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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29年 7月 6日～平成29年 8月 30日）

評価方法

（結果に要した期間 6ヶ月）

領家キッズ保育園

平成29年12月8日

　園の運営主体は社会福祉法人ベルノホームです。開所年月日は平成16年4月1日です。定員は90名（平成29
年10月現在在籍数は105名）で、特別保育は、産休明け保育、延長保育、障がい児保育、一時保育を実施してい
ます。園はJRまたは横浜市営地下鉄「戸塚」駅からバスで12、3分ほどのところにあります。園の周囲は閑静な
住宅地で、周囲には公園も多く、緑に囲まれています。子どもたちはこのような環境のなかで、伸び伸びと過ごし
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：平成29年 8月 18日～平成29年 9月 1日）

（実施日：平成29年 10月 19日、平成29年 10月 20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。

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、乳児リーダー、幼児リーダー）、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、乳児リーダー、幼児
リーダー）、保育観察

株式会社　学研データサービス

乳児リーダー、幼児リーダーの自己評価をもとに、ほかの
スタッフの自己評価と照らし合わせながら１項目ごとに検
討して作成しました。

自己評価

評価調査員による評価

（実施日：平成29年 10月 19日、平成29年 10月 20日）
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　2009年に保育所保育指針が改訂になった際に、園長が保育課程を作成しました。以来職員は、その保育課程
をバックボーンに乳児・幼児の各リーダーのもとに各種指導計画を作成してきました。ただ、保育課程については
毎年、その内容についての検討には至っていませんでした。園の保育課程は、保育理念や保育方針のもとに、
社会的責任、養護と教育、食育、そのほか力を入れて取り組んでいるいくつかの活動について記載され必要十
分なものになっていますが、年度末に職員一人一人が振り返りを行い、保育課程に付け足したいものがあるか、
修正したい箇所があるかなどを全職員で検討し、翌年度の指導計画に落とし込んでいかれると良いでしょう。今
後は、振り返りを全職員で実施されることを期待します。

《事業者が課題としている点》

　開園13年目を迎えましたが、これまで特に大きな問題もなく保護者や地域の方々に信頼されてきました。また、
職員の定着率も大変よく、職場の人間関係においても良好です。その中においても今後は保育士の定着率と給
与面の安定を図ること、また、保育士の専門性の向上を目的とした研修の機会を増やしていくことを考えていま
す。そのほか、地域との交流や育児相談などのサービスの実施面の充実を図っていくことも課題ととらえており、
今後は地域のイベントなどにさらに積極的に参加し、育児相談や交流保育は、曜日や時間を決めて実施してい
きたいと考えています。

●全職員が毎年「保育課程」の振り返りを実施していくことを望みます

　保育室の空間利用として、各歳ともにコーナー保育を実践しています。このコーナー保育は常設にしないで、臨
機応変に担任が設定していますので、子どもたちには変化のある空間として、新鮮に受け止め楽しんでいます。
具体的なコーナースペースは、押し入れの下段を利用したり、保育室の一角に設定したりしています。コーナー
の種類は、ままごとコーナー（キッチンセットと冷蔵庫、レンジなどを組み合わせた台所を室内の壁につけている
本格的なままごとコーナー、また、キッチンセットと畳の簡便なキッチンコーナーなど）、そのほか絵本ラックと畳を
組み合わせた絵本コーナー、さらには、ブロック類を配したブロックコーナーなど、年齢に合わせて設定されてい
ます。子どもたちは、それぞれのクラス担任が工夫して作っているコーナーで、小集団で生き生きと過ごしていま
す。

●地域支援活動のさらなる充実を期待します

　地域の子育て中の親に対して一時保育を実施しています。「一時保育ご利用案内」の文書を作成し、非定型保
育（通院、介護などで家庭での保育が困難なとき週3日以内で預かる）、リフレッシュ保育（育児に悩む親に対して
月3日預かる）、緊急保育（親の病気で一時的に育児が困難な場合14日以内で預かる）などをお知らせしていま
す。子育てで悩んでいる地域の親に対する支援活動としては、保育園の専門性を生かしたさまざまな活動が考
えられます。例えば、離乳食のこと、トイレットトレーニングのこと、ベビーマッサージなどについて講習を行うこと
も子育てで悩んでいる親にとっては支援のひとつになるでしょう。今後、職員会議で話し合い、地域支援活動を
少しずつ広げていかれることを期待します。

