み会、運動会）は、外の掲示板にポスターを貼って地域の方々にお知らせをし、参加を
呼びかけています。また、町内会で行っている大岡川に鯉のぼりをかける子どもの日にちなんだ催しについて
は、「鯉の模様」を子どもたちの手形を押して作る作業に協力しています。中学校の体験ボランティアも積極的
に受け入れています。地域への備品貸し出しについては、地域のボランティア団体から読み聞かせの材料とし
て絵本や紙芝居を貸してほしいという要請があり、貸し出しを行っています。なお、春先に花見をしていた高齢
者の団体に園の子どもたちが散歩の時に元気よく挨拶をし、それが縁で高齢者施設から遊びに来てほしいと
いう熱い要望がありました。子どもたちは涼しくなった秋に行く計画です。
　子どもたちは近隣の公園によく出かけ楽しんでいます。また、5歳児は図書館に行って園にない図鑑などを見
たりして喜んでいます。このように地域の資源を活用しています。また、地域の商店の人たちとは日常的に触
れ合っています。具体的には、花屋さんではヒヤシンスの球根を購入したり、肉屋さんでは5歳児が行うお泊り
保育に使う食材を購入したり、米屋さんではもち米を買う際に精米の様子を見せてもらったり、園の餅つきの指
導をしてもらったりするなど、親密に触れ合っています。近隣の系列園とは日常的に交流をしています。南区の
事業である体操指導を近隣の保育園5、6園合同で指導してもらったり、南区内の駅伝では5歳児が参加、4歳
児が観戦するなど楽しんでいます。

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

　「実習生・ボランティアの受け入れマニュアル」という文書が作成されています。ボランティアの受け入れにつ
いては、小学生、中学生、高校生、大学生・社会人の項目で記載されています。受け入れ担当は主任が行い、
実際にボランティアに入ったクラスの職員が指導をしています。まずは、実際にボランティアに入る時の服装や
言葉遣い、保育の補助など注意すべきことを説明しています。特に、園内で知り得た情報については外部に漏
らさないことについて約束をしています。このような心構えの文書はボランティアに配付しています。保護者に
は、ボランティアの名前、入る期日などを玄関前に掲示してお知らせをしています。
　実習生も「実習生・ボランティアの受け入れ」というマニュアルを使って説明をしています。実習生には、前もっ
て園長か主任がオリエンテーションを行っています。実習生には、保育実習のあり方、子どもに関すること、実
習の方法など、詳しく説明をしています。実習当日は、職員への紹介、各年齢の保育に入る時の担任の指導、
プログラム、反省会などについても説明をします。そして、実習最終日には主任が面談をした後、各担任から
様子を報告してもらい、園長が最終判断をして評価を学校に提出します。保護者には、本人の同意の上で顔
写真や名前、学校名、実習期間などを玄関ほか3か所に掲示してお知らせしています。さらに園便りでもお知ら
せをしています。
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京急キッズランド黄金町保育園

