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横浜市福祉サービス第三者評価

評価結果総括表 (保育分野）

評価機関

報告書作成日

事業所名　

（実施期間：平成28年 6月 14日～平成28年 9月 30日）

評価方法

（結果に要した期間 8ヶ月）

昴保育園

平成29年1月5日

　昴保育園は平成18年6月1日に社会福祉法人横浜悠久会が設立した定員129名の認可保育園です。JR横須
賀線の保土ヶ谷駅東口から至近にある線路に沿った立地です。横浜まで1駅、川崎や東京方面への通勤にはた
いへん便利な、大規模マンションのファミリー層を中心とした地域で、駅前には商店街もあります。天然芝生や砂
場のある屋上園庭や、固定遊具がある屋上、駐車場の先にはさつま芋や野菜などを育てる畑があります。近く
には、子どもたちの通称「ばいきんまん公園」「みらいの見える丘公園」など公園が多く、よく散歩に出かけていま
す。保育理念や保育方針、保育目標、保育姿勢を玄関に掲げ、保育理念のとおり、子どもの人権や主体性を尊
重した保育をしています。

施設の特色、施設のよい点・改善すべき点などの総括
＊施設の理念を踏まえながら、施設全体としての特徴を総合的に示すとともに、特によいと思われる点、ま
たは、より質の高いサービスの提供のために、工夫すべき点・改善点などについての総括を以下にご報告い
たします。

利用者本人調査

（実施期間：平成28年 9月 7日～平成28年 9月 21日）

（実施日：平成28年 11月 8日、平成28年 11月 9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、または
密封して回収箱に投函してもらい、取りまとめました
第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを
中心に、観察調査を実施しました。また、幼児とは会話の
中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

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、保育士、事務員）、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、
事務員、調理員）、保育観察

株式会社　学研データサービス

園長、主任を中心に作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：平成28年 11月 8日、平成28年 11月 9日）
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　園の運営に関しては、法人としての事業報告と事業計画を詳細に作成していますが、中長期の事業計画は策
定されていません。保育園を取り巻く社会情勢の変化の中で、地域の子育て支援をはじめ園に対する要望が広
がる一方、保育の質の維持や向上、保育士の確保など内部の課題にも取り組んでいます。限られた経営資源で
これらの課題に対処していくには、単年度のみでなく、何年か先を見通した計画作りが不可欠です。これまでも
園の問題点は職員会議などでオープンに討議し、職員の協力を得て解決を図ってきています。園は開設10年を
迎え、新たな10年に向かおうとしています。具体的な数値をあげて中長期計画を策定し、職員も含む園全体で取
り組み、成果を確認しながら前進されることを期待します。

《事業者が課題としている点》

　スーパーバイザーの役割が取れる人材育成のシステムを整備していくことが課題です。現在、さまざまな現場
経験や研修を通して、人材育成を進め、正規職員と非正規職員の保育観の統一を図ることにも取り組んでいま
す。同時に、高齢化社会に向けて、定年後雇用の在りかたを考えていく必要性も認識しています。

●具体的な中長期計画を策定し、園全体で計画実現に向け取り組まれるよう期待します

　保育理念には、家庭と連携を図りながら子どもの人権や主体性を尊重した保育を行うとあります。入園説明会
で、「園のしおり」を配付して保育理念や保育内容などを説明し、入園式後の懇談会で、保育課程とクラスごとの
年間指導計画を説明して年間行事予定とともに渡しています。個人面談や保護者懇談会では、ふだんの保育の
様子を話し、要望を聞いています。年度末にアンケートを行って保護者の要望や意見を知り、園便りなどでてい
ねいに回答しています。毎日の保育の様子を連絡帳やノート、送迎時の会話などで伝え、毎月の園便りや給食
便り、保健便り、季ごとのクラス便りを発行しています。保護者は保育の様子を理解し、運動会などの行事にも
たいへん協力的です。今回の利用者家族アンケートでも、園への総合評価の満足度は95%超でした。

●スーパーバイズのできる主任クラスの育成計画の作成を期待します

　園の定員は129名。これに現在22名の正規職員と26名の非正規職員が対応にあたっています。50名近くの多
くの職員をまとめ、園長の補佐を務める主任の責務はたいへん重要です。主任は、シフト表の作成を希望する
職員に任せましたが、支援しながらたいへんさを知ってもらえています。園長は、園の課題として「スーパーバイ
ザーの役割が取れる人材育成のシステム整備」をあげており、全職員の内外研修受講にも積極的に取り組んで
います。新規採用や途中入職もありますので、職位に求められる経験や能力、参考となる経験年数などを記し
たキャリアパスシートを職員に開示し、個人の経験や研修記録などと照らして職員の自主的な意欲を引き出しな
がら、園の基幹を担う主任クラスの人材育成計画の作成を期待します。

○職員の得意分野を生かした園内活動を行っています

　心身ともにバランスの良い発達のために、散歩や外遊びなどの室外活動と、リズムや体操、絵画製作、茶道な
どの室内活動をしています。体操は月1回5歳児が専任講師の指導を受けていますが、ほかの活動は保育士な
ど内部の職員が指導しています。絵の得意な保育士が、子どもに、大きく伸び伸びとさまざまな好きな色で絵を
描くよう指導したところ、ほとんどの子どもが、明るく伸びやかで上手な絵を描くようになり、他クラスにも良い影
響を与えています。リズム運動は、外部研修参加者による内部報告などで職員は学んでいます。ピアノも上手な
職員が多く、交替で弾いています。2か月に一度の5歳児の茶道は、非常勤職員が別室に畳を敷いて指導してい
ます。職員個人の得意分野を生かし、子どもにも親しみやすい園内活動を展開しています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○職員間のコミュニケーションが良好で、互いの協力や連携関係が、子どもたちの落ち着きにつながっています

　職員の年齢構成が幅広く、経験者から若手までそろっています。経験者は高ぶることなく若手に接し、若手は
先輩を手本に学んでいます。家庭と連携して子ども主体の保育にあたるという保育理念の下、互いを認め合い、
自由に自分の意見や考えを述べることができます。ミーティングやクラス会議、カリキュラム会議、職員会議など
で、園の重要事項を職員全員に伝えたり討議したりして、園の動向を職員が理解し共有できています。また、非
常勤職員も含め、内外の研修受講に積極的です。担任だけに任せることなく、ほかのクラスの子どもも理解して
対応できるように、職員どうしが学び協力し合っています。こうした良好な人間関係が、子どもたちの落ち着きや
安心感につながっています。

○園の保育を進めるにあたり、保護者の理解と協力を得るよう努めています

《今後の取り組みに期待したい点》
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A

評価領域Ⅰ　利用者（子ども本人）の尊重

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と保育課程等の作成

評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　

　保育理念として「児童福祉法に基づき、子どもが健康・安全で情緒が安定した生活ができる環境を用意し、家
庭や地域と連携を図りながら、子どもの人権や主体性を尊重した保育をしていきます」を掲げています。保育
方針は、子どもが健やかに育つための環境整備、保護者が安心して預けられるように愛情と誠意で保育、職
員の自己研さん、次世代を担う子どもの尊い命の養育、としてます。さらに、保育目標3つと保育姿勢3つを掲
げています。保育理念や方針、目標、姿勢は、園の玄関や保育室に掲示し、園のしおり（入園案内）に載せ、
全職員にこれを記載したカードを配付して期初の職員会議で読み合わせて、保護者や職員に周知していま
す。
　保育課程は、保育理念や保育方針、保育目標、保育姿勢を明記し、これに地域の環境や特性などを考慮し
て作成しています。内容は、各月齢や年齢ごとに、養護と教育のねらいに沿った子どもの生活や活動の内容、
保育士の配慮などを記載しています。年度末にクラスごとに、保育課程やクラスの年間指導計画などの振り返
りと見直しを行っています。その後、カリキュラム会議などで各クラスの意見を集約し、保育課程に追加や修正
を行って、新年度の保育課程を作成しています。年度初めの懇談会で、保育理念や保育方針などとともに、保
育課程や年間指導計画の説明を行い、園便りといっしょに全保護者に配付しています。
　保育課程に基づき、年齢別の年間指導計画、月間指導計画、週（日）案を作成しています。これらの計画に
従って日々の保育を実践しています。毎朝のミーティングで子どもの様子やその日の活動予定を伝え合い、職
員間で情報共有しています。子どものしぐさや態度、表情から子どもの意思をくみ取り、話ができる子どもから
は、朝の会や帰りの会などで意見や要望を聞いています。雨が続いた後は子どもの希望で工作予定を散歩に
切り替えるなど、指導計画に柔軟性を持たせています。体操などクラス全体での活動に参加したくない意思を
示す子どもには強制せず、自らやりたい気持ちになるような対応をするなど、保育理念の実現に努めていま
す。