○「年間食育指導計画」を各歳ともに作成し、食育活動を実践しています

　0～5歳児の年齢別に「食育年間指導計画」が作成されています。各歳ともに年間を4期に分け、「ねらいと内
容」「環境構成と援助」の柱で、その年齢に合わせた食育指導を行っています。具体的には、食具の使い方、マ
ナー、栽培活動、クッキングなどがあります。栽培活動は、園の前の土地を借りて、畑を作っています。そこに
は、3～5歳児が種植えから雑草取り、水やりなどの世話をしながら収穫しています。今年は、ミニトマト、きゅう
り、すいか、パプリカ、さつま芋、じゃが芋、大根などを栽培しました。収穫したものは給食の食材に利用したり、
持ち帰ったり、多く取れた場合は近所におすそ分けをしたりしています。また、クッキング活動では、梅の実で梅
ジュース作り、遠足のいちご狩りでとったいちごをジャムにしてビスケットに挟んでジャムサンド作り、流しそうめん
やすいかのフルーツポンチ作りなどをして子どもたちは楽しんでいます。

《特に優れている点・力を入れている点》

○子どもたちが主体的に活動できる保育環境が整えられています

　園は、基本的に0歳から5歳まで、いずれも子どもたちが興味や関心のあるおもちゃや絵本などを自ら取り出し
て遊べる環境設定になっています。絵本は絵本ラックに収納され表紙が見えるようになっています。ブロックやぬ
いぐるみなどのおもちゃは低い棚に収納され、子どもたちがすぐに手に取ることができます。また、園庭では各種
の遊具を設定し、子どもたちが自分の好きな遊具で遊び込めるようになっています。結果として知らず知らず体
力作りができています。さらにピロティと呼んでいる予備の保育室や広いホールなどもあり、そこでも子どもたち
が自由に遊び込めるようになっています。特にピロティには、滑り台や乗り物、マット、ままごとセットなどさまざま
な遊具があり、主として0～2歳児が利用しています。

○0歳児から5歳児までの全保育室でコーナー保育を工夫し、保育を充実させています

《今後の取り組みに期待したい点》
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領家キッズ保育園

A

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　

　当園の保育理念は、「子ども一人一人を大切にし、よりよい家庭関係を支援するため当園を利用される子ど
も・保護者・地域の方々に最善をつくす」とあります。保育方針は、「心身ともに健康であってほしい」とあり、保
育目標は、「強い身体とやさしい心」をはじめ4項目からなっています。これらは、年度初めの全体会議（非常勤
職員を含む）で、理念以下書かれている文書を配付し、園長が説明をして理解を図るようにしています。なお、
保育理念などは保育課程の冒頭にも記載しています。さらに、保育目標は各クラスに掲示して、常に見られる
ようにしています。保護者に対しては、入園説明会で園長が説明をするとともに、「入園のしおり」にも掲載し、
周知を図っています。
　保育課程の作成にあたっては、2009年に主に園長が作成をしました。その保育課程は子どもや保護者、地
域の方々に最善をつくす、という保育理念のもとに、養護と教育を中心に、園が力を入れている食育や健康支
援、安全対策などいくつかの項目も列記されています。現在もその保育課程のもとに各種指導計画を職員が
立てています。この保育課程については、入園説明会の折、保護者にはやさしくかみくだいて園長が説明をし
ています。保育課程に関しては、今後は毎年振り返りを行い、職員会議で検討し、意見を交わし、必要に応じ
て修正するなどして、職員全員でかかわり理解を深めていくことを期待します。
　年齢ごとの年間指導計画が作成されています。その年間指導計画のもとに月間指導計画がありますが、こ
の計画作成にあたっては、各クラスごとに話し合い、それを職員会議にかけて、ほかの職員の意見も取り入れ
るなどして微調整を図っています。なお、計画作成においては、行事内容や栽培するものの種類、あるいは散
歩で行ってみたい所など子どもたちから出る希望や意見などは、できるだけ指導計画に取り入れるようにして
います。具体的な例として、園で飼育しているプレコ（ナマズの仲間）の水槽係の5歳児が、水槽の中に木でプ
レコの家を作りたいということで作り、それから発展して段ボールの家を作ることになり気持ちが高まっていま
す。