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

　園長は「健康で、前向きな人」を求めて、法人に人材確保をお願いしています。保育を行うには、何よりも健
康であってほしい、そのうえで積極的に何事にも取り組んでほしいと願っています。法人では系列園全体を考
えて採用を行っています。法人での一括採用にあたっては、系列園の園長3名が法人のマニュアルを基に各分
野の研修を行い、その後、配属になります。当園に配属された職員の育成は、まず1か月「業務日誌」をつけ、
その日誌の中に記載された保育の疑問点や悩みについて園長が指導をしていくという方法で行います。その
間、複数担任のクラスに入り、そこでは先輩の職員が指導を受けもちます。職員には春の主任面談、秋の園
長面談が行われ、そこで資質向上に向けた目標なども話し合って達成度を見ています。
　法人主催の研修のほかに、外部研修、園内研修など研修体制は充実しています。基本的には園長や主任
が研修担当を務めています。個人別育成研修計画を作成し、その計画の基に実施しています。この育成研修
計画の中にはキャリアパスの研修も含まれます。具体的には、新入社員用、２年次、担当職、総合職の段階
別になっていて、それぞれの経験に合わせて受講するようになっています。園内研修は、職員会議中に行わ
れますが、これも年間計画表を作成しています。園内研修では、水遊びの時の安全と衛生、熱中症、嘔吐・下
痢感染症の3分野は必ず実施するということになっており、そのほかにも実践的なテーマがならんでいます。研
修後は報告書を提出しています。
　非常勤職員にも法人のマニュアルを配付して、常勤と同じような保育を行えるようにしています。業務にあ
たっては、主任が常勤職員との組み合わせをシフトを考えながら調整しています。実際の非常勤職員の指導
は担任が行っていますが、折に触れて主任が目配り、気配りをしています。法人主催の事業部の合同研修に
は非常勤職員も参加し、接遇や防災など、年によってテーマは違いますが、大事な内容ですので学べるように
しています。なお、外部研修にも本人の希望があれば積極的に行ってもらいたいと園長や主任は考えていま
す。そのほか、園内の情報を全員が把握できるようにするため、職員会議には非常勤の職員も出席するのが
原則になっています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　年度初めに園の課題について職員会議で話し合い、年度末に園としての自己評価を確認しています。具体
的には、職員個々の自己評価及び保育園の自己評価を行っています。特に、横浜市作成の保育所の自己評
価を活用し、その中の保育分野に関して、職員をグループ別に分け、検討し、発表し合うようにしています。ま
た、系列園の事例も参考に取り上げるようにしています。今回、プールの片付けについて系列園の方法が良
かったので、参考にしました。なお、救急救命法を数人単位で消防署の協力で学ぶようにしています。
　年間指導計画では四半期ごとに、月間指導計画では毎月、評価・反省を行っています。その反省のもと、次
回に生かすようにしています。職員はそれぞれ自己評価を実施しています。自己評価は横浜市作成のものを
使っています。具体的には、保育理念、子どもの発達援助、保護者に対する支援、保育を支える組織的基盤
などの柱で、それぞれ小項目があります。そのような項目を４段階で評価します。自己評価したものをベース
に、各年齢ごとに、主任、栄養士、看護師、担任が毎月話し合いを行っています。その中で出た意見として、子
どもが白米を残すことが少なくないので、どうしたらおいしく食べられるのかといった話し合いを進め、試行錯誤
で取り組んできています。
　職員が一人一人行った自己評価については職員会議の場で話し合われています。例えば、その中で「保育
士の言葉かけ」についての話題が出ました。子どもに優しく、落ち着いた言葉かけを常時するために、どのよう
にしたら良いか話し合われたのです。保育所の自己評価は保育士の自己評価をもとに実施してきました。その
自己評価の内容を保護者にお知らせする方法として「○○年度　保育所の自己評価の結果について」というタ
イトルで、本園の保育方針、今年度の課題、取り組み状況、保護者アンケートより、次年度の目標という項目で
簡潔にまとめ、玄関前に掲示しています。
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　人材育成の一環として、法人は人事考課表を作成しています。この表は業績考課、情意考課、能力考課の3
本柱でそれぞれ10項目ずつあります。園長が一次評価を行い、その後、法人で考課するシステムです。この人
事考課は給与や賞与に連動しています。この評価の項目は達成度のみの目的だけでなく、実行力や検証力、
改善力など、今後につながる力なども評価する仕組みになっています。なお、法人は年1回、職員に対して「満
足度調査」を実施しています。この満足度調査をもとに本部が分析し、今後の改善策につなげていきます。た
だ、人事考課の結果は本人には知らされてはいません。結果については何らかの方法で知らされると良いで
しょう。
　各職務によってなすべき職務が明記されています。例えば、リーダー保育士は保育の計画・立案、保護者と
の連絡・懇談、各クラスの備品管理・整頓、一般保育士の指導など、リーダー栄養士は給食の献立作成、給食
の指導、一般栄養士の指導、給食設備の衛生管理など、看護師は健康管理、日常の応急処置、保健衛生指
導（子ども、保育士、保護者など）、事務職は出納管理、会計事務、庶務事務全般などです。このほか、新卒の
職員には業務日誌を１か月つけてもらい、その間、日常業務に関する具体的な仕事のほかにも、疑問に思っ
ていること、悩んでいること、わからないことなどを正直に書いてもらい、園長が毎日点検し、適切な指導をして
いく制度があります。なお、法人主導で職員の「満足度調査」も実施しています。