　入園式の後でクラス担当職員と保護者との面接を実施しています。事前に生育歴の記入を依頼し、これを基
に、食事や睡眠、排泄などの各項目について子どもの状況などを確認しています。また、ミルクをあげる時間な
どの家庭での一日の流れや好きなもの、好きなこと、留意点、園への要望などのアンケートも記入してもらい、
面接時の確認資料にしています。面接時には、子どもの様子を観察して記録しています。アレルギーなど配慮
を必要とする子どもは、園長、栄養士、看護師も面接に参加して詳しく話を聞いています。生育歴や面談のア
ンケート、面談記録は、児童票とともに一元管理し、必要な情報は会議で話し合い、職員間で共有するととも
に、日々の保育に生かしています。
　短縮保育（ならし保育）は子どもが無理なく保育園に慣れるために必要であることを、入園説明会などで保護
者に説明しています。期間は保護者の就労状況や子どもの様子を見ながら、5日程度で実施しています。0、1
歳児の新入園児は月齢などの小グループ分け、食事や寝かしつけなどは個別に同じ職員が担当するようにし
ています。入園当初は心理的に落ち着けるようにタオルやぬいぐるみなどの持ち込みを認めています。2歳児
までは、園や家庭での子どもの様子や食事、睡眠、排泄などを、園と保護者が連絡帳に詳細に記録し、連携を
密に取り合っています。また、クラスの一日の活動の様子はクラスノートに記入し、保護者の確認チェックをも
らっています。在園児は進級前に上のクラスを見に行くなど慣れるための配慮をしています。
　月間指導計画は、0～2歳児は個別に、3～5歳児はクラス別に作成しています。毎月のクラス会議で月間指
導計画の振り返りを行い、次の月間指導計画を検討して、月末のカリキュラム会議で決定します。年間指導計
画も同様に作成しています。改定にあたっては、行事のときや年度末に行うアンケートなどから保護者の意向
をくみ取り、計画に反映しています。保育課程と年間指導計画は、年度初めの懇談会で説明後、保護者に配
付しています。
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評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力

　0～2歳児の月間指導計画は個別に作成しています。「（今月の）ねらい」と「養護、教育、食育」、「環境構成、
配慮」を基に、縦に子どもの氏名を列記し、横に「子どもの様子」や「配慮、援助」、「家庭との連携」の項目別
に、一人一人の子どもの発育状況を把握したうえで計画が作られています。3歳児以上でも特別な配慮を必要
とする子どもは、保護者の要望や意向を聞きながら、個別指導計画を毎月作成しています。個別の目標や計
画は、子どもの発達に合わせて保護者と相談しながら、随時見直しを行っています。特に個人差のあるトイレト
レーニングなどの重要案件は、連絡帳や送迎時の会話を通じて保護者の同意を得て行っています。
　入園時に保護者から「児童票」と「児童健康台帳」の提出を受けています。また、入園式後の懇親会の際に、
保護者が記入した「生育歴」を基に個人面談を行い、家庭での子どもの様子や要望、留意事項などを確認し記
録しています。面談後関係職員で子どもの情報を共有しています。入園後0歳児は、毎日個別の日誌に発育
の様子を記入し、1～5歳児は3か月ごとに「経過記録」をつけています。身体測定や健康診断の結果も記録し
ています。記録内容は事務所に施錠して保管し、職員は必要な場合はいつでも見ることができます。進級時は
「引き継ぎ書」を基に、文書と口頭で新しい担任に引き継いでいます。卒園時には「保育所児童保育要録」を作
成し、小学校に送付しています。

　園の建物はゆるやかな下り坂の国道と保土ヶ谷駅の間にあり、歩道側に取り付けられた階段を上がり、2階
が玄関になっています。2階の半分は庭園で、天然芝生や砂場があり、さらに屋上に大型のアスレチック遊具
と遊べるスペースを確保しています。掃除分担表と各清掃箇所のチェック表で清掃の管理をして、園の内外と
もに清潔が保たれています。園の西北側は駅まで建物がないため明るく、国道側も窓を広く取り採光に配慮を
しています。天井の換気扇は24時間稼働させ、臭いや汚れ防止のため週に一度排水溝消毒をしています。保
育室の温度や湿度は、午前午後の一日2回、適正を確認して日誌に記録しています。3～5歳児のクラスは広
い一部屋をロッカーでしきっているため、音楽のCDをかける際は合同保育をしたり、ほかの部屋へ行くなど工
夫をしています。
　0歳児室に温水シャワーと浴槽のある沐浴室があります。2歳児室のトイレにも温水シャワーの設備がありま
す。1歳児室隣の保育予備室には、大人も使える大きさのシャワー浴槽を用意しています。沐浴室やシャワー
室は毎日掃除当番表で清掃チェックをしています。屋上には夏季にプールを設置するため、温水と水両方の
シャワーを設けています。便がゆるいときには、トイレのシャワーでそのつど洗って清潔にしています。トイレに
は掃除の手順を掲示し、また、消毒液の作りかたも掲示していますが、だれでも消毒液を作れるように目印を
付したバケツを使っています。トイレは毎日清掃を行い、トイレ掃除チェック表にチェックをして、常に清潔を保っ
ています。
　0、1歳児クラスでは月齢や発達ごとにグループ分けをして、少人数で活動しています。ときには牛乳パックを
つなげたじゃばらやおもちゃ箱、椅子などでしきりを作り、コーナーを分けて活動しています。2歳以上の子ども
も、小グループでごっこ遊びやパズル遊びなどをするときは、同じようにしきりを作って遊んでいます。給食は1
歳児だけは場所を変えて隣の保育予備室でとりますが、ほかのクラスは同じ部屋で、食事と午睡のスペースを
分けてとっています。1階のホールを使って、週1回3～5歳児合同でリズムを行ったり、運動遊びを行ったりして
異年齢交流をしています。

A

A評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保
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評価分類Ⅰ－５　保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み

　職員は、横浜市主催の障害児保育研修や保土ヶ谷区主催の要支援研修、横浜市西部地域療育センター主
催の通園療育の実践研修などの外部研修を受講しています。受講後は研修報告を行い、ほかの職員も内容
を共有するなど、積極的に配慮を必要とする子どもを受け入れる姿勢があります。個別指導計画の見直しをカ
リキュラム会議で話し合い、職員間で情報を共有しています。外部研修や横浜市西部地域療育センターの年2
回の巡回指導などから得た最新情報は、ミーティングや職員会議で報告し、保育に生かしています。子どもに
関する情報や記録は、全て個別のファイルにまとめて事務室に施錠して保管してあり、必要なときはいつでも
確認できるようにしています。
　園内は玄関や保育室、トイレなど全面バリアフリーになっています。通常は給食の配膳に使用していますが、
エレベーターも設置しています。障害のある子どもには個別指導計画を作成し、保護者との連携を密に取りな
がら日々保育を行っています。横浜市西部地域療育センターの巡回指導のときには、一人一人の子どもの様
子を見てもらい、保育士のかかわりかたや理解のしかたなどの助言を受けたり、相談したりしています。必要と
思われる場合には、園長や主任が保護者の同意を得て、横浜市西部地域療育センターや保土ヶ谷区福祉保
健センターなどと連絡を取り合うこともあります。職員は絵カードやペープサート（紙人形劇）、声のボリューム
の数字表示などの外部研修を受け、ほかの職員も学んで、園全体で理解するよう努めています。
　マニュアル「虐待防止」や「虐待の発見について」では、虐待は重大な人権侵害であることや虐待の種類、早
期発見のためのポイントなどを明記し、職員に周知しています。外部研修に参加し、研修報告をして職員間で
学んでいます。毎朝の受け入れ時や着替えのときには、しっかりと観察をしています。虐待の疑われる場合に
は、園長や主任から保土ヶ谷福祉保健センターの保健師やケースワーカーに相談し、ときには横浜市西部児
童相談所に相談する体制と連携ができています。保護者には何気ないフォローをして、子どもへの接しかたが
良くなるようにかかわったり、個別に面談して子どもの様子を伝え、保護者の悩みを引き出して対応したり、虐
待の予防や防止に努めています。
　食物アレルギーのある子どもには「食物アレルギー対応マニュアル」に基づいて対応しています。横浜市の
研修に参加した職員が研修報告を行い、職員はアレルギーについての最新の知識を共有しています。食物ア
レルギーのある子どもの保護者からは、医師の「生活管理指導表」を提出してもらいます。除去食について
は、保護者に事前に献立表を配付して、確認のチェックをしてもらい、回収します。誤食防止のために、除去食
は調理室で配膳し、一人一人のカラートレイに氏名と除去食材を明記した札を添付して、調理室内、受け渡し
時、テーブル配膳前の段階ごとに職員どうしダブルチェックをして、子どもに提供しています。除去食の子ども
は、ほかの子どもと離れて座り、職員がついて食事をします。
　外国籍の子どもは毎年受け入れていますが、日本語が話せる保護者がいたり、中国語が理解できる職員が
いたりして、意思疎通を図っています。初めは絵カードなどを使いますが、子どもはすぐ仲良く遊び、半年ほど
で日本語を話すようになります。日本語に慣れていない子どもは気持ちの動きを読み取って、いっしょに遊べる
ようにしています。子どもたちには図鑑や地図などを見せて、世界には文化や生活習慣の違ういろいろな人が
いて、それを受け入れていくことを説明しています。重要な連絡事項は個別に話し、保護者の理解を確認して
います。