  入園が決まった家庭には、3月上旬の土曜日に入園説明会を実施しています。その折、入園のしおりをはじ
め児童票や新入園児におけるアンケート（生育歴、家庭における児童の姿、アレルギーの有無、親から見た子
どもの姿、園への希望などの項目）、短縮保育の日数希望などの用紙を配付し、後日回収します。入園説明会
は、園長の説明から始まり全体的な説明の後、クラスに入り担任が詳しく園の保育や事務的なことなどを伝え
ています。その後、食物アレルギーのことや離乳食など希望があれば、個別に相談にのります。入園説明会で
は、子どもが遊べるコーナーを設置し、職員が細かく観察をしています。その後、職員会議で個々の子どもたち
の状況について、情報交換をして職員全体が共有するようにしています。
　短縮保育は、保護者の要望に応じて進めています。園としては5日くらいを目安に実施していきたいということ
を伝えていますが、保護者の就労状況や子どもの様子などに応じて十分に要望を受け入れ、日数を短くした
り、延ばしたりするなどの対応をしています。その際、登園時に自分のお気に入りのタオルなどは持ち込んでも
良いことを保護者に伝えています。新入園の特に0歳児、1歳児には主担当の職員を決め、子どもの愛着関係
を築くようにしています。入園当初は保護者も不安に感じていますので、できる限り口頭で子どもの様子を伝え
るようにしています。なお、在園児の子どもたちも新年度は落ち着かない雰囲気になりがちですので、進級の
際は持ち上がりの職員を配置しています。
　毎月の月間指導計画には、クラス内の自己評価、及び子どもの評価の欄があります。次月の指導計画を立
てる話し合いの際に、今月の振り返りを話し合うとともに、子どもの様子についても客観的に観察した結果など
を記載しています。作成した指導計画はカリキュラム会議で発表し、職員全体で話し合い、課題があればその
解決策を検討していきます。なお、連絡帳や口頭で得られた保護者の意見や要望（離乳食、トイレットトレーニ
ングの時期など）についても検討して、計画に反映させ、個々の保護者のニーズにできるだけ応えるように配
慮しています。
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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歳児については個別指導計画を作成しています。指導計画の様式は、「反省・現在の姿」と「援助事項
及び配慮事項」の2つの柱で構成されています。また、3～5歳児についても特別な課題のある子どもにも個別
の指導計画があり、こちらは、より詳しく記載するようになっています。具体的な柱としては、ねらい、生活、遊
び・製作、反省・評価です。特別な課題のある子どもについては、カリキュラム会議で全職員が共通理解をし、
同じ対応がとれるように努めています。そして、指導計画に変更がある場合には、配慮の方法をその都度確認
し合っています。なお、保護者とは連絡ノートで情報交換をしたり、定期的に面談を行って相互に理解し合う形
をとっています。
  園児一人一人の「保育経過記録」を月齢に合わせて確認し、記録するようにしています。そして、進級時の申
し送り時に新しい担任に引き継ぎをしっかり実施し、子どもの成長の過程や特徴などを伝えています。また、そ
の記録に基づき、「保育所児童保育要録」を作成し、小学校へ送付しています。これらの記録は担当の職員だ
けでなく、全職員が共有するように職員会議などで話し合い、共有しています。なお、「身体測定表」「健康台
帳」などにもしっかり記録し、引き継いでいます。日々の生活の中で、お迎えの際に保護者に伝達する内容は、
「視診ボード」を利用して、申し送り事項を夕方の担当者に伝えています。

