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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）、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、栄養
士）、保育観察

株式会社　学研データサービス

職員、園長が分担して作成、主任が取りまとめて完成しまし自己評価

評価調査員による評価

（実施日：平成28年 10月 6日、平成28年 10月 7日）

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 7月 27日～平成28年 8月 10日

（実施日：平成28年 10月 6日、平成28年 10月 7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日目は運動会の練習やお誕生会、自由遊び、昼食など
を中心に、第２日目の午前は運動会、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)

　洋光台保育園は、JR洋光台駅から大規模団地を抜けた徒歩5分ほどの閑静な住宅地の中にあります。近隣に
は大木のある公園や起伏に富んだ広い公園や神社などがあり、自然豊かなところです。平成21年度に公立園か
ら民間移管して社会福祉法人横浜悠久会により、運営されています。現在、1歳児から5歳児までの定員60名を
受け入れ、延長保育や障がいのある子どもとの統合保育、地域子育て支援などを実施しています。建物は鉄骨
造り平屋建てで掃除が行き届き、自然光がたくさん取り入れられる明るい環境です。各保育室からは、すぐに園
庭に出られる構造になっています。園庭は広く、鉄棒、砂場、プールなどがあります。園庭には大きな木々や小さ
な畑、プランターがあり、四季ごとに野菜や花が栽培されています。子どもたちは保育士が温かく見守る保育の
下、のびのびと遊び成長しています。

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 7月 4日～平成28年 9月 2日）

評価方法

（結果に要した期間 7ヶ月）

洋光台保育園

平成28年11月15日
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《今後の取り組みに期待したい点》

●朝夕の送迎時を中心に保護者とのコミュニケーションをもう一工夫してみましょう

　子どもの園生活についての情報提供は、毎月初めに「園だより」を発行し、そこに「クラスだより」も載せて園全
体の保育活動や各クラスの子どもたちの様子を伝えています。またクラス懇談会ではビデオや写真に撮った園
行事やふだんの子どもの様子を披露しています。日々の子どもの活動の様子は担任の保育士が、1、2歳児は個
人の連絡帳で、伝えています。他に1～5歳児は「クラスノート」に記載して保護者に伝えています。軽度のけがが
あった場合でも、必ず保護者に伝えるようにし、子どもの引き渡し前に担任保育士が退園する場合は、「クラス引
継ぎノート」と口頭で連絡漏れのないように引き継いでいます。しかし、今回実施した利用者家族アンケートでは
総合的な満足度は高いものの、「送り迎えの際の情報交換」にやや不満の意見もありますので、もう一工夫して
みましょう。

○施設の手入れや清掃が行き届き、子どもの安全や健康に配慮した取り組みが行われています

　園の建物は古いためさまざまなところが痛んでいますが、手入れや清掃が行き届き、子どもの安全や健康に配
慮した取り組みが行われています。トイレやシャワー室の清掃のしかたを掲示し、全職員がだれでも同じように
清掃できるようにしています。年長児は3つのグループに分かれ、自分たちの部屋の床拭き、棚と遊具の整理整
頓を毎日行い、清掃の習慣が身に着くようにしています。ゴミ箱は分別できるようになっており、子どもも分別して
ゴミを捨てています。感染症予防では、チェック表に基づき、保育室やトイレの清掃やおもちゃの消毒を毎日行っ
ています。嘔吐の対応では、ペットボトルやバケツに目盛りのテープをはり、消毒液をだれでも作れるよう工夫し
ています。全職員が救命士による蘇生法の研修を受け、また災害時の避難訓練も行っています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○お米や野菜作りをはじめとする充実した食育を展開して園の目標の子どもの健康な体作りに努めています

　お米やトマト、なす、パプリカなど季節に合わせてさまざまな野菜をクラス別に育て、観察して絵を描き、収穫後
はクッキングや給食の材料にしています。自分たちで育てた野菜への愛着が生まれ、いっしょに食べることで、
野菜を嫌いだった子どもも食べることができるようになりました。栄養士と調理師は毎日交替でクラスに入り子ど
もたちといっしょに楽しく給食を食べ、喫食状況を見て意見を聞いています。3～5歳児はセミバイキング方式をと
り、5歳児のクラスでは当番の子ども3人が保育士とともに子どもが申し出た分量を盛りつけます。お代わりもでき
るため残食はあまりありません。栄養士、調理師は給食会議で保育士の意見や希望を聞き、次の献立や調理に
役立てています。充実した食育を展開し園目標の子どもの健康な体作りに努めています。

○子ども一人一人の気持ちを大切に受け止める保育を実践し子どもたちはのびのび過ごしています
　

　中長期の事業計画は策定されていません。保育園は人員や資金などの経営資源に制約があります。年度を超
えた取り組みでは、限りある経営資源を効率よく活用する必要があり、中長期の計画が必要です。園長は園舎
建て替えや地域の子育て家庭への支援などの年度を超えた取り組みを進めてきました。しかし、保育園をめぐる
制度が大きく変わり、子どもも減少傾向にある少子化の動向の下で、経営の継続には、中長期の展望を見通し
たうえで、毎年度の計画に具体化することが、より重要となっています。また、中長期の計画があることで、計画
通りに進まない場合の対策も明確にすることができます。さらに中期計画の展望を職員に示すことで、経営層と
職員が一体となって事業計画に取り組めるようになるので、中長期の計画策定が期待されます。

《事業者が課題としている点》

　保護者への情報伝達について、掲示板や送迎時のコミュニケーションの工夫など、園内研修で事例を参考に
学習し、全職員の意識を高めることを課題ととらえています。園庭開放や絵本の貸し出しを地域に浸透させるた
め、利用時間の変更や積極的な宣伝をしていきたいです。町内会はじめ、地域との交流も子どもたちを主体にで
きることをやっていきたいです。また、非常勤職員の研修や会議時間の定着など、体制の強化も考えています。

●中期計画を策定し、経営層と職員が一体となって事業計画に取り組めるようにすることが期待されます

　日ごろから子どもの人権について積極的に外部研修に参加し、園では子ども一人一人の思いを大切にする保
育を実施しています。特に子どもに対する言葉かけを重視し「子どもがこっちを向く言葉かけ」と題した内部研修
を行いマニュアルを作成し職員に配付しています。保育所保育指針の「子どもの人権の尊重」について振り返り
や読み合わせを行い確認しています。さらに食事やトイレなどの場面ごとに「子どもにこう言ってはいません
か？」「では、どう言えばいいの？」として、わかりやすく表にまとめています。また「子どもたちの4つの願いとして
①子どもの話に耳を傾ける②決めつけない③同じ人として向き合う④早く、早くとせかさない」を廊下に掲示して
います。保護者も保育士も声かけについて常に意識し子どもに接するなど取り組みの成果が出ています。
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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　

　園目標として「健康な子ども」「豊かな子ども」「思いやりのある子ども」「意欲のある子ども」の4項目を掲げて
います。さらに保育の姿勢として「子どもたち一人ひとりの気持ちを受け入れながら、安心して生活できるように
します」をはじめとする5項目を挙げています。どちらも利用者本人を尊重するものとなっています。この保育方
針に基づき、食育やリズム等に力を入れています。園の理念や保育方針は、玄関や事務室に掲示していま
す。職員はミーティング時に読み合わせを行って一人一人の行動規範にするとともに、職員会議で共通理解を
深め、保育に生かして互いに確認し合っています。新入職員に関しては、園長から理念や保育の基本方針な
どについて説明し理解促進を図っています。
　保育課程には園の理念や保育方針、保育目標が明記され、子どもの健やかな発達のために養護と教育の
ねらいを定め、各年齢に応じた生活や活動の内容を記載しています。子どもを取り巻く家庭環境や園の周囲
の環境、地域の実態について、職員会議で話し合い保育課程の見直しをしています。園の周辺には公園が多
いため、散歩や運動遊びなど自然との触れ合いを取り入れるよう考慮して作成しています。保護者には、年度
初めの懇談会で園長より理念や基本方針、保育目標について話をしたり、園だよりに掲載したりして伝えてい
ます。各担任からは、年齢ごとの子どもの成長と保育の進めかたについて具体的に説明しています。
　保育課程に基づき、年齢ごとに年間指導計画を立てています。年齢別の保育目標を立て、養護（生命、情
緒）、教育（健康、環境、言葉、人間関係、表現）について計画が作成されています。この年間計画をもとに月
間指導計画、週間指導計画が作成され、これらの計画に基づいて日々の保育を実践しています。また、子ども
の意見や意思を柔軟に指導計画に反映したり、飼育・栽培など年齢に応じたさまざまな活動や体験を通して、
感性を育て生きる力をはぐくめるように計画しています。特に「お楽しみ会」や「にこにこパーティー」などの出し
物では、子どもたちのアイデアが反映されています。自分の意思や要望がうまく伝えられない子どもには、ふだ
んから信頼関係を築くようにかかわり、言語化できるように指導をしています。日々の保育を通して、自主性や
主体性が育つようにしています。