A
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A評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　園のしおりに「苦情解決制度について」の項目を設けて、苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長な
ど、苦情解決のしくみについて記しています。直接申し立てることができる第三者委員2名の氏名や連絡先と、
その他の窓口として横浜市福祉調整委員会やかながわ福祉サービス運営適正化委員会の連絡先も記載して
います。この苦情解決制度は玄関と各クラスの入口に掲示しています。また、意見箱の利用も案内していま
す。懇談会や意見箱、行事や期末の保護者アンケートなどから、要望や苦情を聞いたり、意見を表明しにくい
様子の保護者には個別に配慮しています。なお、第三者委員を園の行事に招待し、保護者の認知に努めてい
ます。
　要望や苦情には、「保育園における苦情解決」や「苦情解決の対応」マニュアルに基づいて対応しています。
第三者委員のしくみはできており、第三者委員を入園式や運動会、発表会、卒園式などの園行事に招待し、保
護者が顔を知る機会を設けています。保護者からの意見や要望、苦情は速やかにミーティングや職員会議で
周知して解決策を話し合っています。園独自で解決が難しい場合には、園長から保土ヶ谷区こども家庭支援課
などに相談する体制ができています。速やかでていねいな回答を心がけ、アンケートの場合はアンケートの結
果を回答とともに保護者に配付したり、園便りなどで開示しています。経過記録は整理し蓄積して、今後の解
決に生かしています。
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評価領域Ⅱ　サービスの実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　保育室には、絵本棚やままごとの流し台を備え、年齢や発達に応じておもちゃや教材を並べた棚を設置し
て、子どもが自分で取り出して遊べるように整理しています。子どもが自分の好きな遊びを選べるよう、コー
ナー保育に取り組み、自由遊びの時間も確保しています。0、1歳児では、おもちゃの取り合いが起こらないよう
に十分な数を用意したり、片づけやすいようにかごを用意したり、年齢や発達にふさわしい環境構成に配慮し
ています。また、子どもの興味や発達に応じて、おもちゃや教材の見直しをしています。
　子どもが好きな遊びを選べるように、グループに分かれた活動も取り入れています。遊びや散歩の行き先な
ど、子どもたちにリクエストをしてもらう機会も設けています。自由遊びの中で、子ども一人一人が興味や関心
を持って遊べるよう援助するとともに、年齢に応じて友達や職員といっしょに楽しみながら遊べるよう、ルール
のある遊びを取り入れています。訪問調査日、廊下には5歳児の空き箱を使った作品が展示されていました。
地域6園の「どんぐりを使って遊ぼう」という取り組みで、子どもたちがどんぐりを拾い集め、保護者も空き箱集
めに協力しています。ブルドーザーやロケット、家など、子ども一人一人がそれぞれ自由な発想で思い思いの
作品を作り上げています。
　3～5歳児はかぶとむしなどの昆虫を飼育し、図鑑を見ながら育てかたを学んだり、絵に描いて親しんでいま
す。駐車場の奥に畑があり、地域のボランティアの援助を受けて、じゃが芋やさつま芋などの野菜や米を育て
ています。じゃが芋栽培では、かつて地域がじゃが芋の一大産地であったことを伝えるための保土ヶ谷区の
「ほどじゃがイベント」に参加しました。園は、駅のすぐ前にあり、電車を見ることは子どもたちの楽しみの一つ
です。地域交流保育を通して地域の親子と交流し、散歩に出かけて地域の方にあいさつをしたり公園でいっ
しょに遊んでいます。年間を通して散歩を楽しみ、虫や植物に親しみ季節の移り変わりを感じ取っています。5
歳児は商店街に出かける機会を作り、お泊まり会にはカレー作りをしてみんなで味わっています。
　子どもの年齢や発達状況に合わせて、自由に表現できるよう配慮しています。3～5歳児は、粘土と粘土ケー
ス、オイルパステルを個人別に用意しています。遊びの中で自由に絵を描いたり、3～5歳児では絵の具を使用
して描画活動に取り組んでいます。訪問調査日1日目には、5歳児がパステルや絵の具を使ってショベルカー
の表現活動に取り組んでいました。また、わらべうたや手遊び、季節の歌を楽しみ、音楽に合わせて踊ったり
楽器に触れる機会を設けています。歌詞をひらがなで表記したり、かるたやゲームなどの遊びを通して、文字
や数に興味が持てるようにしています。表現活動を大切にし、保育室などに作品や壁画を飾る際には展示方
法を工夫しています。5歳児を対象に茶道教室も行い、職員がそれぞれの力を発揮して子どもの生活が豊かに
なるよう援助しています。
　子どもどうしのトラブルには、職員が子どもの気持ちを代弁して仲立ちをしています。年齢に応じて、子どもど
うしで解決できるよう援助しています。0歳児では発達に応じて援助し、1歳児は月齢に応じて2グループに分か
れて生活するなど、安全に保育ができるよう配慮しています。0、1歳児、3～5歳児はそれぞれ同じフロアーを
ロッカーや壁画などでしきって生活し、互いの様子がわかります。異年齢のクラスで散歩に出かけたり、3～5歳
児の縦割り保育や行事などを通して、異年齢の子どもどうしがかかわり合う機会を作っています。職員は子ど
もの目線に立って子どもの気持ちに共感し、優しい言葉がけを心がけ、信頼関係を築いています。
　天気の良い日は、積極的に散歩に出かけたり2階園庭で遊び、健康増進に取り組んでいます。屋上には、大
型のアスレチック遊具を設置して発達段階に応じて使用しています。夏はプールを設置し、広いスペースでは
鬼ごっこなどをして走り回っています。ホールでは、マットや鉄棒など運動用具を使って運動遊びをしたり、ピア
ノに合わせてリズム遊びを行っています。5歳児は月1回の専門講師による体操教室を行っています。年齢や
発達段階に合わせて、散歩の行き先を決めたり体を動かして遊び、運動能力を高めるよう取り組んでいます。
戸外では帽子をかぶり、園手作りの虫よけスプレーを使用したり、紫外線に弱い子どもには肌の隠れる衣服を
着せたりしています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　楽しい雰囲気の中で子どもが食事を残さずに食べられるように、個別に量の調節をしたり、強制せず苦手な
ものでも食べたくなるような声かけを心がけています。3～5歳児は、当番が配膳の手伝いをします。楽しんで当
番活動に取り組めるように、3、4歳児には給食用スモックや帽子、マスクを用意し、5歳児はエプロン、三角巾を
使用しています。食事の前には当番が献立の紹介をし、食後はテーブルごとに食器を自分で片づけています。
給食の下ごしらえの手伝いをしたり、野菜を栽培して食材として使用したり、食育保育を行い食への興味を高
めています。0歳児では、授乳のときや離乳食を食べるときには、子どものペースを尊重して援助しています。
　和食を中心として旬の食材を使用し、味や食材に食べ慣れるよう2週間サイクルの献立を提供しています。こ
いのぼりケーキやちらしずし、七夕そうめんなど、季節の行事食を取り入れています。適温給食に配慮し、3～
5歳児は炊飯器のまま保育室に運び、温かいご飯が食べられるようにしています。また、4、5歳児ではバイキン
グ給食を行い、自分で盛り付け自分が食べられる量を知る機会を作っています。食器は発達に合わせたもの
を使用し、料理に合わせて使い分けています。0歳児では、発達に応じて4種類のスプーンを使い分け、3歳児
から箸を使用しています。食材の安全性に配慮し、納品時には品質をチェックし、温度測定を行っています。
　給食職員はクラスを回って子どもの食事の様子を見たり下膳の手伝いをしていて、喫食状況の把握に努め
ています。月1回、給食会議を行い、クラスごとに食事の状況を報告し合い、献立内容について話し合って次月
の献立作成に反映しています。0歳児では、一人一人のそしゃくの状況に応じて食材の刻みかたに配慮した離
乳食を提供しています。残食量を記録し、残食量の多い献立や食材は、切りかたを変えるなどして変化を持た
せて食べられるよう工夫しています。また、そらまめや冬瓜など、ふだん食べ慣れない食材については、皮むき
体験をしたり実物を見せたりして親しみが持てるよう配慮しています。
　月末に翌月分の献立表を配付しています。給食便りを発行して、月の平均栄養給与量のほか、旬の食材や
人気メニューのレシピ、食育の取り組みを紹介しています。玄関ホールには日々のサンプルを展示し、保護者
が自由に持ち帰ることができる人気メニューのレシピを置いて、園で提供する食事に関心を持てるようにしてま
す。入園説明会では、離乳食のサンプルを見てもらい、内容を説明し、年に1度、離乳食の育児講座を行って
保護者や地域の方に情報提供を行っています。また、保護者には保育参観時に試食の機会を設けて、栄養や
味付けなど園で配慮していることを知らせています。
　季節や活動状況と年齢に応じて、子どもの疲労に注意しながら適切な休養が取れるよう配慮しています。午
睡時は、カーテンを閉めてパジャマに着替えて、0、1歳児はオルゴールの曲を流したり、早く眠くなる子どもや
早く目覚める子どもなど個々に合わせて布団を敷いたり、子どもが安心して眠れるよう環境を整えています。
眠れない子どもや眠くない子どもには、ゆっくり絵本を見たりして静かに過ごせるよう柔軟に対応しています。
乳幼児突然死症候群（SIDS）予防のために、0歳児は5分、1、2歳児は10分おきに呼吸の確認をし「SIDSチェッ
ク表」に記入しています。5歳児は、年明けごろより少しずつ午睡の時間を短くして午睡をなくし、就学に向けて
生活リズムを整えています。
　排泄は個人差があることを十分理解し、個々のリズムを把握して発達に合わせたトイレトレーニングを行って
います。おむつ交換をして気持ちよくなったことを共感し、子どもが自分でしようとする気持ちを尊重して、トイレ
に興味を示したときに「行ってみる？」と誘っています。「排泄チェック表」を用意し、職員会議やミーティングでト
イレトレーニング中の子どもを確認して、全職員が統一した対応ができるようにしています。保護者との連携を
密にして、互いに様子を伝え合いながら進め、パンツへの移行は保護者と相談しています。子どもがおもらしを
したときには、子どもの気持ちを傷つけることのないよう速やかに着替えの援助をしています。