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 B
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京急キッズランド黄金町保育園

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

　全国社会福祉協議会作成の「全国保育士会倫理綱領」をもとに子どもの最善の利益を求めて保育を行って
います。法人作成のマニュアルの中には「コンプライアンス」の項目もあり、法人主催の研修には倫理について
の講座があります。なお、京急グループの「コンプライアンス指針」のカードを職員は携帯して、いつでも見られ
るようにしています。また、社内外で起きた不適切な事例が法人から届きますので、それを参考に職員会議で
話し合い、互いに自戒するようにしています。さらに新聞などの報道（園児の事故など）もメールで法人から届
きますので、職員会議の話題にしています。なお、今後、経営に関する財務諸表など、経営状況を公開される
ことを期待します。
　園内には事務員が在籍しており、会計・出納に関しては責任を持って処理し、園長への報告・連絡を着実に
行っています。また、園内には、「職務分担表」が作成され、看護師や栄養士も含んだ全員の役割がが明文化
されています。その職務については権限や責任が明確になっています。園長の職務としては、園の管理全般、
対外交渉、人事管理、出納責任者など、主任の職務は園長補佐、保育士の指導、各種記録作成、保育計画
作成・指導などです。こうしたそれぞれの業務のもとに円滑に園の運営が進められています。また、法人から
年に１回、内部監査を受けていて、外部の公認会計士の指導もあります。
　公園に散歩に行った際は、現地に落ちているビニール、かん、ペットボトルなどのごみを拾い、園に持ち帰っ
て処理しています。また、園内で発生する廃材（牛乳パック、お菓子箱、アイスキャンデーやバターの箱など）
は造形活動などに活用しています。さらに、外部から送信されたＦＡＸを裏紙として活用するようにしています。
このようにゴミのリサイクルや環境の美化などについて職員も子どもたちも活動しています。園内では緑化の
推進として、夏の暑い時期のグリーンカーテンなどに取り組んでいますが、なかなかうまくいかない現状があり
ます。環境への考え方を明文化したものは今のところ作成していません。せっかく省エネルギーやリサイクルな
どに十分取り組まれていますので、今後はそういった取り組みを明文化しておくことをお勧めします。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　園の保育理念は「家庭的な雰囲気の中で、こころ、からだ、えがおを育てる」とあり、保育方針は「保育園と家
庭と地域の協働」として子どもの健やかな育成、保護者の就労支援、地域住民への相談・助言など3つの項目
を掲げ、保育目標は「こころもからだも元気な子ども」からなっています。これらは、園のマニュアルやリーフレッ
ト、ホームページなどに掲載されています。また、玄関前にグループの京急電鉄の電車のイラストを活用して、
わかりやすく掲示されています。さらに、事務室や職員更衣室にも掲示しています。これらは年度始めの職員
会議で園長が説明をして職員の理解を図っています。なお、保育理念や保育方針は事あるごとに会議の際に
確認しています。
　保護者にお伝えしたほうが良い案件については基本的に文書で伝えています。また、重要な案件は園便り
やお知らせなどを使って伝えるようにしています。保護者と意見交換を交わした方が良い案件は園長や主任
が説明をするようにしています。園で重要な意思決定事項などが生じた場合は、職員に説明し、保護者の意見
を十分に聞き、納得してもらったうえで対応するようにしています。なお、看護師や栄養士などは健康面や食事
などについて会議を開き職員と意見交換をしています。献立会議は毎月開催し、おいしい食事、残食の多い食
事、課題のある献立など話し合って次月に生かすようにしています。献立会議のメンバーは、園長、主任、各ク
ラスのリーダー、栄養士か調理師です。
　園長は、主任が園運営の要であることを認識し、いろいろな保育の運営に関して一緒に相談をしながら進め
ています。主任が園運営に関して把握し、次代の責任者として育つことを願っています。また、キャリアアップ
の一環として「労務管理」などの研修にも参加し、管理者としての学習もしています。そのほか、外部の主任者
研修にも参加しています。また、勤務シフトの作成や職員の勤務状況の把握、あるいは職員の相談相手やアド
バイスを行うなど中間管理職として十分機能しています。なお毎年1回、主任が職員へ個別面談を行い、個々
の職員の抱負や業務、目標の確認、また私的な相談やメンタルケアなどにも応じています。このように、主任
は園長と各職員のかけはしとして力を十分に発揮しています。