　3月初め、入園のしおりをもとに入園説明会を開催しています。入園説明会では、まず全体の説明をして、そ
の後、食物アレルギー等のある子どもには個人面談をしています。入園後、担当保育士が保護者と面談し、あ
らかじめ配付している「児童票」や「成育歴」に食事、排泄、睡眠など日常生活の様子、心配なことなどを記入し
てもらい、それに基づいて聞き取りを行い記録をしています。面談を行った後、全職員によるミーティングを行
い、個々の子どもの情報について共有し、入園後すぐに保育に生かせるようにしています。なお、面談の際に
は、子どももいっしょに来園してもらい、子どもの様子もあわせて観察し把握しています。
　入園直後には子どもの不安な気持ちに配慮して、短縮保育（慣れ保育）を実施しています。入園説明会の際
に保護者に短縮保育の必要性を説明し「短縮保育の目安」を基に対応しますが、期間は保護者の就労状況や
子どもの様子を見ながら、1日から5日間程度で実施しています。1歳児の新入園児の受け入れ担当者は決
まっています。新入園児が園生活に慣れるまでは、子どものお気に入りのタオルやぬいぐるみなどの持ち込み
を受け入れ、徐々に園内にお気に入りのおもちゃを見つけられるようにしています。食事や睡眠、排泄など園
での子どもの様子は、2歳児までは連絡帳に詳細に記録して保護者に伝え、家庭での子どもの様子も記録して
もらい、保護者との連携を密に取っています。1歳児と2歳児のクラスでは進級に際し、子どもの不安軽減のた
めに、1人は担任が持ち上がるようにしています。
　主任とクラス担任が中心となり、年間指導計画、月間指導計画、週間指導計画を子どもたちの発達状況に応
じて作成しています。園長が指導計画を読み、気づいた点は再検討を促しています。年間指導計画は年度末
に全職員で見直して次年度の計画に生かし、4月の保護者懇談会で保護者に説明し玄関に掲示しています。
月間指導計画、週間指導計画は、職員会議で複数の職員がかかわり、評価、改定を行っています。保護者へ
はクラスの活動を伝えるボードで週の予定や保育の活動を伝えていますが、送迎時の会話や面談、連絡帳、
アンケート結果、意見箱を通して意向をくみ取り、午睡の時間やトイレットトレーニング、箸の使用などについて
指導計画に反映させています。

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と保育課程等の作成

評価領域Ⅰ　利用者（子ども本人）の尊重

A

A
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A

A評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保

　古い園舎ですが手入れや清掃が行き届き、常に安全に清潔な環境に保たれています。保育室は日が良く入
り明るく、定期的に換気し、温湿度計や加湿機能付き空気清浄機が設置され、日々適切な環境が維持されて
います。トイレやシャワー室の清掃のしかたを掲示し、全職員がだれでも同じように清掃できるようにしていま
す。年長児は、自分たちの部屋の床拭きや、棚と遊具の整理整頓を毎日行い、清掃の習慣が身に着くようにし
ています。保育士の声は穏やかで、保育室内には「声のボリューム」表が置かれて子どもたちの声にも配慮し
ています。3歳児と4歳児の保育室の間は、互いのクラスの声やピアノの音が聞こえないように工夫していま
す。
　1歳児の保育室やトイレには温水シャワーの設備があります。ほかにトイレ内に1か所、屋外にも１か所の温
水シャワーがあります。夏の間は1歳児はこまめにシャワーをしています。シャワー室は清掃マニュアルに沿っ
て清掃、消毒がされ、常に清潔な状態になっています。また、清掃のしかたや消毒液の作りかたがわかりやす
く掲示されていて、使用のつど清掃を行っています。
　保育室内では、子どもの様子や活動状況により手作りのベンチやテーブル、パーテーションを利用して小人
数での保育を行い、落ち着いて遊べる環境を整えています。1歳児、2歳児クラスには畳のコーナーもあり、午
睡と食事を分けています。4、5歳児の保育室の間に可動式の壁を設置し、行事やリズム遊びのときは壁を取り
払いオープンにして、異年齢児が交流できる空間を作っています。全園児が参加する運動会やお楽しみ会は、
3～5歳児は異年齢で活動をしています。2、3歳児の組み合わせや4、5歳児の組み合わせのように異年齢で散
歩を楽しむこともあります。朝夕の延長保育や長時間保育、土曜日などは3～5歳児は合同で過ごしています。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力

　1歳児、2歳児および3～5歳児で配慮を必要とする子どもに関しては個別指導計画を作成しています。毎月ク
ラス担任が中心となり、翌月のねらいと配慮を検討し計画を作成しています。個別の目標は子どもの発達に合
わせて随時見直しを行っています。特に個人差のあるトイレットトレーニングなどについては、送迎時や連絡帳
などを通して保育園での様子を保護者に話して保護者と相談し、同意を得て進めています。送迎時の保護者と
の会話のほか、連絡帳で意見交換をしたり、必要時に保護者と面談を行って情報交換を行い、子どもの様子
に合わせて計画の見直しを行いながら保育を進めています。
　卒園児に関しては「保育所児童保育要録」を作成し、小学校に提出しています。入園後の子ども一人一人に
「児童票」「個人経過記録」「健康台帳」「生育歴」などがあり個別にファイリングしています。児童票には家族構
成、連絡先、就労状況などが記載され、入園後の成長の記録は、期ごとに個人の経過記録に記載していま
す。身体測定や健康診断の記録もつづり、事務所の鍵のかかる書棚に保管しています。職員は必要時に記録
を見ることができるようになっています。年度末の引き継ぎは旧担任から新担任の職員間で個別の申し送りが
行われ、そのほかの細かい申し送りはまとめとして各担任が保育状況や反省などを文書化し、全職員で確認
し情報を共有しています。
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A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