A
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　衛生管理マニュアルを作成し、室内環境、室外環境、掃除の方法、害虫駆除の項目を設けています。掃除の
方法は、トイレ等必要箇所に掲示しています。また、下痢、嘔吐物処理セットは各保育室に用意し、消毒液の
作りかたや処理手順のしかたを掲示しています。特に、0～2歳児は、殺菌消毒剤を使用しておもちゃの消毒や
室内の清掃をしています。掃除当番表があり、園内外の各所の掃除を全職員で分担して行い、チェック表で確
認しています。保育室やホールなど常時使用する場所は整理整頓を心がけ、常に清潔に保てるよう取り組ん
でいます。衛生管理マニュアルの内容は職員会議で見直し、改善点について話し合っています。衛生面に配
慮して手洗いを励行し、個人別手ふきタオルを使用しています。また、使用後の紙おむつは園で処理していま
す。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　健康管理マニュアルに基づいて、一人一人の健康状態を把握しています。入園時の面接で生育歴や健康状
態について確認し、既往症、予防接種歴などを把握して「健康管理台帳」に記載し、入園後も保護者との連絡
を密にして書き加えています。登園時は健康観察を行い、子どもの体調を保護者に確認しています。体調に変
化があった場合には連絡帳に記載して保護者に伝え、必要に応じて園での様子を保護者に直接伝えていま
す。看護師は、子どもの病気欠席連絡や健康面での日中の子どもの変化、けがなどの状況を「健康観察日
誌」に記録し、園長や主任に報告して園全体の健康管理を行っています。食後2歳児はうがいをし、3～5歳児
は歯磨きをしています。春と秋には看護師が歯磨き指導を行っています。
　年2回、嘱託医による健康診断、年1回歯科健診を行って、それぞれの結果を「健康管理台帳」に記録してい
ます。保護者には前もって健診日を知らせ、健診を受けられるよう協力をお願いするとともに、健康面で気にな
ることや嘱託医に聞きたいことがある場合には、事前に担任に連絡するよう案内しています。健診の際は看護
師が保護者に代わって嘱託医に質問し、回答は個別に伝えています。健診結果は職員全体に周知するととも
に保護者に伝え、治療の必要がある場合などは保護者との連携を図って経過を見守っています。
　感染症の出席停止基準や発症時の対応は、「感染症予防・まん延防止マニュアル」にまとめ、事務所や各ク
ラスに置いています。保護者には、「園のしおり」に感染症についての項目を設けて感染の拡大を防止するた
めの協力をお願いし、医師が記入する登園許可証明書などの資料を添付して情報を提供しています。保育中
は、38度以上の発熱や、熱はなくても嘔吐や下痢等で保育の継続が困難だと判断したときには、保護者に連
絡しお迎えをお願いしています。発熱時や感染症が疑われる場合には、事務室内の医務室で安静に過ごして
います。園内で感染症が発生した場合には、速やかに掲示やメール配信で保護者に知らせています。職員
は、ミーティングや会議などを通して、看護師から感染症に関する最新情報の指導を受けています。

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】

　危機管理マニュアルを作成して内容を職員に周知し、「安全点検表」に基づいて週1回各所施設設備の点検
を行い、日々クラスごとに安全点検を行っています。地震等を想定し、保育室内の家具には転倒防止などの安
全対策を講じています。消防署への通報マニュアルは、事務室や各保育室に掲示しています。毎月避難訓練
を行い、保護者にはメール配信による緊急時の連絡体制を整え、一斉メール配信訓練を行っています。訪問
調査2日目には、消防署の指導による避難訓練が行われ、職員が子どもたちを誘導して駐車場に避難した後、
職員の消火訓練がありました。職員は消防署による救急救命法の研修を受けています。
　事故防止マニュアルやけが等の対応マニュアルを作成し、医療機関一覧表を作成して事務室に置いていま
す。各保育室には、「救急車の呼びかた」を掲示しています。保育中に子どもがけがをしたり事故が起きた場合
には、保護者に電話で連絡する体制を整えています。小さなけがであっても、降園時に保護者に状況を説明
し、翌日の登園時には家庭での様子を保護者に確認しています。「インシデントアクシデント報告書」には、事
故発生時の状況や対応と経過を記録するとともに、クラス単位で振り返りを行い事故原因の考察と今後への
対策を記入しています。ミーティングや職員会議で事故を報告し、職員間で情報を共有して再発防止に努めて
います。
　民間の警備会社による24時間警備システムを導入し、防犯カメラを設置しています。出入り口は指紋認証に
より開錠し、来園者はインターフォンで確認しています。中でも出入り口の施錠に注意し、フェンスや擁壁、設
備等の点検も行っています。不審者等に対する緊急通報体制を確立し、「通報マニュアル」を事務室や各保育
室に掲示しています。年2回、防犯訓練を行い、対応者、通報者、子どもの誘導など職員の役割分担を確認す
るとともに、子どもの不審者に対する意識が高まるよう指導しています。園外保育に出かける際は、園の携帯
電話を持参しています。園長や主任は、近隣で事件等が発生した場合や警察署や行政からの情報を速やか
に職員に周知して、施錠の確認等適切な対応ができるようにしています。

A
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評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　外部研修や系列保育園交流などで学んだ「子どもへの言葉かけ」の内容を、内部研修で学んでいます。「人
権マニュアル」の「人権に配慮した保育」の項目に、子どもの呼びかたや接しかた、言葉かけなどの留意事項
が記されています。研修に先立ち、改めて児童憲章や園の保育理念、マニュアルなどを確認しています。日常
の保育場面のケースごとの問いに、どのような言葉をかけるか各自で回答を記入し、適切な回答を話し合い、
振り返りをしています。保育所保育指針の「子どもの人権尊重」を載せた「子どもがこっちを向く言葉かけ」のテ
キストで、子どもの気持ちに配慮した言葉使いを学んでいます。職員は子どもの人格を尊重して保育にあたる
ことを認識しています。
　牛乳パックを横に2、3個積み重ねてつなげたしきりを使い、椅子なども使ってコーナーを作り、その中でごっこ
遊びやブロック遊びを楽しんでいます。必要に応じて子どもと落ち着いて一対一で話し合える場所には、クラス
のコーナーや事務室などを充てています。おむつ替えのときは、カーテンを閉めて外から見えないようにしてい
ます。0～2歳児がビニールプールで水遊びをするときは、ついたてなどで目隠しをしています。屋上のプール
で遊ぶときは、倉庫内の広いスペースで着替えています。体調のすぐれないときや一人になりたいときなどは、
事務室で受け入れて遊具や色紙で遊んだり、ベッドに横になったりして必要な対応を取り、職員が見守ってい
ます。
　就業規則の服務規律や「個人情報マニュアル」にはプライバシーの尊重や個人情報保護、守秘義務につい
て記述しています。職員は入職時に研修を受け、守秘義務や個人情報の取り扱いについて学んでいます。個
人情報のある書類は、事務所の施錠できるロッカーに保管し、廃棄するときはシュレッダーにかけています。ま
た、個人情報の確認は事務室内とし、持ち出し禁止にしています。ボランティアや実習生には、受け入れ時の
オリエンテーション資料の中に守秘義務を明記して説明しています。子どもの写真や映像を公開する場合に
は、保護者からそのつど了解を得ています。
　職員は入職時の研修で、性別による固定的な役割意識を植え付けないことや、性別にとらわれず個性を尊
重し子どもの可能性を伸ばす保育を行うことを学んでいます。したがって、持ち物や服装、保育中の並び順、グ
ループ分け、発表会の劇の配役などで性別による区別はしていません。自由遊びでは、子どもたちはままごと
や折り紙、積み木、絵本読みなど好きな遊びに取り組んでいます。名簿は誕生日順としています。園の配付物
は「○○さん」と記入し、入園式や卒園式で名前を呼ぶときも「○○さん」と呼んでいます。職員は「男の子だか
ら」とか「女の子だから」など性差を強調するような言葉づかいをしないように日ごろから心がけています。