A

B
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　南区の園長会議に園長が出席しています。その場には南区や横浜市の職員が出席し、福祉全体の話やそ
の時おりの行政の動きなどについての話がありますので、いろいろな情報を得ています。数年前はキャリア
アップに伴う処遇改善、最近は無償化などの話題がありました。このほか、法人の事業部会議（メンバーは本
部長、部長、課長2名、事務職3名、系列各園の園長）があり、そこでもいろいろな情報を得ています。そこで
は、園運営についての改善提案なども出され、課題として検討されています。園内では「散歩コース」について
再検討の話題が出て、今一度安全面の観点から実際に歩き、危険個所のチェックと対策などについて検討を
してきました。
　2016年から5年間の中・長期計画が作成されています。保育理念や地域支援、安全対策、施設運営、改修計
画、人材確保、就業など7つの分野で構成されています。それらを5年間で具体的な課題について実践していく
計画です。ただ、これらの計画は単年度計画には反映されていません。今後は、中・長期計画と単年度計画が
リンクしながら着実に実施されていくことを期待します。なお、保育所運営やサービスのあり方などについては
法人主導で進められてきていますし、人材育成など幹部の養成などは法人の構想に含まれています。保育園
運営に関しては法人の税理士などに見てもらい、必要があればアドバイスを受けています。
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京急キッズランド黄金町保育園

 　1歳児がお散歩から帰ってきました。自分たちで作った野菜の型押しのあるポーチを肩から下げて、近隣の公
園まで行ってきました。靴は自分で脱ぐことが上手になってきているようで、玄関で靴を脱ぐとトコトコと廊下を走
りだす子どももいます。保育士は「〇〇ちゃん、急がなくても大丈夫よ、待っててね」と優しく声をかけています。食
事が始まる前の本の読み聞かせ時間では、本の内容に合わせて子どもたちも一緒に声をかけたり、立ち上がっ
たり、気持ちを自由に表しています。お話が楽しいのでしょう、子どもたちの視線は本に集中し、身を乗り出して
聞いています。
　食事の時には、保育士が介助をしながら「おいしいね、これも食べようか」「上手に食べたね」と声をかけると子
どもも自分の食べているものを見せて食事を楽しんでいるようでした。
　あと少しで午睡時間が終わるころに1歳児の様子を見に行きました。起きて保育士の側で本を読んでいる子ど
も、お布団で横になっている子ども、みんな静かに過ごしています。しばらくすると、眠りから覚めた子どもたち
が、本棚のところに集まって、自分の好きな本を選んでいます。一人の子どもが、お友だちの本を見ようとする
と、いやだったのでしょう「アアンア」と声をだしました。職員は、その子どもに「〇〇ちゃん、〇ちゃんも見たいん
だって」、もう一方の子どもにはさりげなくほかの本を「これきれいだね」と言いながら見せて気持ちを違う方向に
向けていました。保育士は穏やかにゆったりとした口調で子どもたちと接して、子どもにも笑顔が多くみられまし
た。