　職員は横浜市こども青少年局や磯子区の福祉保健センター、横浜市南部地域療育センターなどが主催す
る、配慮を必要とする子どもの保育についての研修を受講し、研修後は研修報告を行って情報を職員間で共
有しています。配慮を必要とする子どもを受け入れた場合は、個別のケースについては職員会議で話し合うほ
か、必要時には園長や主任、担任が保護者と個人面談を行っています。対象となる子どもには「個別指導計
画」「個別日誌」を作成しています。なお、横浜市南部地域療育センターの巡回相談の記録や各種会議の記
録、指導計画などは、必要に応じていつでも閲覧できるようにファイリングされ、職員室のキャビネットに保管さ
れています。
　障害児保育のための環境整備としては机やロッカーなどの配置に配慮して動きやすい環境を設定していま
す。保護者を通じて医療機関や横浜市南部地域療育センターや磯子区福祉保健センターと連携が取れる体
制があります。職員は、研修に積極的に参加し、研修報告をもとに全職員で話し合い学習しています。一日の
予定などを文字や絵カードに示して見通しが立てられるようにするなど、研修で学んだことを保育に取り入れて
います。保育士は障がいのある子どもにも自然体で接し、それを見てほかの子どもたちも自然にいっしょに遊
べる環境を作っています。
　職員は園内研修で虐待について学び、虐待の定義や早期発見のチェックリストなどが記載された「虐待の発
見と対応マニュアル」に沿って、虐待の早期発見に努めています。虐待が子どもの人権侵害であることを、職
員全員が認識したうえで保育に携わっています。虐待の疑われる場合には、磯子区こども家庭支援課、南部
児童相談所などに相談する体制が整っています。見守りが必要な子どもの様子については、欠席理由の確認
や、着替えの際に体のチェックを行ったり、観察したりしています。保育士は送迎時に、親子の関係や子どもの
表情の変化から家庭の状況を把握し、気がかりな保護者には積極的に声をかけ虐待の予防に努めています。
　アレルギーのある子どもについては、横浜市の「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」に沿って、
アレルギー疾患生活管理指導表を提出してもらい、それに沿って対応しています。職員は市の研修などに参
加し、アレルギーに関する最新の知識と技術を学び、研修受講後には報告書を作成して全職員に回覧すると
ともに、職員会議で研修内容を共有しています。アレルギー除去食を提供する際には専用トレー、専用食器を
使用し、子どもの名前や除去食品名を表示して、だれの目にもはっきり区別できるようにしています。また、月1
回献立表について保護者に確認してもらい、園長や栄養士、担任とアレルギーの状況や変化を話し合ってい
ます。
　外国にルーツのある子どもが在籍することもあり、絵本や歌などで、いろいろな暮らしがありさまざまな人が
いることを教えています。日本の文化や生活習慣を押しつけたりせず、それぞれの国の生活習慣や考え方の
違いを尊重しています。また、国や地域の文化や保護者の考えかたなど、クラス担任が保護者と確認しながら
保育を進めています。外国の絵本を子どもたちと読んだり、生活習慣の違いを話したりすることもあります。4歳
児の視聴覚検査では外国語対応の書式を取り寄せたり、漢字がわからない保護者には、連絡帳をひらがなや
ローマ字で表記したり、日本語での意思疎通が困難な場合には、横浜市通訳ボランティアに通訳を依頼する
体制があります。
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A評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　園内に、「保育所における苦情解決制度」として第三者委員の氏名や連絡先が掲示され、保育園のしおりに
も掲載しています。お楽しみ会などの年間行事の際には、第三者委員に来てもらい、紹介する時間を設けて、
保護者が相談しやすいようにしています。苦情受け付け担当者、苦情対応責任者ともに園長です。また他機関
の苦情解決窓口としては横浜市福祉調整委員会などの情報を掲示しています。保護者には、意見箱を設置し
たり行事の後にアンケートを実施し、意見や要望を把握しています。苦情や意見、要望などに対する解決マ
ニュアルが用意されており、保護者から苦情や要望などが寄せられた場合にはマニュアルにしたがい、解決策
を検討し改善を図っています。
　保護者から要望や苦情があった場合、必要に応じて外部の第三者委員を交えて対応するしくみができていま
す。保護者からの要望や苦情は、速やかに朝、夕方のミーティングや職員会議などで全職員に伝達して、問題
があったときは朝夕のミーティング時に職員全員で共有し、職員会議で解決策を検討しています。必要な場合
は保護者に窓口を紹介し、解決が難しいときは法人、区、市などと連携し解決を図っています。寄せられた内
容は「苦情申出書・苦情受付情報」としてファイルして閲覧できるようにしています。自分から意見を言うことが
難しい保護者に対しては、職員から言葉かけをし、思いを引き出して受け止めるよう努めています。
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A評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　各クラスの年齢に見合ったおもちゃや絵本が用意され、遊具入れの棚の子どもが出し入れしやすい位置に
置き、わかりやすいように絵や写真で表示しています。4、5歳児には個人別の道具箱（クレヨン、のり、鉛筆、
色鉛筆など）があります。遊具は子どもの成長に合わせて、希望を聞いたり関心を持ってきたものを購入して
います。1、2歳児共通の保育室は広めの畳スペースがあり、3～5歳児の各保育室にも畳スペースを用意し、
押し入れ下の空間やときには段ボールを加工したしきりでコーナーを作ります。座って遊んだり、ごっこ遊びや
ゲームなど、子どもそれぞれが落ち着いて好きな遊びができるような空間と時間を用意しています。
　子どもたちから出てきた自由な思いをつないで実現してあげるように努めています。子どもたちから、クラスで
栽培中のパプリカを描きたいという意見が出たので、みんなでパプリカの絵を描きました。製作物も同様で、描
いた絵や製作物はクラスに掲示し、より活動意欲を高めています。同じ年次でも初期と後期で、子どもの要望
に合わせておもちゃの内容を変えたりコーナーを作ったりして、登園直後や午後の自由遊び時間に、子どもが
自由にごっこ遊びをしたり、絵本読みやお絵かきなど一人で落ち着いてさまざまな遊びができるように配慮して
います。ドッヂボールや鬼ごっこを異年齢合同で遊ぶときには、低年齢の子どもに合わせたルールのもとに
いっしょに楽しんでいます。
　園では亀や金魚、昆虫類を飼育しています。玄関前の畑や園庭のプランターで季節ごとの草花やお米、季節
でクラスごとに違う野菜を栽培しています。野菜はトマトやなす、きゅうり、パプリカ、じゃが芋、いんげんなど多
種に及び、育成した動植物を観察して絵を描いたり、クッキングや給食の材料にしています。4、5歳児が捕まえ
てきたおたまじゃくしを飼育してかえるになるのを観察して池に帰しました。かぶとむしも冬の幼虫期から成虫
になるのを飼育、観察しています。週1回以上は自然豊かな公園に散歩に出かけています。そのときには近所
の方にあいさつをしたり、交通ルールを学んだり、5歳児は月に一度近くの公園のごみ拾いをしてから遊ぶなど
環境へのマナーも学んでいます。
　子どもの発育状況や年齢に合わせ、各クラスに紙や粘土、折り紙、のりなどの素材をそろえ、子どもたちが自
由に使えるようにしています。園庭や散歩に出かけた公園では走り回り、また月2回ずつ専任講師による4、5
歳児の体操教室や保育士によるリズム遊びがあり、体を動かす活動を行っています。またクラスごとに毎月異
なる月の歌を学び、毎月のギフトというお楽しみ会では5歳児の部屋に全園児が集まって、保育士による劇や
ペープサートなどを楽しみ、月の歌を披露しています。日常のクラスの活動や行事のときにも好きな歌をうたっ
たり、踊ったり、絵を描いたりして、子どもは自分の気持ちを自由に表現しています。
　子どもどうしのトラブルには、安全を見守りながら、自分たちで解決できるように互いの言い分を聞いてあげ
るなどの援助を心がけています。1、2歳児の合同保育のほか、3～5歳児の散歩やゲーム、ドッヂボールなど
に異年齢の活動を定期的に取り入れています。また夏季は3～5歳も異年齢保育です。いっしょに遊んで遊び
のルールを年下の子どもに合わせたり、年上の子どもが年下の子どもの世話をしたりして思いやりの気持ちを
はぐくんでいます。職員は園内研修で、保育所保育指針に基づいた子どもの人権に配慮した言葉かけや叱り
かた、褒めかたを学び、お互いの信頼関係が深まるように、公平で温かい言葉や態度で子どもに接していま
す。
　天気の良い日は園庭遊びや散歩など、積極的に屋外に出ています。紫外線対策として、外に出るときにはク
ラスの色別の日よけ付き帽子をかぶり、砂場の上は屋根やテントを設け、夏には園の屋根から園庭側に
シェードを張っています。年齢や発達段階に応じて運動機能を高める工夫をしています。例えば、散歩では歩く
距離別に行先の公園を変えたり、公園の階段や斜面の登り降りを意識的に取り入れたり、乳児用すべり台や
三輪車、二輪車、縄跳び、鉄棒などの園庭遊具の使用を変えたり、室内ではクラスごとに異なるリズム遊びや
4、5歳児に運動教室を行ったりしています。また、体調のすぐれない子どもには体調に見合った室内遊びをし
ています。