　園内は玄関周り、廊下、保育室、トイレなど清掃が行き届いてとても清潔です。ごみ箱には重曹を入れ臭いを
軽減するように工夫しています。また、テラスは紫外線防止シートやすだれを設置しています。各保育室には
温・湿度計があり、適切な温度や湿度管理を行っています。各保育室の窓に面した外は公園になっていて緑
豊かな環境にあります。床暖房は、0～2歳児、廊下、ホールに設置され、子どもたちは真冬でも広い廊下や
ホールで楽しく過ごすことができます。園庭にはいろいろな遊具があり、子どもたちの興味に合わせて遊べる
環境が整っています。なお、0歳児の保育室はオルゴール、1歳児の保育室はCDで午睡の前に静かな音楽を
流しています。
　0、1歳児用の沐浴設備があります。この沐浴設備は夏場の暑いときだけでなく、排泄の後や散歩などで汗を
かいた際にも日常的に使用しています。また、温水シャワーは0、1歳児用、園庭の入り口付近、ホール横のト
イレなど各所に設置しています。温水シャワーも夏場だけでなく散歩で汗をかいたときなどに使っています。0
～2歳児のトイレには、冬場は温風ヒーターを入れ、温度調節を図り、子どもたちが快適な環境の中で利用でき
るよう配慮しています。なお、沐浴槽は毎日の清掃当番表にのっとって清掃され清潔にしています。
　0～2歳児の保育室は、活動に応じて柵やロッカーの位置を変え、小集団で遊べるコーナー（ままごと遊びや
絵本など）を設定して、子どもたちが興味のある遊びに入り込める環境を工夫しています。また、遊び、食事、
午睡の空間を別にするのが難しいため、3～5歳児はホールで午睡をしたり、0～2歳児は保育室の中をできる
だけ食事と午睡の時間が重ならないように分けるなどの工夫をしています。0歳児の保育室は柵を工夫して低
月齢と高月齢の2つに分けています。なお、異年齢間の意図的な触れ合いに関しては、7月中旬から8月中旬
にかけて3～5歳児の合同保育を実施しています。合同保育はホールを使用していますが、ホールの半分は全
員のテーブル、半分は空間にしています。そして、造形遊びや体を使う遊びなど、遊びの種類によってスペー
スを使い分けています。