  今日は天気が良いので公園で遊びます。子どもたちは牛乳パックで作った自作のお散歩バッグを首から下げ、
玄関で靴を履きます。2人が一組になって手をつないで出発です。園を出ると段差や停車している車に気をつけ
ながら交差点に着きました。信号が変わるのを待ちます。「あお～！」信号が変わると、何人かの子どもたちが同
時に叫びます。片手はお友だちとつないで、片手は上にあげて、横断歩道を渡ります。しばらくすると坂道です。
上り始めると次第に急になっていきます。坂を登り、高台の中腹にある小さな公園に着きました。
　保育士はみんなを1か所に集め、「ここはどこでしょう？」と話しかけます。みんなは大きな声で公園の名前を答
えます。その後、保育士は子どもたちにブランコなど、遊んではいけない遊具を教えます。公園の外にはびわ・
欅・夏みかんなどの木が茂り、気持ちの良い日陰を作っています。子どもたちは滑り台のそばの階段に列を作っ
て上り、滑り降りてきます。木の葉を拾ったり、木の枝で地面をこすったりして遊んでいる子どももいます。手のひ
らの上にたくさんの木の葉を載せて、吹雪のようにまき散らしている子どものそばで、うんていに手をかけて登ろ
うとしている子どもがいます。保育士はそばで様子を眺めながら必要な介助ができるようにしています。ダンゴ虫
を手のひらに載せて嬉しそうにしている子ども。その周りに何人もの子どもが集まって虫を見ています。ひとしき
り遊んだ後は1か所に集まって、みんなで麦茶を飲みました。「楽しかった」遊びは終わり、みんなでまた帰り道を
戻りました。

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

  0歳児の部屋は床暖房、クッション性のある床になっています。 調査時に朝、部屋に入ると、子どもたちは誰だ
ろうと不思議そうな表情でこちらを見ています。「おはようございます」と挨拶をすると保育士が「おはようございま
すだよ」と子どもたちに声をかけました。軽く膝を曲げて挨拶をする子ども、保育士の陰に隠れてしまう子どもな
ど、いろいろですが笑顔がたくさん見られました。
　食事の時は保育士が子どもたちに「これは〇〇だね、おいしいね」「モグモグしてね」などと声をかけながら食事
を介助していました。お昼寝は個人のペースを大切にして、早めに起きた子どもは本を読んでもらいながら、保育
士の側でニコニコ笑顔で過ごしていました。目覚めが悪く泣いている子どもに保育士が「どうしたの？まだ眠いの
かな」と言いながら抱っこして背中をトントンしてあやしています。子どもも本当に機嫌が悪いのではなく甘えてい
るような泣き方をしています。保育士に読んでもらっている本がお気に入りなのか、体をゆすりながら笑い声をあ
げる子ども、そのたびに保育士は「〇〇なの」「そうか、そうかこれがいいのかな」と子どもに笑顔で穏やかな口調
で声をかけていました。
　おむつの取り換えが終わると子どもを抱いて「気持ちよくなったね」と声をかけたり、子どもの会話には「〇〇な
のね、そうなの、よかったね」「うれしいの、楽しいね」と子どもの気持ちを言葉にして会話をしています。感覚が柔
軟な0歳児は職員との触れ合いで安心を感じ、保育士は言葉だけではなく子どもたちとのスキンシップを大切に
しています。

第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを中心に、観察調査を実施しました。また、幼
児とは会話の中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