評価領域Ⅱ　サービスの実施内容
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A評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　給食は和食を中心としています。子どもは苦手のものに声かけをされることはありますが、残さず食べること
を強制されることはありません。3～5歳児はセミバイキング方式をとり、5歳児クラスでは、保育士とともに当番
の子ども3人がスモックにキャップ、マスクを身に着けて、並んだ子どもが申し出た分量を容器に盛りつけてい
ます。「おいしい」と言っておかわりする子どもも多くいます。保育士もいっしょに、みんなで会話しながら楽しく
食事をしています。保育で野菜の歌をうたったり、クラスで栽培した野菜を食べたり、3～5歳児は各自で配膳や
片づけをしたりして、食への関心を養っています。
　「給食だより」に旬の食材や果物を積極的に使いましょうと記載され、献立表には季節感のあるメニューが並
んでいます。行事食として、七夕はそうめんの川に星形のにんじん、お節句はちらし寿司に桜もちのおやつ、こ
どもの日は柏もちのおやつなどを提供し、テーブルクロスを敷くなど雰囲気作りをしています。食材は入荷時に
品質をチェックし、肉類は温度を計っています。年齢に合わせた食器は磁器製で、トレーは3歳児と4歳児は滑
り止め付き、5歳児は就学後のために普通のものにしています。1、2歳児は子どもによって持ちやすいグリップ
付きのスプーンを使用し、3歳児は箸が使えるようになるころにはスプーン、フォークに箸も使用しています。
　年齢別に季節ごとにさまざまな野菜を栽培し、収穫した野菜をクッキングや給食の材料にしています。みんな
で育てたという野菜への愛着と仲間意識が生まれ、みんなといっしょに食べることで、ピーマンなどの野菜を嫌
いだった子どもも野菜を食べることができるようになりました。栄養士と調理師は毎日交替でクラスに入り子ど
もたちといっしょに楽しく給食を食べ、喫食状況を見て意見を聞いています。セミバイキング方式でお代わりも
できるため残食はあまりありません。職員会議の際の給食会議で残食状況を発表し、献立の意見や希望を聞
き、次の献立や調理に役立てています。
　毎月末に翌月の給食だよりを、裏面に献立表を載せて配付しています。昼食やおやつの材料を、熱と力にな
るもの、血や肉や骨になるもの、体調を整えるものに分けて具体的に示しています。給食だよりには「保育園
の給食」として、和食中心や味付けは素材の味を生かしたうす味、だしなどの説明や献立ポイントなどの情報
を提供しています。玄関横の廊下のケースにその日の給食とおやつの見本を展示し、隣の壁のキルトポケット
に4種類ほどの給食レシピを入れ、自由に持ち帰れるようにしてあります。保護者には、保育参加や保育参観
の機会に希望で給食を出したり、保護者懇談会におやつを出したりして、感想を聞き、質問に答えています。
　午睡の前には全クラスパジャマに着替え、絵本や紙芝居を読み聞かせ、気分を落ち着かせて入眠しやすい
雰囲気作りをしています。1、2歳児のほとんどは広めの畳スペースに布団を敷き、3～5歳児は薄いマットの上
にござを重ね、その上に布団を敷いています。オルゴールのCDの曲を流して心地よく眠れるように工夫してい
ます。眠れない子どもは布団で静かに体を休めるようにし、周囲が気になる子どもは落ち着いて眠れるように
ついたてで囲んでいます。乳幼児突然死症候群（SIDS）予防のため、1、2歳児は10分おきにブレスチェックをし
ています。5歳児は午睡は取りますが、就学に向けて年明けから少しずつ時間を短くしています。
　排泄には一人一人個人差があることを考慮して、トイレットトレーニングは担当保育士が子どもの発達状況に
応じて、保護者といっしょになって進めるようにしています。個々の子どもの排泄のリズムを見て、連絡ノートで
保護者と相談し、トイレットトレーニングを始めています。トレーニング中に子どもがトイレに行きたいときには常
に保育士が付き添えるよう、担当を複数にしたり、クラスを持たないフリー保育士や主任がフォローできる体制
をとっています。トレーニング中の様子は連絡ノートや口頭で保護者と密接に連絡を取り合っています。おもら
しをした場合には、子どもの自尊心が傷つかないように、ほかの子どもに見えないように対応しています。
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A

A評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　子どもの健康管理は「健康管理マニュアル」に基づいて実施しています。子どもの既往症やアレルギー疾患
の有無については、入園時に保護者が提出した「生育歴」や「健康管理台帳」で聞き取りを行い、関係する職
員に周知しています。入園後は身体測定や健康診断、歯科健診などの結果を追記して、子ども一人一人の健
康状態の把握に努めています。子どもの体調について、必要に応じて登降園時に連絡帳または口頭で保護者
と様子を伝え合っています。保育中に高熱を発したときなどには、保護者に連絡し、状況次第で迎えを依頼し
ています。3歳児後半からの食後の歯磨き指導では子どもが興味を持つように、手作りのわにの人形に大きな
歯ブラシで行っています。
　全園児が年2回の健康診断、年1回の歯科健診、4歳児が年1回の視聴覚健診と尿検査を受けています。健
診の結果は個人ごとの健康台帳に記録しています。健康診断や歯科健診の結果は規定の用紙で保護者に伝
えています。治療を要する子どもは園から保護者に伝え、受診結果を聞き、健康台帳に記載して継続的な状
況把握に努めています。また、身体測定（身長、体重）を毎月実施し、結果を同様に保護者に伝えるとともに、
園では成長発達曲線を作成して、子ども一人一人の健康と成長状況を確認しています。嘱託医などと連携を
図り、健診結果の内容を以後の保育に役立てています。
　感染症は「安全及び健康管理マニュアル」の「感染症編｝で対応しており、園内研修で内容を確認していま
す。「保育園のしおり」に主な感染症の一覧表を載せ、感染症や登園停止基準、登園許可証明書などを、入園
説明会などで保護者に説明し周知しています。保育中に嘔吐が続くとか顔色が悪いなど感染症の疑いが発生
したときには、速やかに保護者に連絡を取ります。また、その子どもをほかの子どもと接触のない事務室に移
し、保護者が迎えに来るまで職員が体調を見守り過ごしています。感染症が発生した場合は玄関の全体向け
掲示板に発生状況を記載し、速やかに保護者に情報提供しています。磯子区や主治医などからの感染症に
関する最新情報は、ミーティングなどで職員が共有しています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