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　パンフレットには保育方針や園の特徴などを掲載し、「園のしおり」には保育理念、保育方針、保育目標、保
育姿勢を記載し、玄関ホールや各保育室に掲示しています。園見学会や入園時に説明するほか、年度初めの
クラス懇談会では、保育理念や園の取り組みをわかりやすく保護者に説明しています。年度末に園としての自
己評価を行うにあたって保護者アンケートを実施し、保護者が園の目標や方針を理解しているかどうか把握す
るとともに、保護者の意見や要望を取りまとめて公表し、次年度に生かしています。園便りでは各クラスごとに
誕生児を紹介するほか、月のねらいと保育内容などを掲載しています。
　保護者とのコミュニケーションを大切に、送迎時には子どもの様子を伝え合い、緊密に連絡を取り合えるよう
努めています。0、1歳児の連絡帳は表形式のものを園で用意し、睡眠や排泄、食事、体温、家庭での様子、園
での様子等を互いに記入して情報を交換し、生活の連続性を大切にしています。2～5歳児はノートを保護者に
用意してもらっています。2歳児は毎日家庭と園とでやり取りし、3～5歳児は個別に伝える必要がある場合に
使用しています。また、3～5歳児は「クラスノート」でその日の活動の様子を伝えるとともに、明日の予定を知ら
せています。年1回、個人面談を実施し、年度初めと年度末にクラス懇談会を行っています。
　保護者が話しやすいよう雰囲気作りを心がけ、いつでも相談できるようにしています。玄関ホールや、保育室
とは別の屋上庭園を挟んだ子育て支援室を使用してじっくり話を聞き、保護者のプライバシーに配慮していま
す。相談には担任が対応し、内容を主任や園長に報告しています。相談内容に応じて、クラスの職員間で解決
策について話し合ったり、職員が適切に対応できるよう、主任や園長が助言をしています。相談内容は「個人
面談記録」に記載し、必要に応じて職員会議で経過を報告したり解決策についての共通理解を図っています。
　毎月、園便りを発行して月の予定を知らせ、クラス便りのページを設けて、クラスごとに誕生児の紹介や月の
ねらい、予定、お知らせ、クラスごとの「今月の歌」などを紹介し、園全体の取り組みの様子がわかるよう配慮し
ています。また、全体とは別に、活動内容に合わせてクラスごとに便りを発行して、ねらいや様子を伝えていま
す。各保育室前には掲示板を設けて月間指導計画やお知らせを掲示し、玄関ホールには行事などの写真を
掲示して、子どもたちの様子を紹介しています。クラスごとの懇談会では、指導計画の内容や取り組みの様子
を口頭で説明するだけでなく、日ごろの保育の様子をビデオで紹介して保護者に喜ばれています。
　年度初めに「年間行事予定表」を配付して、保護者が休暇等の予定を立てやすいよう配慮し、年度初めの懇
談会の際に内容を説明しています。クラス懇談会と個人面談のほか、2～5歳児の親子遠足、運動会、お楽し
み発表会などの保護者参加行事を行っています。また、創立記念の集いには自由参加で保護者を受け入れ、
敬老の日の集いには先着15名で祖父母を招いています。保育参加は、年間を通して保護者からの申し出に応
じていつでも受け入れています。3～5歳児では、保育士体験としてクラスの子どもたちの様子を見てもらってい
ます。行事ごとにアンケートを行い、クラス懇談会に参加できなかった保護者には資料を配付したり掲示をして
内容を伝えています。
　以前、保護者から保護者組織を作りたいという申し出があり、園長と第三者委員も参加して、保護者と保護
者会のありかたについて話し合いました。子どもたちのために園と保護者との連携を深めることができるように
と、保護者有志が集まり、土曜日や日曜日に子どもたちが利用する公園の清掃活動を行っていました。保護者
どうしは自主的に連絡を取り合い、園外で親睦会などを開催しています。園では、保護者どうしが話し合いをし
たいときには場所を提供しています。

A
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評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

A

　育児講座や交流保育、体験保育、夏季のプール開放、お砂場開放、一時保育、育児相談など地域支援事業
のお知らせは、園のホームページに掲載したり、「昴保育園に遊びにおいでよ！」というチラシを作成して園の
門前にある掲示版に掲示し、地域の方に知らせています。さらに、保土ヶ谷区役所や子育て支援拠点にも育
児相談の案内を配付しています。また、横浜市こども青少年局のポータルサイト「よこはまはぴねすぽっと」の
保育所情報にも園の内容が掲載されています。育児相談は、問い合わせがあればいつでも、主任が窓口にな
り対応をしています。さらに、園庭開放や砂場開放などのときにも保護者から育児相談を受けています。電話
などでの相談内容は記録しています。
　嘱託医や保土ヶ谷区役所、病院、児童相談所、横浜市西部地域療育センターなど、園にとって必要な関係機
関の情報は、ファイルにして事務所の電話の近くに設置しており、職員に周知しています。関係機関との窓口
として、園長が対応しています。関係機関からは巡回訪問や情報を受けるなど、日常的に連携を取っていま
す。さらに、子どもだけではなく保護者への対応などにも、専門機関からアドバイスを受けています。その対応
方法や事例などは、毎日のミーティングや職員会議で職員に周知し、園全体で見守る体制を作って、実践して
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

　園は保育園を利用する子どもだけでなく、地域の全ての子どもと子育て家庭にも、支援をすることが大切だと
考えています。町内会長が園の第三者委員を務めているので、地域の園に対する要望などが伝わりやすい状
況になっています。園庭開放や一時保育での保護者との会話や、園見学者のアンケートなどからも、園への
ニーズを把握し、内容は職員全体に周知して今後の地域支援につなげています。園で実施している育児相談
など子育て支援事業の案内は、園の入り口にある掲示板に掲示して、地域へ向けて発信しています。保土ヶ
谷区役所主催の赤ちゃん教室に参加しており、参加者からの質問や相談などを受け付けています。
　地域の子育て事業として、一時保育や園庭開放、交流保育、育児講座などに取り組んでいます。育児講座
は年3回行い、保育士による製作や遊び、看護師による健康管理相談、栄養士による離乳食相談など、園の
専門性を生かした講座を開催しています。保育士による講座を受けた参加者が、その後に一時保育を利用す
るなど、地域の在宅子育て家庭に園を知ってもらう良い機会となっています。交流保育は、プール遊びやリズ
ム遊びなど、年間を通じて定期的に地域の子どもたちを受け入れています。年度末の職員会議では、子育て
支援事業の年間計画や実施、評価について話し合い、次年度につなげています。現在、0歳児クラスで実施し
ている体験保育を、他クラスでも実施することを検討しています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を活かした相談機能
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評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園の情報はホームページに掲載し、園の概要や保育理念、目標、園の一日の流れ、年間行事、園便りなど
の情報を、わかりやすく提供しています。また、横浜市こども青少年局のポータルサイト「よこはまはぴねす
ぽっと」にも、サービス内容などの情報を提供し、広く発信されています。園では、ホームページと同様に、保育
方針や園の特徴、園の概要、職員構成、子育て支援事業などについてわかりやすく記載した、入園案内の
リーフレットを用意しており、見学者等に渡してていねいに説明し、必要な情報を提供しています。
　入園希望者から利用条件や料金などについて問い合わせがあった場合は、園長や主任、事務員、必要に応
じて看護師が対応しています。問い合わせに対しては、入園のしおり（パンフレット）や重要事項説明書、ホー
ムページなどに基づいて、園の理念や保育方針、特徴などをていねいに説明して、園の見学を随時行っている
ことも案内しています。施設見学は、子どもたちの活動や保育内容、保育環境を見てもらえるように10時ごろを
勧めていますが、利用希望者の就労状況など都合を聞いて時間を調整し、園長や主任が担当して実施してい
ます。

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供

評価分類Ⅳ－１　保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ

　運動会など園の行事に地域の方をおさそいしています。町内会の高齢者の方と伝承遊びを通じた交流があ
り、地域のボランティアが園の熱帯魚や花壇、畑の手入れをして子どもたちとの交流を持っています。地域の
教育機関との連携では、園長や5歳児の担任が小学校の行事に参加し、5歳児が小学校を訪問して1年生から
ランドセルを背負わせてもらったり、小学校の先生が保育園を訪問したり、小学生が園の運動会に参加した
り、中学生の職業体験を受け入れたりしています。近隣への配慮として、園で大きい音が出る行事では事前に
地域にその旨を放送したり、改修工事などの場合には、園がJRの線路に近いことから、JRの駅や近隣住人の
方に直接あいさつをして理解をお願いしています。
　自然に恵まれた環境にあり、近くの公園以外にも境之谷こども公園のログハウスに4、5歳児は出かけていま
す。5歳児はお別れ遠足でいつもより遠くの場所に出かけ、公共のマナーを学んだり、系列園と交流したりして
います。また、園に給食食材を販売している商店街に散歩に出かけ、食品を見たり、地域の様子や交通マナー
を学んだりしています。近隣の方とは元気にあいさつをし合っています。地域の子どもたちや近隣の保育園の
子どもたちと公園などでいっしょに遊んだりして交流を図っています。園の運動会は小学校の校庭を借りて開
催していますので、小学校の運動会と重ならない日にして、互いに参加や見学ができるように配慮しています。