【０歳児】

【１歳児】

【２歳児】
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【３～５歳児】

　訪問日の１週間前に遠足（動物園）の行事がありましたが、あいにく雨で中止になりました。3～5歳児は一緒に
出かける予定でしたが、それもかなわずお弁当だけ食べました。それはそれなりに子どもたちは楽しんでいまし
たが、職員たちは遠足先で遊ぶものを練習していましたので、１週間後の今日、ちょっと遠めの広い公園に散歩
に行き、そこで合同で遊ぶことにしました。
　3～5歳児総勢26名です。担任たちはそれぞれ点呼をとり、「さあ、今日はどこにいくのかな」4人の保育士が見
守りながら歩いて行きます。先頭を行く保育士は、信号や車の往来などには細心の注意を払い、子どもたちに
「気をつけようね。信号を見ようね」などと声かけし、ほかの保育士たちは自分の担当の子どもたちを見守ってい
ます。川沿いに歩いて行くのですが、途中、川の見える場所に来ると、しばらく観察をして魚を探していました。保
育士に聞くと、魚を見つける時もあるとのことでした。子どもたちは楽しく会話をしながら落ち着いて歩いて行き、
約15分くらいで目的地の公園に到着しました。
　公園はとても広く、三々五々に人々がいます。ほかの保育園の子どもたちやお年寄りがベンチで日光浴をした
りしています。そのような人たちの楽しそうな声が風に乗って聞こえていました。
　公園の中は、緑の草の生えている所や土の所がありましたが、保育士たちはいち早く草の生えている所を探し
て、そこに子どもたちを集めました。
　まずは、保育士が自分たちのナップザックをポールに見立て、子どもたちがそこを回ってくるといった競走を準
備しています。ほかの保育士が子どもたちに、「さあ、今からモルモットチームとハツカネズミチーム（動物園に
行ったときに遊ぶチームのネーミングを子どもたちがつけていた）に分かれて、あのポールを回ってくるリレーだ
よ。どちらが早いかな」と言って、子どもたちは二手に分かれリレー式につなげていく競走をしました。素早く走る
子ども、ゆったり走る子どもなどいろいろです。3歳児は3歳児なりに5歳児は5歳児なりに一生懸命走っていまし
た。第1回戦はハツカネズミチームの勝ちです。続けて2回戦。これもハツカネズミチームの勝ちでした。
　今度は「動物園に行こう」という遊びです。この遊びでは3～5歳児が一緒に遊びます。保育士が「動物園に行こ
う」「動物見たよ」と言って、四方を指さし、「あれ、あれペンギンだよ」というと、子どもたちはペンギンの語音が4つ
から成っていますので、4人一組になるように友だちを探して手をつないでいきます。この遊びは、遠足で動物園
に行った時に、そこで遊ぶ予定でした。無事、4人のサークル（輪）ができたところで、「さあ、今度はコンドル」「今
度はジャイアントパンダ」「ニシキヘビ」などと続けていきます。動物の名前の数が多くなるとだんだん大変になり
ます。
　慣れてきたら、今度は子どもが指示していきます。このようにして3歳児から、遊びを通して数に触れる経験をし
ています。語数の多い、「フンボルトペンギン」などは、5歳児が活躍して子どもたちを集めて9人の輪をつくってい
ました。この遊びをしている時に、2人の子どもが何か言い合いをしていましたが、いち早く、保育士が中に入り、
言い合いの理由などをていねいに聞いていました。調査者はちょっと離れた所にいましたので、その原因はわか
りませんでしたが、言い合いしていた子どももおとなしく保育士の話を聞いていました。
　ひとしきり遊んだ後、保育士が「そろそろ給食の時間になるよ。3歳さんは帰った方がいいのかな」などと問いか
けると、期せずして、子どもたちの中から「もっとやりたい」「遊びたいよ」などの声があがりました。人気ある遊び
です。
　調査者は、後半、園に戻りましたので帰りの様子はわかりませんでしたが、しばらくして保育園の前で元気な声
が聞こえてきました。人数確認をしてから園に入りました。
　給食は、4歳児、5歳児が棚で仕切られた保育室でそれぞれ食しています。午前中、体を使って遊んだせいか、
食欲旺盛です。5歳児は、栄養士が調理する前の出汁を鳥ガラとコンソメの２種類を味わって、その違いに気づく
ように、それぞれ飲んで確かめていました。子どもたちの味に対する感覚を養うような試みをしていました。
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京急キッズランド黄金町保育園