　衛生管理は「安全及び健康管理マニュアル」の「衛生管理編」で対応しています。例年5月ごろの内部研修で
系列園の看護師から全職員が、嘔吐物処理のしかたなどの衛生管理を学んでいます。研修でのマニュアル内
容の確認などを通じて、マニュアルの見直しを行っています。トイレは清掃チェック表で清掃済み確認をしてい
ます。また、「トイレの清掃の仕方」を各トイレに掲示し、全職員がそれに従ってもれなく清掃しています。消毒
液の作りかたや手洗いの方法などの掲示がありますが、さらに、消毒液用バケツの内側に用途に応じた必要
量を示すテープをはるなど、作りやすい工夫をしています。おもちゃの消毒や洗濯もこまめに行い、清潔な状態
を保っています。
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A評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全管理は「安全及び健康管理マニュアル」の「事故防止・事故時の対応編」や「保育中のヒヤリハット編」な
どで対応し、職員に周知しています。地震対策としてピアノなど重いものは床の滑り止め板に固定し、高い棚
の扉は開閉ストッパーを取り付けてあります。スペースの制約上、おもちゃ箱などのロッカーは動かすこともあ
るので、低い高さで奥行きがあり倒れにくい物とし、上に物を置かないようにしています。保護者には大地震や
火災、不審者侵入などについて、園のしおりで園の対応やメールの一斉配信、避難場所などを記しています。
災害時の職員の分担を決め、毎月避難訓練をしています。全職員が消防署の救命士による救急救命法を学
んでいます。
　事務室に医療機関一覧や保護者リスト、消防署や磯子区こども家庭支援課、横浜市こども青少年局などの
関係機関リストを用意して、事故やけがの発生時の連絡体制を作っています。子どものけがは夕刻のミーティ
ングで報告し、ミーティングノートにも記載し、全職員に周知しています。また、軽度のけがであっても担任保育
士は各クラスのヒヤリハット表と日誌に内容を記載して、必ず保護者に報告しています。子どもの引き渡し前に
シフトにより降園する場合には、伝え漏れのないようにクラス引き継ぎノートと口頭で引き継いでいます。ヒヤリ
ハット表や事故報告書を基にミーティングや職員会議で内容を報告し、以後の再発防止策がとられています。
　防犯には「不審者への対応マニュアル」があります。不審者等の侵入防止対策に民間の警備会社の防犯シ
ステムを導入しています。玄関はオートロックになっており、来園者はモニターで確認してから開錠をしていま
す。自動通報装置があり、ボタンを押すと警察や警備会社に通報されるようになっています。防犯訓練計画を
作り、子どもの引率指導者、通報者、保護者対応などの役割分担をして、年3回の防犯訓練を行っています。
散歩など園外保育のときは、警備会社へつながる小型警報器と携帯電話を必ず持参しています。お泊り保育
のときには警察の夜間パトロールを依頼しています。不審者の情報は警察署や保護者、町内会、磯子区こど
も家庭支援課などから得ています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　保育園運営マニュアルには、「子どもがこっちを向く言葉かけ」や「叱り方」「ほめ方」「子ども達の4つの願い」
といった項目について記載されています。園内研修で、子どもの自尊心を傷つけたり人権を否定するような言
動をしないように周知しています。特に、言葉遣いについては具体例をあげて対策を立て、威圧・命令口調で
はなく、穏やかな温かみのある声で子どもたちに話しかけています。子どもの年齢や発達に応じてわかりやす
い言葉で話をするよう努め、職員間で相互に言葉遣いや言動に注意を払っています。子どもどうしも大声を出
すことなく、相手に届く大きさの声で話しかけ、相手の話を聞いています。
　子どもが安心して落ち着ける場所として、また一人になりたいときに保育士の目を意識せず過ごせる場所とし
て、職員間で話し合い保育室を使い分けたり、事務室や事務室前のスペースを確保しています。事務室前に
はベンチや絵本ラックを置いてコーナーを作っています。事務室の中にもおもちゃやマットなどを置いてくつろ
げるコーナーを作るなど工夫しています。3歳児の保育室は物入れの下段に視界を意識せず過ごせる場所が
あります。3～5歳児については、必要に応じて保育士と子どもが一対一で安心して話せる場所や子どものプラ
イバシーを守れる場所を確保するために、保育室の一隅についたてでしきられたコーナーなどを設置し、一人
で過ごせる場を確保しています。
　保育園運営マニュアルの「個人情報マニュアル」「個人情報ガイドライン」の読み合わせを行い、全職員に個
人情報の取り扱いや守秘義務の重要性について周知しています。個人情報が含まれる書類の処理は全て
シュレッダーにかけ、個人情報が含まれる連絡帳などは取り扱いに注意しています。保育中でも個人情報の
含まれる話をするときには十分注意するようにしています。ボランティアや実習生にも受け入れ時に個人情報
については確認を取っています。保護者には、保育園のしおり（重要事項説明書）の中で個人情報の取り扱い
について説明し了解を得ています。個人情報が含まれる書類は施錠できる事務室のキャビネットに保管してい
ます。
　保育士は、並び順やグループ分け、行事の役割、ごっこ遊びの配役、身に着ける物の色などを性差で区別
することはありません。製作活動において子どもたちは好みの色を自由に選び、お楽しみ会や運動会の配役
決めや衣装などでも、子どもの自主性を尊重しています。自由遊びの時間には、性差に関係なくままごと遊び
でお父さんになったりお母さんになったりしています。また、子どもや保護者に対して、父親、母親の役割を固
定的にとらえた話はしないように注意して、「お家の人」という話しかたをしています。園では、無意識に固定観
念で話をしてしまわないように、職員会議やミーティングで職員どうしお互いに注意をするしくみがあります。
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A評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　3月の新入園児入園説明会や5月と2月の懇談会では、園長から「園の目標」と「保育姿勢」について保護者
に説明しています。また年度末に園の自己評価を行う際に、無記名の保護者アンケートをお願いして、園の目
標と保育姿勢が理解されているかも確認しています。毎月の園だよりに園長の話を載せて、日常の保育を通じ
て園の目標と保育姿勢が保護者に理解されるよう努めています。入園時に保護者に配付する「保育園のしお
り」や園の利用希望者向けのパンフレットにも、園の目標と保育姿勢を明記し理解を図っています。また玄関正
面にも掲示して、だれもが日常的に目に触れるようにしています。
　子どもの送迎時に保護者と子どもの様子を伝え合っています。1、2歳児や特に配慮を必要とする子どもは、
連絡帳に毎日の食事や睡眠、排泄、遊びなどの様子を記録し、伝え合っています。3～5歳児はクラス担当者
がクラスノートにその日の活動を記入して保護者に伝え、口頭でも伝えています。体調やけがなど伝えることが
あり、担当職員が不在となるときは、引き継ぎノートを使用して引き継いだ職員から確実に伝わるようにしてい
ます。年に1、2回の個人面談を実施していますが、保護者から要望があればいつでも個人面談に応じていま
す。年2回事前に記入したアンケートを基にクラス懇談会を開き、クラスの様子を伝えたり、アンケートに答えた
りしています。
　保護者からの個別の要望、相談を受けたときには必ず応じています。要望や相談内容によってはプライバ
シーにかかわることもありますので、事務室を使用して、相談中は入口扉に「面談中」の札を掛けています。相
談には担当職員が対応していますが、園長が経常事務を執りながら同室にいて、必要に応じて助言や適切な
対応が取れるようにしています。また、園での行動が気になる子どもがいるときには、園から保護者に連絡して
園で相談する場合もあります。相談内容は子どもの個人別面談記録表に記録し、必要に応じて継続的なフォ
ローをしています。
　毎月初めに園だよりを発行し、園全体の保育活動についての園長の話や月間予定、保護者へのお願いなど
を載せています。園だよりに「クラスだより」も載せ、各クラスの前月の子どもたちの様子と給食室からの前月
の喫食の様子などを載せています。その日のクラスの活動内容と子どもの様子をクラスノートに記載して、各ク
ラス入口で保護者に伝えています。また訪問時、廊下には、模造紙に「おとまり会」のスナップ写真をはり、5歳
児のコメントを付けて掲示してありました。年2回のクラス懇談会では、担任から日々の保育内容と目的などを
説明しています。園行事やふだんの子どもの様子をビデオや写真に撮り、懇談会の場で披露しています。
　年度初めに年間行事予定表を配付し、毎月の園だよりにもその月の行事予定を載せて、保護者が休暇など
の予定を立てやすいよう配慮しています。保護者参加の行事は、秋の運動会と12月の「お楽しみ会（1～3歳児
の歌と遊びと劇、4、5歳児の楽器演奏と劇など）」の2つとし、極力土曜日に開催して、園だよりや個別のお便り
を配付して参加を依頼しています。このため、ほとんどの保護者が参加しています。保育参加や保育参観に加
え一日保育士体験を期間限定で募集しましたが応募者は少ない結果でした。来年度は年間を通してより積極
的に希望を募る予定です。懇談会に参加できなかった保護者には、懇談会の資料や概要を手紙で渡し、フォ
ローしています。
　保護者会の総会や役員会、運動会の園児用おみやげ作り、卒園児用アルバム作りなどの保護者の自主的
な活動に、保育室を提供しています。保護者会主催の人形劇開催のときには会場の設営を手伝い、また運動
会のテント張りなどの力仕事に保護者の協力を依頼しています。保護者の会合などが保育園の中で開かれ、
職員の参加依頼があるときは応じています。保護者会の役員とは必要に応じ事務室で相談しています。年度
末には保護者会役員と園長、主任による反省会を開き、年間の保育についての保護者の意見を聞き、討論し
て、次年度の方針決定の参考にするなど、保護者会組織とは常に良好なコミュニケーションをとっています。
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　園では地域子育て家庭に情報を提供するため、園の門に掲示板を常設しています。掲示板では、園庭開放
や育児相談、育児講座、交流保育などについて案内しています。これらの内容は地域の子育て支援センター
となっている保育園の情報紙にも掲載され、地域に情報を提供しています。毎週火曜日に行われる育児相談
では、子どもの食事での好き嫌いや離乳食などさまざまな育児相談にのっています。こどもの日や七夕、運動
ごっこ、ひな祭りなどへ地域の子育て家庭の親子を招いて行う交流保育のチラシを、町内会の掲示板や、横浜
市の子ども向けの施設である「ログハウス」に掲示するなど、地域の子育て家庭に情報提供しています。
　磯子区のこども家庭支援課の担当保健師や、洋光台地区の地域子育て支援連絡会、児童相談所、横浜市
南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、地域の子育て家庭からの相談に
対応できるよう、職員間で共有しています。それらの地域関係機関とは園長を窓口担当者として、養育環境や
発達などの相談をしています。磯子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
報の提供があります。洋光台地区の地域子育て支援連絡会とも日常的に連絡を取り合っており、ほかの関係
機関も、いつでも連絡が取れるしくみになっています。

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

　園では、地域の子育て家庭を招いての交流保育や育児講座、見学者に対するアンケート、児童委員でもあ
る園の第三者委員からの情報提供などから、0歳児保育などの地域の子育て支援ニーズを把握しています。
また園庭開放の際には育児相談を行っていますが、この育児相談の中でも園への要望を把握しています。磯
子区、洋光台地区の地域子育て支援連絡会での、地域の子育て家庭への支援を充実させる施策についての
検討会に参加しています。また、磯子区の幼・保・小子育て交流事業に参加し、子どもの育ちについて理解を
深めるための講演会にも協力して取り組んでいます。
　年度末の職員会議で、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、次年度に向けての取
り組みを検討しています。そこで、絵本の貸し出しや育児相談などの充実について全職員で話し合い、育児講
座や交流保育、園庭開放、育児相談などを柱にした育児支援年間計画に具体化しています。園では毎週火曜
日に園庭開放と育児相談を行い、こどもの日や七夕、運動ごっこ、にこにこパーティー、節分、ひなまつりなど、
地域の子育て家庭の子どもを招いた年6回の交流保育を行っています。また、育児講座として栄養士による手
作りおやつの作り方と試食会を行ったり、園の絵本を保護者や地域の子育て家庭に貸し出しています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を活かした相談機能

評価領域Ⅲ　地域支援機能
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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

　こどもの日や七夕、節分など、地域の子育て家庭の子どもを招いた年6回の交流保育を行っています。また、
敬老の日には地域の高齢者を園に招待し喜ばれています。洋光台地区の自治会などが参画するハロウィン・
キャンドルナイトでは、牛乳パックを寄付し、キャンドル作りのワークショップに子どもが参加しています。磯子
区の幼・保・小子育て交流事業では、年長児が小学校に行き学校見学や給食体験をしています。園では「コス
モス文庫」を作り、地域の子どもたちに絵本を貸し出しています。また年長児が毎月近隣の公園の掃除を行っ
ています。近隣や駅前商店街でハロウィンのパレードを行ったり、地域の方と友好的な関係を築いています。
　子どもたちは近隣のこども宇宙科学館や公園に出かけ遊んでいます。横浜市の施設であるプレイパークに
遊びに行き、NPO法人による遊具やビニールプールで地域の子どもといっしょに遊んでいます。また、年長児
がカレー調理の材料を近隣のスーパーに買い物に行っています。洋光台地区の6園による年長児の交流を行
い、お互いの園を訪問したり、近隣の公園で交流しています。近隣の小規模園と連携し園庭遊びやプール遊
びで交流しています。ハロウィン・キャンドルナイトを保護者に案内したり、正月に3～5歳児がいっしょに初詣に
出かけています。