A

A
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　ボランティア受け入れのマニュアルがあり、窓口は園長と主任です。ボランティアに対して、園の方針等が記
載された冊子を渡してオリエンテーションを行い、配慮事項などの説明をしています。これまで、保育士を志す
高校生が、授業の後にボランティアとして来園して子どもたちと触れ合ったり、中学生の職業体験も受け入れ
ています。ボランティアを受け入れる場合には、保護者に向けて事前に玄関に掲示をして周知しています。ボ
ランティアの受け入れの記録があります。ボランティア終了後には感想を記入してもらい、記録された内容を職
員間で共有して、今後の保育につなげています。
　実習生受け入れのマニュアルがあります。実習生には服装や持ち物など、守秘義務および保育にあたって
のさまざまな注意事項、約束事、心構え、実習内容に対するワンポイントアドバイスなどが書かれた冊子を渡
し、マニュアルに沿ってオリエンテーションを行い、ていねいに確認をしています。保護者には事前に、実習生
受け入れのお知らせを玄関に掲示しています。実習生にとって有意義な実習になるように、実習生の希望も考
慮してクラス実習を行います。実習中は保育士から、午睡中や保育士が仕事をしているときでも、アドバイスを
受けています。さらに、毎日の反省会の中で実習内容を振り返り、最終日の全体反省会では園長も交えて意
見交換をしています。保育士も実習生の意見を参考にして、日々の保育につなげています。
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評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A

A

評価分類Ⅴ－１　　職員の人材育成

　保育士の募集は園外の掲示板を使ったり、ハローワークなどを通じて募集しています。採用は、人柄や明る
さ、園の保育方針を理解して熱心に保育に取り組めることなどに重点を置いています。年度初めに保育士、栄
養士、看護師は、資質向上に向けて年度の目標と計画を立てています。必要な研修を受けるなどして、園の理
念や方針を踏まえた保育を実践できるように取り組んでいます。年度末には、個々の年度目標や計画、実施
内容、課題に沿った保育内容の振り返りを含めて自己評価をし、個々の課題を明らかにしています。職員は年
2回の園長とのヒアリングに臨み、計画や振り返りについて確認を受けています。
　研修担当は主任で、研修会のお知らせを回覧して、各職員のニーズに合わせて参加申し込みをしています。
研修は各職員が自主的に希望しますが、保育士に必要と思われる研修を主任が勧めることもあります。非常
勤職員も常勤職員と同じように、研修に参加することができます。職員は研修手帳を持ち、園内研修や園外研
修、自己啓発研修など自分が受講した研修の研修名や日時などを記入して、自分に必要な研修内容に対して
常に関心を持っています。研修後は研修報告を作成しますが、研修内容だけではなく、今後の保育に生かす
点なども記載します。研修報告は職員間で回覧して内容を周知し、職員会議でも発表して職場で生かせるよう
に取り組んでいます。研修について、保育士の報告や成果を評価して、常に見直しをしています。
　業務マニュアルは事務室と各クラスに設置して、全ての職員が必要なときに見ることができます。職員配置
は、保育士資格の有無と勤務時間を考慮し、業務に支障の出ないように組み合わせを考えています。非常勤
職員も常勤職員と同様に園の保育に携わる職員としてとらえ、行事などでは全ての職員の役割分担が決めら
れています。非常勤職員も研修に参加して、資質向上への取り組みを行っています。園の特徴として、職員間
のコミュニケーションが良く、意見交換をしやすい関係が築かれており、情報の共有がされていて、子どもを園
全体で見守る体制が整っています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は年度末に、園の自己評価と点検を含む128項目の自己評価を実施しています。自己評価は、業務遂
行および組織貢献が柱になっている複数の項目に対して、目標、計画、実施内容、課題を記載した自己評価
用紙の項目に沿って行っています。また、他園での保育研修などから、遊具の選択やコーナーの作りかたの
良い例を持ち帰り、自園に取り入れるための工夫をミーティングで話し合ったり、職員会議やカリキュラム会議
ではそれぞれのクラスの指導計画を話し合うなどして、さまざまな視点からサービスの向上を図っています。配
慮を必要とする子どもへの対応などは横浜市西部地域療育センターからの巡回で、ケースワーカーからアドバ
イスを受けています。神奈川県レクリエーション協会から遊びの指導を受けて、日々の保育に取り入れる工夫
もしています。
　年間指導計画は期ごとに分けられ、期の初めに設定されたねらいに関連付けて保育の自己評価をする書式
になっています。0～2歳児は個別指導計画があり、子どもの様子や活動への意欲、新たに発見したこと、それ
に対しての保育士の対応や反省、課題などを、保育の自己評価として記載しています。これらの保育の自己評
価について、職員会議やカリキュラム会議で話し合いが持たれ、子どもたちの発達の情報を共有して、その後
の指導計画につなげています。
　年間指導計画や月案、週案、日誌、個別指導計画などの保育の自己評価結果は、会議などで報告し合い、
話し合っています。職員の自己評価は、園の理念や方針を踏まえた園の自己評価用紙により行っており、これ
を集計し統計化したものを最終的な園の自己評価としています。また、自己評価に際して保護者アンケートを
実施し、園の理念や方針についての理解度や、年間の保育活動の評価、意見を聞き取りました。保護者アン
ケートも園の自己評価の一環としてとらえており、保育の自己評価と並行してこれらの結果を会議などで話し
合い、園としての課題を明らかにし、できるものから改善に努めています。園の自己評価と保護者アンケートの
結果は、保護者に配付して公表しています。
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　法人の保育理念を基にして管理職、主任、リーダー、中堅、初任者、新人など、経験、能力や習熟度に応じ
た職位と役割の期待水準を一覧表に明文化しています。最終的な責任者は園長ですが、日常の保育は職員
の経験に応じて現場に権限を委譲しています。どのようなときでも園長への連絡や報告は必ず行います。職員
会議では、子どもたちにとってより良いものを目ざして、保育環境についての工夫や施設の使いかたなどを提
案したり話し合っています。さらに、職員に業務改善や提案に関するアンケートを行い、園長は年末と年度末
のヒアリングで担当したいクラスなどを聞いて、職員の要望などを把握しています。

A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持
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評価領域Ⅵ　経営管理

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　園の就業規則に基づいたコンプライアンスマニュアルがあり、子どもの最善の利益や子どもの意思および人
格の尊重、守秘義務など、職員が守るべき法や規範、倫理について記述しています。全職員に、入職時に配
付して説明し、理解の確認をして周知しています。他施設の不適切な事例や事故についての記事などは、回
覧したり会議で話し合っています。保育に関することやアレルギーなど命にかかわることで、職員が気になる記
事があれば、各クラスに伝達をして、問題点に関心を持ったり共通理解を促したりしています。また、財務諸表
などは法人のホームページで公開されています。
　牛乳パックで作った可動式のパーテーションをはじめ、ペットボトルやミルク缶の再利用をしています。子ども
の人数が少ないときは使う部屋をまとめ、使わない部屋の電気を消して節電しています。職員などから不要に
なった衣類などを集めてふき取り布を作り、おもらしや嘔吐のときに使用しています。節水に努め、冷暖房は設
定基準を設けています。子どもたちがエコ活動に自然に取り組めるように、クラスやトイレの電気、水道、ゴミ箱
のところに、子どもたちが絵本などでよく知っている「もったいないばあさん」の絵を標語とともに掲示していま
す。子どもたちは自然に「水は大事に使う」などと口にしています。さらに、資源循環局保土ヶ谷事務所による
環境学習の出前講座を行うなど、環境への取り組みが保育に取り入れられ、明文化されています。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　玄関や各クラスには、理念や保育方針が掲示され、職員や保護者が確認できるようになっています。保育士
は各自、理念や保育方針、保育目標が書かれたカードを持っています。園のしおりには、理念や保育方針、保
育目標、保育姿勢を記載し、リーフレットには保育方針を載せています。毎朝のミーティングで理念や方針につ
いて確認したり、年間指導計画に沿った日々の保育は、理念に基づいて実施されています。職員の採用時に
は、園のしおりに沿って理念や基本方針について説明しています。
　保護者とのコミュニケーションを大切にし、行事のときなどは保護者にアンケートを実施して感想や意見など
を聞いています。例えば、延長保育の時間帯について、利用者のさまざまな状況や実態を考え、3年間かけて
現在の20時までに変更しました。このような変更を実施するにあたり、変更についての説明会を開くお知らせを
保護者に配付して説明会を実施しました。そして説明会の後にはアンケートで保護者の要望を聞き、それに対
してていねいに回答し、参加できなかった保護者には経過を周知できるように、また、保護者全体に理解しても
らえるように、お知らせを配付して細かく説明しました。食育では保育士と栄養士が協力し、食物アレルギーな
どには看護師も協力をして、給食の対応をしたり、内部研修を実施しています。
　キャリアパス（キャリアアップのモデル）において、主任の仕事が明文化されています。主任は、各クラスの月
のカリキュラムやシフト作成時に、クラス担任や担当保育士にアドバイスをしています。さらに、クラスに入って
保育士の子どもに対する対応を見るなど、保育の現場を見てアドバイスをしています。シフト表の作成は主任
以外の保育士2名が担当しています。この取り組みは、将来シフトを作るためのさまざまな事柄を学ぶ機会と
なっています。主任は、メンタルカウンセリング研修に参加し、体調やメンタル面で気になる保育士に声をかけ
たり、相談にのるなどして、職員が良好な状態で保育ができるように配慮をしています。