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

　配慮を要する子どもについては、入園を希望された場合は積極的に受け入れる方針です。配慮を要する子
どもの特徴や対応の仕方などは園内研修でリーダー職員から全職員が指導を受けています。また、戸塚地域
療育センターの職員からも指導を受けています。職員会議の中に研修報告の時間を設定していますので、外
部研修に参加した職員はその場で報告し、他の職員は学習をして実践に生かすようにしています。また、
「ケース会議」を開き、カンファレンスを行っています。なお、共有する情報については記録し、いつでも職員は
見ることができます。最近は配慮を要する子どもの形態が多岐にわたっていますので、常に職員会議で最新
の情報を話し合っています。
　障がい者用の多機能トイレを設置し、その中には排泄の自立のできない子どものためのおむつ交換台を随
時設置できるようにしています。ホールにつながる通路はスロープ状にして、手すりをつけるなどの工夫をして
います。なお、障がいのある子どもに対しては、保護者の同意を得て戸塚地域療育センターと連携して保育を
進めています。具体的には、巡回相談研修では、あらかじめ、「児童状況票」に療育センターの職員に聞く事項
（見てほしい場面や具体的な相談事項）を記入しておき、指導してもらいます。その際に実際に保育場面を見
てもらいアドバイスしてもらっています。
　虐待の種類が身体的虐待、性的虐待、育児放棄的虐待、心理的虐待の4種類あることや実際に虐待が発生
したときに通告する先などを記載したシートを作成し、一目でだれでもわかりやすいようにしています。通告先
は、よこはま子どもホットライン、横浜市西部児童相談所、泉区福祉保健センターなどの電話番号が記載され
ています。そして、朝の健康観察をしっかり行い早期発見をしやすいようにしています。また、着替えなどであ
ざや傷を見つけた場合は写真を撮り、保健センターや児童相談所に報告します。なお、虐待マニュアルのもと
に職員は園内研修を行い、日ごろから注意深く子どもたちを観察するようにしています。
　園の給食は外部の委託業者が園内の厨房で料理して子どもたちに提供しており、食物アレルギーのある子
どもへの対応は注意深く行うように努めています。園には卵、小麦、大豆、牛乳など、食物アレルギーのある子
どもたちが複数在籍しています。献立表を保護者に配付する際は、食物アレルギーのある家庭には、事前に
確認をするとともに、基本的には除去食提供を実施しています。そして、全職員が食物アレルギーのある子ど
もたちについて周知しています。実際の給食提供は、除去食専用のほかの子どもと違う色のトレー（何のアレ
ルギーか食材も記載したカードをつけている）を使用し、職員が給食室から受け取る際は、声出しチェックを行
い、受取時間、サインをしています。なお、誤食があった際の薬を預かるケースもあります。
　両親のどちらかが外国人であるなど、園で今まで受け入れてきた文化の異なる子どもたちは、日本の生活が
長く、両親も子どもも日本で生活しすっかり溶け込んでいます。周囲の子どもたちも自然な形で受け入れ、みん
な違和感なく過ごしています。また、両親の要望として、「日本の平均的な家族としてとらえてほしい」などがあ
りました。職員は、文化や生活習慣の異なる子どもたちを受け入れた際には、ほかの子どもたちと同様にかか
わっています。言葉の違いなど意思疎通が困難な場合は、語学堪能な職員のサポートや役所の支援を受ける
予定です。

A
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B評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　「ご意見・ご要望の申出窓口の設置」という文書が作成されています。そこには受付担当者に乳児・幼児の各
リーダー、解決責任者に園長、そのほか、3名の第三者委員が記載されています。そして、「苦情解決の仕組
み」という手順のフローチャートも作成しています。実際に要望や苦情があった場合は、個人情報に抵触しない
限り解決した内容を園便りで保護者にお知らせをします。この仕組みのほか、園長は毎朝、玄関で保護者と挨
拶を交わし、「何かあったらいつでも言ってきてね」などと声をかけています。今までに苦情らしきものとしては、
3～5歳児の合同保育の際に、トイレにはだしで入った足で布団の上を歩くのはいかがなものか、という意見が
あり、すぐにスリッパを用意したことがあります。
　苦情解決の仕組みや園長の毎朝の挨拶など、保護者が意見や要望を伝えやすい環境にあります。また、意
見箱も用意しています。意見や要望は連絡帳に記入されている場合もあります。現在までに苦情らしきものは
ありませんが、実際に苦情が寄せられた場合には、職員会議で話し合い、ていねいに対応をしていきます。保
護者からの意見や要望については、懇談会や個人面談などで聞き取り、実施できるものは迅速に行動に移す
ようにしています。なお、第三者委員までいくような苦情はありませんが、万一、第三者委員でも解決困難な状
態を想定して、権利擁護の機関（運営適正化委員会、福祉調整委員会など）を紹介しておくと一層よいでしょ
う。
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領家キッズ保育園