A

A

　園のリーフレットを作り、将来の利用者などに園の情報を提供しています。リーフレットには、保育目標などの
園の考え方や定員、デイリープログラム、行事、園庭開放、育児相談などの情報を掲載しており、見学者や園
庭開放、育児相談、育児講座の参加者などに配付しています。磯子区が毎年開催する保育園広場のパネル
展に園のパネルを展示して、地域に情報発信しています。横浜市や磯子区に情報提供し、市や区のホーム
ページでも園の情報を見ることができます。
　園の見学者や来園者の問い合わせでは、園のリーフレットに基づいて案内や説明をしています。園庭開放や
育児相談、育児講座の参加者などに見学できることを案内しています。園への問い合わせや見学は、園長、
主任が担当者となり、平日は常時対応できるようになっています。電話や直接来訪しての問い合わせの際に
は、見学は子どもの活動の様子がわかる時間帯や園庭開放のときに案内をするようにしていますが、保育に
支障をきたさない範囲で、柔軟に対応しています。

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供

評価領域Ⅳ　開かれた運営
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　ボランティアの受け入れはボランティアマニュアル「ボランティアのしおり」に基づいて実施しています。ボラン
ティアには保育目標や園の保育の姿勢、デイリープログラム、プライバシーの保護、安全への配慮、守秘義務
などを十分説明しています。ボランティアの受け入れ担当は園長、主任とし、育成の担当者はボランティアが参
加するクラス担当者です。中学生の職場体験や高校生のインターンシップなどの実績があります。ボランティ
アの終了後、その内容を記録し、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。
　実習生の受け入れはマニュアル「実習生のしおり」に基づいて実施し、実習生に保育目標や園の保育の姿
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、主任と受け入れクラスの
保育士です。受け入れにあたりミーティングや職員会議で、実習生の紹介やプログラムについて周知していま
す。実習生は、保育士養成の専門学校や短大、大学から受け入れています。実習前に学びたいことなどを把
握し、研修目的に沿った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、効果的な実習
となるよう配慮しています。実習の際にオリエンテーションを行い、プログラムに基づいて内容の説明をしてい
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。
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評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　職員の募集は、保育園や駅周辺の掲示板に掲示したり、タウン誌に募集記事を掲載しています。保育知識
や技術、人間性などを視点に採用しています。職員配置は国基準より多く配置し、退職者が出た場合は速や
かに募集します。募集が間に合わない場合は派遣制度を利用し、必要な人材を常に確保しています。理念実
現の視点から、各職員の課題とそれに対応した研修を明示した研修計画と、全職員を対象とした「園内研修計
画」を策定しています。職員は、「職務における目標」を記入して園長と面談し、年度目標を確認します。年度末
には「職務における目標及び意向調査についての振り返り」に記入し、園長と面談して目標の達成度の評価を
行い、次年度の課題を定めています。
　研修担当者は園長で、外部や園内の研修計画を作成しています。園内研修は、実践記録からの振り返りや
保護者とのかかわり、各マニュアルの確認など毎月行っています。外部研修は、年齢ごとの特徴とそれに応じ
た保育、わらべ歌、リズム、発達障害、虐待防止、調理、食物アレルギー、感染症対策など多様な研修に参加
しています。研修受講後、研修報告書を作成して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。また職員は研修後、研修手帳に受講記録を記入し、今後の自分の課題を確認しています。園長は、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、次年度に向け研修内容の見直しを行ってい
ます。
　園には各業務分野を網羅した業務マニュアルがあります。子どもの対応や保護者対応など分野ごとのマニュ
アルを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。主任がシフト表を作成しますが、常に
常勤職員と非常勤職員を組み合わせて配置するよう配慮しています。園内研修には非常勤職員も参加し、非
常勤職員（福祉員）の会議を隔月で開催しています。主任とクラス担任が非常勤職員の担当となり、子どもの
適切な対応方法や、各家庭や仕事などの状況を伝えるなど、日常的に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。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　保育の計画性やありかた、保育士としての資質、保護者対応、自然や社会とのかかわりなど82項目からなる
保育士の自己評価のしくみがあります。また保育所の自己評価のしくみも確立しています。日常の保育実践や
研修で学んだ工夫や改善事例をもとに、「上手な叱り方、上手なほめ方」「落ち着きのないクラスへの対応」な
どについて職員会議で学び合っています。配慮を必要とする子どもへの対応について、保育士が横浜市南部
地域療育センターから指導を受けています。また、今年度の重点目標であるリズムについて、保育士が毎月
研修に参加するとともに年1回専門家を招いて指導を受けたり、体操教室では子どもへの指導方法について講
師から助言をいただいています。
　年間指導計画や月間指導計画の「保育士の自己評価」欄など、計画と記録の書式は定型化されています。
例えば、5歳児ではねらいは「年長になった喜びや自信を受けとめ、園生活を楽しめるようにする」とし、評価で
は「進級した嬉しさから落ち着かない日が続いたが、年下との交流も増え年長組という自覚が自然に出てきて
いる」とあります。1歳児ではねらいは「友だちに興味を示し、かかわろうとする」とし、評価では「友だちに興味
が出てきて、笑い合う姿が見られた」とあり、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。保育士は自己評価を通じ、自らの保育実践やサービス内容の改善とともに、次年度の自分の
目標に生かしています。
　保育士の自己評価について指導計画の見直しの際に職員会議で話し合い、翌月や翌年度の指導計画に生
かしています。保育士自らの保育実践やサービス内容の改善をもとに、子どもへの声かけなどさまざまな課題
を明らかにし、園内研修として「子どもがこっちを向く言葉がけ」を話し合うなど改善に取り組んだり、園の次年
度の保育計画にも反映させています。保育士の自己評価や保育所の自己評価は保育所保育指針や保育課
程に沿って行っています。保育所の自己評価の主な内容は、保育所の自己評価を行う際に実施した保護者ア
ンケートの結果とともに、保護者に配付し公表しています。

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　
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A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持

　「階層別研修体系」には、主任、リーダー（10年以上）、中堅（5年以上）、初任者、新人など、経験・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。職員の権限は「運営方針」の「保育所職員の役割」に明記
され、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、事故や苦情など偶発的業務は、園
長、主任に報告、連絡、相談することが徹底されています。年度末に職員アンケートを実施し、リズム保育の方
法の改善などが提案され、業務に生かしています。また年度途中と年度末に全職員が園長面談を行っており、
園長は、改善提案や、来年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。
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A

A

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　園目標や保育姿勢を玄関に掲示しています。毎月の職員会議では、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を大切にする保育について話し合い、理解を促しています。また、園の理念の土
台は保育所保育指針にあることや、「子どもたちの健やかな成長と幸せを願って」という文書で、子どもの最善
の利益を尊重する保育所保育指針の立場や保育の目的、園の役割、求められる保育士の専門性などについ
て、職員に周知しています。年度途中と年度末に、職員が記入した「職務における目標」と「職務における目標
及び意向調査についての振り返り」に基づき、園長が全職員との面談を行い、理念や保育方針などの理解度
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、保育方針などの重要な事項は、文書や口頭で保護者に周知し
たり、場合によって保護者説明会を開催し説明をしています。来年の園舎の建て替え計画について、保護者会
で設計図や資料に基づき説明するとともに、質疑応答を行い理解を得ています。重要な事項の決定の際に
は、職員会議で職員にも経緯を十分説明して理解を得ています。園庭に大型遊具を導入した際には、幼児担
当で園庭遊具プロジェクトを立ち上げるなど、必要な場合は園内で検討チームを作って検討するしくみがありま
す。
　管理業務に携わる経験をさせたり主任研修に参加させるなど、主任クラスを計画的に育成するプログラムが
あります。主任は管理業務を保障するため担当クラスを持たずフリーになっていて、定期的に各クラスを巡回
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、指導計画や週案、日
案の指導や、必要な場合は子どもへの言葉遣いや声のトーンなど具体的に指導しています。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。主任は職員に声かけをし、疲労や感染症
など体調管理に気を配っています。また、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
り組めるよう配慮しています。