A

A
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は、保土ヶ谷区の園長会や横浜市の保育園長会などに参加し、横浜市や保土ヶ谷区の園の運営にか
かわることや、安全や感染症の状況などの情報を得ています。また、横浜市社会福祉協議会などから行政の
動きや福祉業界のこれからについての情報を収集し、分析しています。これら把握した情報は全体ミーティン
グで説明し職員全員に周知され、必要に応じて会議を行っています。法人から重要な情報がある場合は、理
事、園長、主任に招集がかかります。重要な改善課題については、職員会議などで職員に周知し、園全体で
取り組み実施するように努めています。
　法人の定款に基づき、前年度の反省を踏まえた事業報告を作成しています。近い将来の計画として、地域支
援や職員育成、園舎メンテナンス、保育内容、経費削減などの計画はなされていますが、法人本部と連携した
中長期的な事業計画を書面化することが期待されます。短期的な計画としては、開園から10年目なので、芝生
の土壌改善や外壁の補修などを実施する予定になっています。運営については、法人の税理士や社会保険
労務士などからアドバイスを受ける機会を設けています。
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利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　訪問1日目、施設見学時には、散歩から戻った子どもたちがサークルに囲まれたコーナーに集まって遊び、職
員は遊びとおむつ交換、食事準備を分担して進めていました。
　訪問2日目、避難訓練が始まると、職員はそれぞれおんぶしたり抱っこし、歩行できる子どもたちを誘導して1階
出入り口から散歩車に乗せて駐車場に避難します。訓練後は消防自動車の前で記念撮影をして園内に戻り、
ホールで乗り物遊びをしています。保育室では、先に職員の一人がテーブルの下に広告紙を敷いて、食事の準
備を始めています。ホールから、抱っこされたりはいはいしたり歩いたりして保育室に戻り、手洗いをします。サー
クルコーナーでは、職員が広げたブロックを手にしたり、サークルにつかまって伝い歩きをしている子どももいま
す。1歳児室から音楽が聞こえてくると、手拍子をしたりリズムに合わせて体を動かす子どももいて、「はらぺこあ
おむし」のお話が聞こえてくると、職員は絵本を出してきて見せています。食事の準備が整うと、一人ずつ名前を
呼び、席に案内してエプロンを付けてもらいます。食事が始まり、職員は一人一人の様子に合わせて介助し、食
事量を確認しておかわりやデザートを配ります。一方では、床の消毒拭きを行って布団を敷く用意をしています。
食事を終えた子どもは、サークルコーナーでそれぞれ遊びながら、順に着替えさせてもらいます。排便後のおむ
つ交換の必要な子どもは沐浴室で取り替え、子どもたちを布団に誘い、職員がそばについてトントンしながら寝
かしつけています。

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】

　訪問1日目、施設見学をしていると子どもたちが1階出入り口から職員といっしょに順に並んで戻って来ました。
調査者に、「ただいま」「おはよう」「こんにちは」と、子どもたちは、次々人なつっこく手を振ってあいさつしてくれま
した。
　2日目、0歳児に続いて職員はそれぞれおんぶし、散歩車に子どもたちを乗せて避難します。靴下と靴、防災頭
巾はまとめてバックに入れて運び出し、避難場所に集合してから職員が身に付けさせています。訓練を終える
と、出入り口で職員は子どもがそれぞれ靴や靴下を自分で脱ぐ様子を見守り、数人ずつまとまって順に保育室に
戻ります。保育室では子どもたちが並んで座り、カセットから流れる歌やお話に合わせて職員がパネルシアター
（パネル布を舞台にした人形劇）や絵本を見せています。一方で、保育予備室（食事室）では、テーブルを並べ下
に広告紙を敷いて食事の準備を進めています。集まりのあと、一人ずつ名前を呼んで水分補給をしています。食
事の準備が整うと食事室に移動し、職員に見守られながらそれぞれのペースで食事をしています。一方で、保育
室では職員が着替えのコーナーを用意し、早く眠りにつく子どもや保護者の都合で今日の迎えが早い子どもな
ど、一人一人の状況に配慮して布団を並べ午睡の準備をしています。食事を終えた子どもから順に着替え、排
便をした子どもはトイレで紙パンツを交換しています。ゆっくり食事をする子どももいて、食事と午睡のスペースを
別にし、職員は一人一人のペースに合わせてていねいに対応しています。

　朝のおやつが終わり、今日は砂場のある園庭で遊びます。砂場遊びのグループは小さなスコップを上手に使っ
てバケツや型に砂を入れたり、山を作ったりしています。調査者に「これはカレーなの、どうぞ」そう言ってご馳走
をしてくれました。ほかに、だるまさんが転んだをしたり、しばらくするとだるまさんが転んだは鬼ごっこになってい
たり、地面に置かれたフラフープをジャンプしたり全身を使って遊んでいます。保育士は子どもの動きを見て安全
を常に注意しながら、子どもたちがますます楽しく自分たちで遊びを見つけられるように声かけをしながら、子ど
もたちを見守っています。砂場からミミズが出てきて、子どもたちが集まってきました。「さわれるよ」「こわい」とミミ
ズを興味津々で見ています。保育士は「ミミズさんに優しくね」、子どもたちの観察が終わると「もう今日はお砂に
返してあげたら」と声をかけます。お片づけをし、砂の入った靴は自分たちで砂を出します。給食の時間「今日は
エプロンしないで食べるの」そう誇らしげな表情で教えてくれました。保育士は食具の使いかたが上手なことや、
きれいに食べられたこと、いつもより食べていることなど、がんばったことを褒めています。それぞれの子どもの
ペースを大切にし、無理に急がせたり強制をするようなことはありません。食事をいっしょにしていると「きのこ
は、こりこりしているのがあるの、大きいのだよ」「そうじゃないのもある」そう教えてくれました。食材の感触を楽し
みながら食事を楽しんでいるようでした。
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【５歳児】

　「地震です、調理室より火が出ました、みなさん避難してください」と避難訓練が始まりました。5歳児はヘルメッ
トをかぶって、片手で鼻を押さえながら、避難セット入りのリュックサックを背負った先頭の保育士の後につき、最
後尾の保育士に守られて階段を降りてきます。みんな真剣な表情です。1階の駐車場に全園児が集合しました。
今日は消防出張所から消防車が来ています。消防署の職員から「『おかしも（押さない、かけない、しゃべらな
い、戻らない）』を覚えておいてください、わかりましたか」と言われ、みんな元気に「はーい」と応じています。次に
保育士が訓練用の水消火器で消火訓練をしました。火元の的が水で倒れると、みんなで一斉に拍手をします。5
歳児から3歳児まで数人ずつが、消防車の前で消防士のヘルメットと防火服を身に着け、身構えた格好で記念写
真を撮ります。その後、消防車の装備の説明を聞いて後部座席に乗せてもらいました。最後に5歳児が町を守る
消防士に感謝状を読み上げ、4つのメダルを首に掛けてあげて、訓練を終えました。
　今日の給食は「ご飯、煮込みうどん、切り干し大根の煮物、みかんです、いただきます」とお当番があいさつし
て、給食が始まりました。「今日消防士の服着れてよかったね」とか「外は少し寒かったね」などと話をしながら、
箸を上手に使って食べています。煮込みうどんが好評で、おかわりする子どもが多く、おうどんだけのおかわりに
なったり、温かいご飯をおかわりする子どもなど、残す子どももなく、楽しそうな給食でした。

　訪問1日目。お当番の2人が最後のお茶の配膳を終え、4つのテーブルに分かれたみんなの前で「今日の給食
は、ご飯、とりのみそ焼き、おかか和え、すまし汁、りんごです、いただきます」のあいさつをして、食事が始まりま
した。きのこ類が苦手な子どもが、すまし汁のきのこを少し減らしてもらっています。「私は給食みんな好き」「玉ね
ぎはちょっとね」「オクラがね」「私、なめこ」とか、ツイッターで人気の芸人のまねをして「あ、きょうはアップルだ」と
言ってデザートのりんごを持ち上げる子どもなど、楽しそうに話をしながら食事を進めています。「わー、○○ちゃ
ん今日はきのこのおすまし、全部飲めたの、初めてだね、すごい」と、保育士がきのこが苦手な子どもの完食を
褒めていました。その子どもは少しはにかみながらも嬉しそうにほほえんでいました。
　訪問2日目。避難訓練を終え、給食までの時間、教室で工作です。保育士が白い台紙4枚ほどと茶色や緑色の
複数色の色紙と糊を用意しました。みんな何が始まるのかと興味深く集まって来ます。保育士が白い台紙に木を
描くことを簡単に説明すると、やる気になった子どもは次々と腕まくりをして、「どうやるの」と言いながら、色紙を
ちぎって糊をつけ、台紙にはり出しました。「糊ちょうだい」などと言って、ちぎってははりを繰り返し、緑の葉に覆
われた大木のちぎり絵が完成しました。