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】

　おもちゃ類は、発達の時期や季節に合わせて、子どもにふさわしい安全で子どもが興味を持てる遊具を出し
ています。0、1歳児は指先を使うものや柔らかくつかみやすいものなどを用意し、職員は子どもとの言葉のやり
取りを大切にしています。2歳児以上の部屋にはままごとコーナーが設けられ、ごっこ遊びを十分に楽しめるよ
うになっています。おもちゃ類を収納したボックスにはおもちゃの写真をはり、子どもたちがおもちゃを取り出し
やすく、また、整理整とんがしやすく工夫されています。マット、パーテーション、机などを利用してコーナーを設
けたり、おもちゃなどを入れる押入れの下の空間で、子どもたちは思い思いの遊びを展開しています。
　子どもの主体性と、「○○したい」という気持ちを大切にしています。発表会での配役や、楽器演奏の楽器分
担なども子どもたちの希望を受け止めて話し合いで決めたり、発達に応じてルールを決めたりして集団活動に
取り入れています。年齢的に子どもだけで決められない場合は、職員がおおむね内容を決め、クラスの雰囲気
や子どもたちの個性が伝わるように配慮した劇やダンスなどを選択しています。職員は、子どもたちが日々の
園生活を過ごしやすく活動できるように、全職員で子どもの様子や活動内容を情報共有しています。そして、子
どもたちの創造性がさらに広がるように話しかけたり、誘導したりして援助しています。
  事務室の前の水槽には、珍しい熱帯魚が飼育されています。この水槽の清掃や餌やりは、毎日、園長と一緒
に5歳児の係の子どもたちが行っています。また、食と保育のつながりとして年間の食育計画が作成されてい
ます。園の前にある畑では、子どもたちが土作りから始めて畑を作り、野菜を栽培し、収穫し、調理をしていま
す。収穫した一部を近隣の方におすそ分けをして交流もしています。また、年齢に応じて調理にかかわり、収
穫したすいかですいか割りをしたり、フルーツポンチを作ったり、園で採れた梅でジュースを作ったりしていま
す。散歩先で見つけた生き物について園に帰って図鑑で調べたり、飼育をするなどして命の大切さも学んでい
ます。散歩時に地域のスーパーに出かけたり、出会う近隣の方からは、声を掛けられたり挨拶を交わしたりし
て交流しています。
　子どもの年齢や発達状況に合わせて、自分の気持ちを自由に表現できるよう配慮しています。3歳児から個
人持ちのお道具箱があります。また、子どもが自由に使える、塗り絵、画用紙、広告で作った折り紙、粘土がク
ラスに用意されています。さらに、毛糸や段ボール、廃材なども保管され、必要なときに使えるようになっていま
す。訪問調査時には、0歳児クラスはどんぐりの帽子にフィンガーペイントで模様をつけた作品、3歳児クラスは
手形でカボチャとおばけなど季節にちなんだ作品が掲示されていました。また、5歳児クラスでは熱帯魚の家を
作ったことをきっかけに、自分たちのクラスに段ボールで大きな基地を作るなど、年齢ごとにできることを自由
に表現していました。
　子ども同士のけんかについては、職員は子どもがクールダウンできる環境を作り、お互いの気持ちが分かり
合えるように仲立ちをしますが、できるだけ自分たちで解決できるように見守っています。土曜保育、延長保育
以外にも日常的に異年齢で散歩に出かけることもあります。さらに、7、8月に行われる合同保育では、ホール
を一つの部屋として3～5歳児が過ごしています。午睡の時間には、3歳児のクラスと4歳児のクラスに5歳児が
分かれて入っています。異なる年齢の子どもと過ごすことで、年上に対する憧れが生まれ、年上の子どもは年
下の子どもに対する思いやりの気持ちがはぐくまれています。職員は子どもの気持ち受け止め、子どもにわか
りやすい言葉で接し、乳児は十分にスキンシップを取れるようにしています。
　園庭には日除け用のテント、砂場には虫除け用の蚊帳（かや）があります。園では日常的に散歩に出かける
ようにして、外出の際には帽子の着用、長袖を着用するなどして紫外線対策を講じ、アレルギー対策は個々に
対応をしています。4、5歳児は外部から体操講師を招き、月曜日に体操教室を実施しています。体操教室以外
でも広い廊下を活用して、遊びの一つとしてぞうきんがけレースをしてバランス感覚を鍛えたり、訪問調査時に
は、1歳児の子どもたちが朝の遊びの中で傾斜のあるブロックで遊んでいました。0歳児も傾斜のついたウレタ