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・不適切な行為を行わないよう守るべき規範が明記
され、職員に周知しています。また、子どもの最善の利益の尊重やプライバシーの保護などが明記された全国
保育士会倫理綱領を職員会議で周知し、職員室に掲示しています。園を含む法人全体の財務状況報告書や
現況報告書が、全国社会福祉法人経営者協議会のホームページに公開されているほか、保育園にも備え置
いています。食物アレルギーのある子どもの誤食や虐待など、他施設での不正、不適切な事例は、新聞など
の報道や横浜市こども青少年局からの情報を得て、その内容を職員会議で周知し情報共有しています。
　園では廃材を製作に使用したり、ゴミの分別をするなど、ゴミの減量化やリサイクルに取り組んでいます。分
別できるゴミ箱を各クラスに置き、職員も子どももプラスティックゴミと可燃ゴミの分別に努めています。給食室
では使用後の牛乳パックやお菓子の箱を集め、製作などに使えるようにしています。また、「もったいないばあ
さん」の絵本で食べ物を大切にすることを教えるなど、資源を大切にする意識を養っています。植物や野菜の
栽培や、保育室の窓際でゴーヤの緑のカーテンを育てるなど緑化に努めたり、節水や節電にも努めています。
園では「エコ教育の取り組み」という文書の中で、資源を大切にすることなど、環境問題への考えかたや取り組
みを明文化しています。

評価領域Ⅵ　経営管理
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　公立私立合同園長会、磯子区の社会福祉協議会福祉部会、横浜市の福祉部会、磯子区のこども家庭支援
課などから、地域の子どもの動態や虐待の動向、地域の子育て家庭支援の動向などの地域の福祉ニーズな
ど、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、主任で意見交換し、必要な場
合は職員会議で職員と情報共有し話し合っています。地域育児支援について、園庭開放の時間延長や、絵本
の貸し出しの利用者増の対策などの改善課題については、職員会議で話し合い、園全体で取り組んでいま
す。
　園長は、園舎建て替えや地域の子育て家庭支援など、年度を超えた取り組みの検討をしていますが、今後
は中期計画を策定し、経営層と職員が一体となって事業計画に取り組めるようにすることが期待されます。ど
の職員も子どもに寄り添った保育ができるよう、「子どもがこっちを向く言葉がけ」「上手な叱り方、上手なほめ
方」「落ち着きのないクラスへの対応」など文書による業務の標準化や、保護者とのコミュニケーション強化の
ために一日保育体験を導入するなど、運営やプロセスの新たなしくみを常に検討しています。次代の施設運営
に備え、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。運営に関し弁護士
や税理士、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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第１日目は運動会の練習やお誕生会、自由遊び、昼食などを中心に、第２日目の午前は運動会、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】

　1、2歳児は別々に活動することもありますが、ふだんはもも組として合同保育で過ごしています。訪問2日目は
運動会で、1、2歳児のプログラムは「かけっこ」です。園庭の片側に1、2歳児が並び、20ｍほど先に保育士2人が
テープのはじを握り待っています。「用意、ピッ」保育士の笛の合図で、まず1歳児から1人ずつ走り出しました。
テープの外に走って行ってしまう子ども、すぐには走り出さない子ども、保育士に手を引いてもらい走り歩きする
子どもなどいろいろです。2歳児になるとまっすぐゴールに向かいしっかり走る子どもがほとんどです。早くゴール
に飛び込んだ子どもは得意げに嬉しそうにしています。音楽がかかり、保護者の応援の声や拍手が雰囲気を盛
り上げていました。次のプログラムは保護者参加のゲーム「おにたいじ」です。同じように「用意、ピッ」の笛でス
タートです。桃のお面を付けた子どもと保護者が手をつないで走り、まず犬の箱に行きます。保護者は犬のお面
を頭に付けて、マットの上を子どもを背中に背負い、四つんばいで進みます。次は猿の箱です。保護者は犬のお
面を外し、今度は猿のお面をかぶって、子どもを抱いて走ります。次のきじの箱に来ると保護者はきじのお面に
かぶり変えます。そして先に立ちふさがる赤鬼の板を子どもが押し倒して退治します。最後は凱旋の車に子ども
が乗り、親がひもを引き、ゴールに向かいます。1歳児は鬼を押し倒すところで時間を要しましたが、2歳児になる
と勢い良く押し倒し、コース全体で音楽と応援の声が響き渡っていました。
　今日の運動会は、当初の日程の雨天による振り替えのため給食が出ます。1、2歳児も保育室で給食です。保
育士の給食の準備と配膳が終わるまで、ほかの保育士が畳の上で1、2歳児に絵本を読み聞かせています。準
備を終えると子どもたちはビニールのエプロンを着けます。今日の献立はご飯、焼き肉、もやしの中華和え、わ
かめスープ、りんごです。「いただきます」と元気な声を上げて食事が始まりました。1歳児の一人がフォークを
もってお皿を叩きました。担当の保育士がスプーンにご飯を乗せてその子どもの口に持っていき、「上手、上手」
と食に集中させました。2歳児の一人がスプーンとフォークを片手でいっしょに持ってご飯を食べようとしました。
「ご飯はスプーンですよ」と言われ、持ち直しています。「ご飯早く食べて『ソーラン節』見に行きたいなー」と2歳児
の子どもが言って焼き肉をつついています。1歳児の一人の目がとろんとしました。「眠くなってきちゃったね、運
動会で少し疲れたかな」と保育士が言い、介助しながら残りを口に持っていきました。「良く食べたね」と完食をほ
めていました。「りんごもおいしい」という子どももいます。みんな話をしながら楽しそうに食事をしていました。

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　保育対象が1～5歳児のため、0歳児はいません。
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　5歳児は園庭に出て、3歳児、4歳児といっしょに運動会の練習をしていました。くだものグループとやさいグルー
プの二つに分かれ、交互に応援をします。太鼓の音に合わせて、先ずは5歳児がそれぞれのグループの先頭で
おみこしを担いで入場します。入場後、運動会の歌をみんなで歌いました。その後は応援合戦です。応援団長の
子どもは、たすきと手袋をして、太鼓に合わせ掛け声と応援演舞をします。5歳児はそれに合わせて体を動かし、
最後に「オー」と空に手を突き上げ、応援旗の担当の子どもが旗を振り、雰囲気を盛り上げました。
　昼寝の後、5歳児は園庭でロック・ソーラン節の練習です。園庭にはだしで出て、園庭に引かれた線に沿って整
列します。エイヤードッコイショ、ドッコイショ、ソーラン、ソーラン、音楽が始まるとそれに合わせ、手足や全身で
ソーラン節の振り付けを表現します。子どもの顔は真剣そのものです。みんなの顔と魚の絵を書いた2本の大漁
旗も大きく振られ、踊りはおおいに盛り上がりました。練習の後、たらいで足を洗い部屋に戻りました。
　次の日は運動会。運動会の最後には5歳児のリレーです。くだものとやさいの二つに分けれ、全員が園庭を2周
してフープのバトンを使ってリレーをします。抜きつ抜かれつの大接戦、力を出し切っての走りに保護者の声援も
ボリュームアップします。最後は同時にゴールしたように見え、悲鳴があがり保護者の応援は最高潮に達しまし
た。

　朝の会が終わると今日は園庭で明日の運動会の練習です。緑のたれ付き帽子をかぶり、靴下と靴を履いて園
庭に集合です。異年齢グループでの活動で、やさいグループとくだものグループに分かれて応援合戦の練習で
す。5歳児の団長の掛け声で元気よく「エイエイオー」と声を出していました。
 　給食の時間になり、みんなの配膳が済むといただきますをします。保育士もいっしょに和やかに、運動会の話
や日曜日に家族で遊びに行った話などをしながら、上手に箸を使って食べています。嫌いな食べ物は無理強い
することなく、保育士は声かけを上手にしていました。給食が終わるころになると保育士が子どもの様子を見なが
らフォークを配ります。「○○ちゃん、フォークも使っていいよ」「大丈夫」「じゃあ、使いたくなったら使ってね、ここ
に置いとくね」と言いながらトレイに置いています。給食はおいしく、おかわりをしている子どももいます。そろそろ
みんなが食べ終わるころになると、まだ食事をしている子どもに「○○ちゃん、先にごちそうさましていい？」「う
ん、いいよ」と声を交わし、お当番3人が前に出て「ごちそうさま」をします。食べ終わった子どもから各自で食器を
さげ、歯磨きをしてパジャマに着替えています。「今日は歯磨き体操しないの？」と子どもに聞かれ「今日は自分
でしてね」と保育士が答えると、子どもは自分でていねいに歯磨きをしていました。毎日の生活の流れがしっかり
と身についている様子です。