【３歳児】

【4歳児】

　消防訓練の日でした。園内に訓練の放送が流れます。3歳児はヘルメットをかぶり口を押さえ、集合場所に降り
てきました。消防署の人からのいろいろなお話を、きれいに整列して座って聞いています。消防署の人の質問な
どにも元気に答えています。給食の時間は2人のお当番さんが、給食当番の帽子とエプロンをして保育士がよ
そった食事を両手で大事に持ってお友達に配膳していました。食事をしながら、消防署の人が教えてくれた「お、
か、し、は、も」の話になり、「おさない、かけない、転ぶから、聞こえなくなるからしゃべらない」ちゃんとお話を聞
いていて、なぜかも教えてくれました。おかわりをする子どもや食の細い子どもがいても、保育士は子ども一人一
人のペースや食事の量を配慮して「もう少し食べる？」「無理しなくてもいいからね」と、子どもが食事を負担に感
じないように、そして満足感が持てるように声かけをしています。午睡明け、自分たちで寝具をたたんで片づける
場所に持って行きます。5歳児が数人来て、寝具や着替えのお手伝いをしていました。おやつの時間に、「年長の
人はどんなお手伝いをしてくれるの？みんなも、年長さんになったらお手伝いに行くの」と聞くと、「ちがうよ、4歳
になったらするんだよ」「たまねぎの皮をむいたり、ご飯をよそってくれたりする」いろいろな話が聞けました。自分
が下の子どものお世話をする立場になるということは、今まで憧れであった立場になる誇らしさがあるようです。
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■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園した時の状況

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：平成 28年 9月 7日  ～  平成 28年 9月 21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、または密封して回収箱に投函してもらい、取りまとめま
した
送付対象世帯数： 109 回収数： 65 回収率： 59.60%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が36人（55.4%）、「満足」が26人
（40.0%）で「満足」以上の回答は合計62人（95.4%）でした。

　自由意見の中に「いつも子どもの様子にきちんと向き合っていただき、成長をともに喜んでく
ださっていることにたいへん感謝しています」「朝やお迎えに行くと先生方から大きな声であい
さつをしてくださり気持ちがいいです」「子どもが楽しんで通うことができているのでとても満
足しています」など園への信頼や満足度の高い声が見られました。

　項目別に見ますと、満足度が高い項目として、「問7② 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」で69.2%、「問4生活② お子さんが給食を楽しんでいるかについては」
で63.1%、「問4生活① 給食の献立内容については」「問7① あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては」で61.5%が挙げられます。「問3② 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」「問5③ 外部からの不審者侵入を防ぐ対策については」はほかの項
目に比較するとやや満足度が低くなっています。

結果の詳細

施設の基本理念や基本方針の認知

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

無回答

15.4% 69.2% 6.2% 7.7% 1.5% 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

60.0% 38.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0%

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

①見学の受け入れについては
58.5% 21.5% 4.6% 3.1% 12.3% 0.0%

その他： 「見学していない」などのコメントがありました。

その他： 「きょうだいが通っていたため知っていた」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

46.2% 47.7% 6.2% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

49.2% 43.1% 4.6% 1.5% 1.5% 0.0%

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

55.4% 36.9% 6.2% 0.0% 1.5% 0.0%

その他： 「面接はなかった気がします」というコメントがありました。

0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

53.8% 41.5% 4.6% 0.0% 0.0% 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）

47.7% 38.5% 7.7% 4.6% 1.5%

その他： 「入園前説明と入園後の話に一部齟齬があった」というコメントがありました。



 かながわ推進機構提出用（昴保育園）

1-23

問3 保育園に関する年間の計画について

問4 保育園に関する年間の計画について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

①年間の保育や行事についての説明
には

47.7% 44.6% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

その他： 「保護者の要望が生かされているか不明」などのコメントがありました。

遊びについて 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

②年間の保育や行事に、保護者の要
望が活かされているかについては

29.2% 52.3% 9.2% 4.6% 4.6% 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）

49.2% 46.2% 3.1% 0.0% 1.5% 0.0%

その他： 「不明」というコメントがありました。

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）

50.8% 43.1% 6.2% 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

52.3% 40.0% 6.2% 1.5% 0.0% 0.0%

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

40.0% 49.2% 7.7% 1.5% 1.5% 0.0%

その他： 「不明」というコメントがありました。

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

50.8% 43.1% 3.1% 0.0% 1.5% 1.5%

その他： 「友達とのかかわりは満足しています」というコメントがありました。

その他： 「あまり聞いたことがないのでわからない」などの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

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

41.5% 47.7% 7.7% 0.0% 3.1% 0.0%

①給食の献立内容については
61.5% 32.3% 6.2% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

その他： 「給食の雰囲気を知らない」などのコメントがありました。

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

60.0% 32.3% 6.2% 1.5% 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

63.1% 32.3% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0%

15.4%

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

53.8% 36.9% 4.6% 1.5% 3.1% 0.0%

その他： 「お昼寝の様子などはあまり説明はない」などのコメントがありました。

その他：

3.1%

その他： 「まだなのでわからない」などのメントがありました。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

55.4% 40.0% 3.1% 0.0%

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

58.5% 29.2% 10.8% 0.0% 1.5%

「先生により対応に差がある」というコメントがありました。

1.5% 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

43.1% 24.6% 9.2% 4.6%

その他： 「先生による」というコメントがありました。

0.0%
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問5 保育園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

1.5% 0.0%

その他： 「空気清浄機を置く必要がある」などのコメントがありました。

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

49.2% 44.6% 6.2% 0.0%

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0% 0.0%

①施設設備については
41.5% 40.0% 15.4% 1.5%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

35.4% 44.6% 15.4% 4.6% 0.0% 0.0%

その他：

その他：
「クラスで何名出ているかを知らせて頂けると、より感染に気をつけられると思いま
す」というコメントがありました。

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

44.6% 36.9% 13.8% 3.1% 1.5% 0.0%

その他：
「内容は特に問題ないけれど、平日ではなく土曜にしてほしい」というコメントがあり
ました。

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

55.4% 32.3% 9.2% 1.5% 1.5% 0.0%

0.0%

その他： コメントはありませんでした

その他： 「クラスにより掲示の見やすさが違う」というコメントがありました。

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

43.1% 40.0% 10.8% 3.1% 1.5% 1.5%

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

56.9% 35.4% 6.2% 0.0% 1.5% 0.0%

コメントはありませんでした

9.2% 1.5% 1.5%

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

47.7% 41.5% 6.2% 3.1% 1.5%

その他：

0.0%

その他： コメントはありませんでした

⑥保護者からの相談事への対応には
47.7% 47.7% 3.1% 0.0%

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

40.0% 41.5% 3.1% 4.6% 10.8%

「遅くなった事がまだないのでわからない」などのコメントがありました。

1.5% 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

47.7% 40.0%

その他： コメントはありませんでした

0.0%
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問7 職員の対応について

問8 保育園の総合的評価

1.5% 0.0% 0.0% 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

69.2% 27.7% 3.1% 0.0%

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

その他：

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

61.5% 36.9%

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

35.4% 32.3% 1.5% 0.0% 26.2% 4.6%

その他： 「わかりません」などのコメントがありました。

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

60.0% 35.4% 3.1% 0.0% 1.5% 0.0%

その他： 「先生による」などの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

55.4% 40.0% 3.1% 0.0% 1.5%

⑤意見や要望への対応については

43.1% 44.6% 9.2% 1.5% 1.5% 0.0%

その他： 「園外に出ても保育者として対応してほしい」というコメントがありました。
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　第三者評価を受けることにより、自分たちの保育内容を振り返り、見直すよい機会となりました。
今までも大事にしていた、一人ひとりの子どもの心に寄り添い、保護者の方とのコミュニケーション
を密にして信頼関係を築き、保護者が安心してお子さんを預けられる、また地域に根ざした保育園を
目ざすことを職員間で再認識することができたことが本当に良かったと思います。また、評価調査員
の方に評価して頂くことで、園の課題が明確になり、また的確なアドバイスを頂くことで、今後の保
育の方向性が見えてきました。園での最大の課題である「人材育成について」は、まずは次年度、
スーパーバイザーの役割が取れる人材育成の整備について、アドバイス頂いたことを活かし、主任ク
ラスや中堅クラスの研修計画を作成して進めていく方向でいます。
　今後は、保育の質の向上、利用者家族アンケート結果からの問題点やニーズに合わせたサービスの
提供と評価結果の課題に取り組み、利用者家族の方の満足度100％をめざしてく所存でおります。
　最後に今回の第三者評価受審に際し、ご尽力いただいた評価機関の皆様、ご多忙にもかかわらず利
用者調査にご協力いただいた保護者の皆様に感謝申し上げます。

事業者からの意見


	全体講評
	評価領域Ⅰ
	評価領域Ⅱ
	評価領域Ⅲ
	評価領域Ⅳ
	評価領域Ⅴ
	評価領域Ⅵ
	本人調査・事業者意見
	利用者調査（公表）