■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 入園する時の状況

0.0%

その他：

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

66.7% 27.8% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

61.1% 38.9% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

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

その他：

③園の目標や方針についての説明に
は

72.2% 27.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「見学に参加していないので不明です」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

77.8% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①見学の受け入れについては
77.8% 16.7% 0.0% 0.0% 5.6%

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

無回答

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

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

27.8% 72.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が12人（66.7%）、「どちらかといえば満足」が
6人（33.3%）で合計18人（100.%）でした。

　自由意見には、「全体の人数が少ないため、先生達の目が子どもたちに行き届いていると思い
ます。また、温かく家庭的な雰囲気があり、子どもたちは落ち着いて過ごせるところがとても良
いと思います」「先生方が皆優しく色々な情報を教えてくださいます。子どもとどんな時もまっ
すぐに向き合ってくれている様子をよく見かけます」「先生と保護者の距離も近く、何でも相談
しやすい環境だと思います」「食に関しても、とても充実しています」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4生活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」「問6③ 園の行事の開催日や時間帯への配慮につい
ては」「問2② 入園前の見学や説明など、園からの情報提供については」「問6② 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」他９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

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

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 8月 19日  ～  2019年 9月 2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： 42 回収数： 18 回収率： 42.9%
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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

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

44.4% 38.9% 11.1% 5.6% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

72.2% 27.8% 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

38.9% 38.9% 22.2% 0.0% 0.0%

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

88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 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

77.8% 16.7% 5.6% 0.0% 0.0% 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

66.7% 27.8% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
72.2% 22.2% 5.6% 0.0% 0.0%

その他：

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：

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

72.2% 16.7% 5.6% 0.0% 5.6% 0.0%

⑤遊びを通じて友だちや保育者との
関わりが十分もてているかについては

72.2% 22.2% 5.6% 0.0% 0.0%

その他： 「わからない」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% 33.3% 0.0% 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）

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 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

77.8% 16.7% 0.0% 0.0% 5.6% 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）

72.2% 22.2% 5.6% 0.0% 0.0%

その他： 「わからないが、もう少し増やしても良いと思う」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：

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

72.2% 16.7% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

61.1% 38.9% 0.0% 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
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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

その他：

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

72.2% 27.8% 0.0% 0.0% 0.0% 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
44.4% 55.6% 0.0% 0.0% 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

50.0% 38.9% 5.6% 5.6% 0.0%

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

33.3% 50.0% 11.1% 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

83.3% 16.7% 0.0% 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

77.8% 22.2% 0.0% 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

44.4% 50.0% 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

44.4% 50.0% 5.6% 0.0% 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

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

その他：

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

55.6% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
38.9% 50.0% 11.1% 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
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問7 職員の対応について

問8 園の総合的評価

33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

その他：

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

55.6% 38.9% 0.0% 5.6% 0.0%

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% 33.3% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0%

その他：

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

61.1% 11.1% 5.6% 0.0% 22.2% 0.0%

その他： 「わからない」というコメントがありました。

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

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 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

66.7% 27.8% 5.6% 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
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事業者からの意見

　全職員と複数回に分けて評価を行うことで、保育者の振り返り・新卒職員にとっては理解につな
がったと思います。職員の保育への姿勢も垣間見えました。
　ご利用者アンケート「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、保育所の自
己評価（保護者アンケート）でも挙がっていたので、黄金町園での課題として受けとめ、職員と改善
に努めていきたいと思います。
　６０名定員という少人数の保育園だからこそ、理念である“家庭的な”園運営ができると考えてい
ます。　これからも、理念・方針・目標を念頭におき、運営をすすめていきたいと思います。
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