【３歳児】

【4歳児】

　3歳児は4歳児、5歳児といっしょに運動会の練習をしていました。3歳から5歳の子どもは、くだものグループとや
さいグループの二つに分かれ、交互に応援をします。それぞれのグループの5歳児の応援の掛け声に合わせ、3
歳児はペットボトルにビーズを入れた、手作りマラカスを振って応援しました。応援後は、運動会での出し物の
「昆虫太極拳」のダンスの練習をしました。歌に合わせてカマキリ、ダンゴ虫、バッタ、カメムシの4つの形を体を
使って表現します。みんな一生懸命に音楽に合わせて練習をしました。
　練習の後は、砂場でケーキ屋さんごっこ、ハンバーグ屋さんごっこで遊びました。子どもが「みてみてケーキだ
よ」というと、保育士は「おいしそう」と答えています。別の子どもには「ハンバーグこねこねしているのね」と話しか
けていました。昼寝の後、3歳児がベランダに座って、5歳児が運動会で披露するソーラン節の練習をくいいるよう
に見て、あこがれている様子でした。中には5歳児の手の動きを、一生懸命まねて動かしている子どももいます。
　お当番の子ども2人がみんなの前に立ち、「これから帰りの会をはじめます」と言っていました。保育士が子ども
たちに「今日は何をしましたか」と聞いています。子どもたちは「たこ焼き屋さん」「ハンバーグ屋さん」と答えます。
保育士は「食べたい」と答えます。帰りの会が終わると、子どもたちは椅子をテーブルの上にのせ、帽子をかぶっ
て園庭に出て、走り回ったりボールを蹴ったり、けんけんぱをして遊んでいました。

【５歳児】
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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 7月 27日  ～  平成 28年 8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

送付対象世帯数： 59 回収数： 33 回収率： 55.9%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が14人（42.4%）、「満足」が14人
（42.4%）で「満足」以上の回答は合計28人（84.8%）でした。

　自由意見の中には、「先生や友だちと過ごす雰囲気はとても良く、子ども本人もとても楽しそ
うです」「先生たちがいつも笑顔で出迎えてくださり、子どもを安心して預けられますので、と
てもありがたいです」など園に信頼を寄せる声が見られました。

　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② お子さんが給食を楽しんで
いるかについては」で66.7%、「問4遊び② 子どもが戸外遊びを十分しているかについては」
「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60.6%が挙げられま
す。「問5① 施設設備については」はほかの項目と比較するとやや満足度が低い項目です。

結果の詳細

施設の基本理念や基本方針の認知

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

問１で「よく知っている」、「まあ知っている」と回答した方のうち

保育目標や保育方針への賛同
賛同できる

まあ
賛同できる

どちらとも
いえない

あまり
賛同できない

賛同できない

無回答

15.2% 48.5% 18.2% 15.2% 0.0% 3.0%

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

無回答

76.2% 19.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0%

6.1%

その他： 「見学に行っていない」などのコメントがありました。

②入園前の見学や説明など、園から
の情報提供については

39.4% 39.4% 12.1% 0.0% 6.1% 3.0%

①見学の受け入れについては
33.3% 21.2% 9.1% 0.0% 30.3%

その他： 「見学なし」などのコメントがありました。

③園の目標や方針についての説明に
は

27.3% 60.6% 3.0% 0.0% 6.1% 3.0%

その他： 「覚えていない」などのコメントがありました。

④入園時の面接などで、お子さんの
様子や生育歴などを聞く対応につい
ては

24.2% 45.5% 9.1% 0.0% 12.1% 3.0%

その他： 「面接は特になかった」などのコメントがありました。

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

42.4% 45.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

30.3% 45.5% 21.2% 0.0% 0.0%

その他： 「覚えていない」というコメントがありました。

3.0%

その他：
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問3 保育園に関する年間の計画について

問4 保育園に関する年間の計画について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

3.0%

その他：

②年間の保育や行事に、保護者の要
望が活かされているかについては

21.2% 45.5% 9.1% 3.0% 18.2% 3.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

30.3% 57.6% 6.1% 3.0% 0.0%

その他： 「よくわからない」などのコメントがありました。

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

3.0%

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

60.6% 36.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0%

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）

57.6% 36.4% 3.0% 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）

57.6% 30.3% 9.1% 0.0% 0.0% 3.0%

その他：

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

51.5% 39.4% 6.1% 0.0% 0.0% 3.0%

その他：

3.0%

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

45.5% 51.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0%

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

48.5% 42.4% 6.1% 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

3.0%

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% 24.2% 6.1% 0.0% 0.0% 3.0%

①給食の献立内容については
57.6% 30.3% 6.1% 3.0% 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

54.5% 33.3% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

その他： 「まだよくわからない」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

51.5% 30.3% 9.1% 0.0% 6.1% 3.0%

その他：
「我が子についてはOKですが、ほかの子どもについては知りません」などのコメン
トがありました。

⑦保育中にあったケガに関する保護
者への説明やその後の対応には

42.4% 36.4% 9.1% 6.1% 3.0% 3.0%

その他：

3.0%

その他： 「まだよくわからない」などのコメントがありました。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

48.5% 39.4% 3.0% 3.0% 0.0% 6.1%

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

51.5% 33.3% 6.1% 0.0% 6.1%

「まだそのようなことになったことがない」というコメントがありました。

その他：



 かながわ推進機構提出用（洋光台保育園）

1-23

問5 保育園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

3.0%

その他：
「今は建物が古いので不安があるが、建て替えを来年度するので」というコメントが
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

30.3% 42.4% 21.2% 0.0% 3.0% 3.0%

①施設設備については
12.1% 45.5% 24.2% 12.1% 3.0%

その他：
「子ども自身に落ちつきがないので、なんとも言えないと思う」というコメントがありま
した。

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

18.2% 42.4% 24.2% 12.1% 0.0% 3.0%

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

24.2% 48.5% 18.2% 6.1% 0.0% 3.0%

その他：

6.1%

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

36.4% 45.5% 12.1% 0.0% 0.0% 6.1%

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

24.2% 39.4% 27.3% 3.0% 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

21.2% 54.5% 12.1% 3.0% 3.0% 6.1%

その他：
「保護者参加可の行事が年々減少しており、閉ざされている」というコメントがあり
ました。

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

15.2% 42.4% 27.3% 9.1% 0.0% 6.1%

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

27.3% 36.4% 12.1% 0.0% 15.2% 9.1%

その他：

9.1%

その他：
「保育者間で共有できておらず、けがや事故の話を保護者からよく聞く」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
33.3% 42.4% 9.1% 6.1% 3.0% 6.1%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

30.3% 45.5% 12.1% 0.0% 3.0%

「機会がないためわからない」などのコメントがありました。

その他： コメントはありませんでした。
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問7 職員の対応について

問8 保育園の総合的評価

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

6.1%

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

60.6% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

45.5% 39.4% 9.1% 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

30.3% 24.2% 3.0% 0.0% 30.3% 12.1%

その他： 「よくわからない」などのコメントがありました。

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

33.3% 30.3% 24.2% 6.1% 0.0% 6.1%

その他：

42.4% 6.1% 3.0% 6.1%

9.1%

その他： 「特にした事はないので不明」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

42.4%

⑤意見や要望への対応については

21.2% 36.4% 21.2% 3.0% 9.1%
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事業者からの意見

　子どもたち一人一人をあるがままに受け止め、個性を大切にすることを基本とし、遊び活動の豊富な体験、異年
齢の関わり等小規模保育園の良さを強みとして保育を展開しています。家庭では経験できないことを園が補ってい
くことも「家庭に」代わる場として保育園の大切な役割と認識し、活動の柱にしています。
　日常の保育では人権に配慮しながら丁寧に対応することを心がけています。しかし、保育上の悩みは尽きなく、
会議や研修の場を通して専門職として成長すること、職員連携を高めることなどを学び、子どもたちを育んでいくよ
う努力しています。
　アンケートでは保育に対する満足度は高かったので保護者の方たちの理解、協力が力強く感じられ、保育者の
意欲につながりました。園舎が老朽化しているため安全面や不便さへの意見がありましたが、職員も同じ思いでし
た。２９年度は改築の計画が進んでいますので３０年度からは満足度も上がるのではないかと期待します。また、
保育方針や日常の伝達等については十分に伝わっていないことが分かり、今後の課題とする必要があると感じま
した。職員連携はよいものの、非常勤職員の保育の質の向上に向けての育成や保育者全般の保護者とのコミュニ
ケーション向上も課題と感じました。
　シフト勤務の為、夕方のお迎え時間に担任と顔を合わすことが少ないという不満もありました。日中の保育内容
を充実させると夕方はパート職員の対応になってしまい、園としても悩むところですが、様々な方法で満足度が上
がるよう努力していきたいと思います。
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