ンブロックやトンネルをくぐったりして年齢に応じた遊びで運動機能を高めるように配慮をしています。子どもの
体調によっては室内で静かにブロックやままごと、絵を描くなどして過ごしています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　給食の時間は、子どもの「食べられた」という達成感を自信につなげられるように、職員は子どもの食べる量
や言葉がけに配慮をしています。配膳は年齢に応じて取り組んでいます。例えば、3歳児は職員が盛り付けし
た主菜、副菜を自分で取りに行き、食事が終わると自分で下膳をしています。職員は、食事は子どもたちの
ペースに合わせて、食事が楽しいと感じられるよう言葉がけをしています。また、子どもが以前食べられなかっ
たものを食べられたときや苦手な食材に挑戦しているときは褒め、子どもがほかのものも食べてみようと意欲
がわくように言葉がけをしています。乳児の授乳の際は子どもとのスキンシップを大切にし、子どもの様子、表
情を見ながらミルクを飲ませています。
　給食は外部委託としていますが、白飯については各クラスに炊飯器を置いて米を炊き、温かい食事を提供し
ています。旬の食材を使い、季節の行事にちなんだ盛り付けをし子どもたちが食事を楽しめるようにしていま
す。例えば、8、9月の誕生会の献立には流しそうめんを行ったり、園庭でみんなと食事ができる機会を設けて
います。食材はできるだけ国産で安全性の高いものを使用しています。食器は割れにくいメラミン食器を使用し
ています。スプーンなどの食具は年齢に見合ったものを用意しています。給食はアレルギーのある子どもにも
お代わりが用意されています。
　毎月行われる給食会議には、乳児リーダー、幼児リーダー、各クラスの担任、外部委託の給食会社の2名で
行われています。給食会議では、各クラスごとの残食量、子どもたちの食べる様子、食事に関しての意見をあ
げています。献立は2週間サイクルで立てられており、1サイクル目で残食の多かったものは、調理の方法、切
り方、味付けなどを検討して、2サイクル目に反映しています。また、子どもたちに不評であったものについては
献立そのものを見直しています。子どもたちの食事の様子は職員が、好み、量、給食の残量を細かく把握して
給食会議で報告し、委託先の栄養士に伝えています。子どもたちが栽培して収穫したものを給食に取り入れ、
収穫の喜びを感じられるようにしています。例として、いちご狩りで収穫したいちごはジャムにして提供されまし
た。
　献立表は前月末に保護者に配付しています。給食便りは毎月発行し、旬の食材の話や季節の食材を使って
できるおやつ、親子で作る料理のレシピ、季節に応じた健康と食事のかかわりなどを記載しています。当日の
給食のサンプルを掲示して保護者にも見てもらい、試食会は保護者から給食の味を知りたいという要望があ
り、保護者参観で試食の機会を設けています。アレルギーのある子どもの保護者には献立表とともに食材表を
一緒に配付し、お迎えのときに除去する食材を確認してもらっています。
　午睡は体を休める時間であることを子どもたちに話しています。どうしても眠れない子どもには、ホールの一
角にパーテーションで囲んだスペースを作り、眠りやすい環境を作っています。0歳児は午睡中はオルゴール
の曲を静かに流したり、1歳児は気持ちを落ち着かせるようなメロディーの音楽を流しています。部屋の明るさ
を落とすなどして、子どもがリラックスして休めるように配慮しています。また、就寝前に2歳児は読み聞かせを
しています。0、1歳児にはブレスチェックをして乳幼児突然死症候群（SIDS)の予防をしています。5歳児は就学
に向けて夏以降から徐々に午睡時間を減らしていますが、個々の体調を考慮して、臨機応変に対応していま
す。
　一人一人の排泄のリズムをとらえ、個人差を尊重しています。活動の節目、子どもの体調や様子などを見な
がらトイレに行くよう声かけをしています。0～2歳児のクラスにはホワイトボードに排泄チェックが記入されてい
ます。排泄の様子については、保護者にはお迎え時に口頭または連絡帳に記入して伝えています。職員は子
どものトレーニングの進み具合を把握し、保護者の要望も取り入れ一人一人の発達状況に応じて子どもが一
番良い状況になるように家庭と連携して対応しています。排泄を失敗したときは、年齢に応じて子どもの自尊
心に配慮し、さらに身体的な不快感や気持ちの不安を取り除くことを第一に考えて対応しています。

A
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　衛生管理に関するマニュアルがあり、感染症を予防するための掃除や消毒のしかたなどを全職員に周知さ
せています。嘔吐物の処理方法は、泉区の保健師からビデオをいただいて、牛乳パックを使用した吐しゃ物の
処理の方法などについて園内で研修をしています。マニュアルの内容は、職員の採用時以外にも、園内研修、
最新の情報を得たときなどのタイミングで随時更新され、そのつど職員間で確認し合っています。トイレは清掃
手順と当番表、保育室内には場所ごとの清掃チェック表があり、清掃を徹底しています。なお、クラスごとに嘔
吐処理キットを設置しています。職員は、日常的にも気がついたときに園内の清潔を保つように心がけていま
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】

　衛生管理マニュアルの中に子どもの健康に関するマニュアルがあります。子どもの既往歴などの情報は、保
護者に入園時のアンケートに記載してもらい、日々の保育の中でも保護者から情報を得ています、既往歴、熱
性けいれん、アレルギーなどの情報は職員会議で全職員に伝えて情報を共有しています。登園時の子どもの
健康状態や、伝えたいことは「視診ボード」に記載されています。園生活での子どもの体調などは連絡帳や降
園時に保護者に伝えています。食後は、歯磨きではなく歯磨きガムを使用して口腔内の衛生に配慮をしていま
す。
　全園児は内科健診を年2回、歯科健診を年1回、そのほか4歳児は視聴覚と尿検査が加えられます。身体測
定は月に１度実施しています。内科健診結果は健康台帳に記入し、歯科健診結果のファイルもあり、在園期間
の子どもの健康状態が一目で把握できるようになっています。内科健診、歯科健診の結果は当日、クラス内の
ホワイトボードに実施したことを記載し、医師からのお知らせがある場合は個別に口頭で担任が内容を伝えて
います。嘱託医からは、園で子どもが病気、けがをしたときに病院のどの科を受診すればよいかアドバイスをし
てもらっています。また、感染症に対する指導を職員が受け、感染症の対応について保護者におたよりを出す
ときは、園長と嘱託医が連名で出しています。
　感染症に関するマニュアルがあります。保護者には、入園のしおりの「病気、投薬、感染症」の項目で、病後
登園にあたり登園許可書を提出してもらうことが記載されています。園で感染症が発症した場合には、下駄箱
の上にあるクラスごとのホワイトボードでお知らせをし、症状の詳細が書かれているものを掲示しています。園
で子どもが発熱したときには、保護者が迎えに来るまで事務室で安静にし、職員が対応しています。職員は、
嘱託医から感染症対応について学んでいます。感染症の情報は泉区の福祉保健センターから情報を得て、対
処法などの指導を受けています。これらの情報はミーティングなどで全職員に周知しています。園便りにも感
染症の情報を記載して保護者に注意喚起しています。

A

A



1 - 10

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全管理に関するマニュアルがあります。園内外の安全点検は毎週月曜日に実施しています。避難訓練の
年間計画表があり、職員の役割分担や、対応方法がフローチャートでわかりやすくファイルされ、あらゆる災害
を想定して毎月避難訓練を実施しています。また、広域避難所への移動訓練も実施しています。棚などの扉が
開かないようにフックを使用したり、動く可能性のあるものにはストッパーや滑り止めを使用して地震対策をし
ています。消防署と連携して起震車体験をしたり、消火訓練を行っています。事務所には病院、消防署、役所
の電話番号が掲示されています。職員は、心肺蘇生、止血の研修を受けています。災害に対する備蓄は３日
分あります。
　病院の一覧表を作成して事務所に掲示しています。また、保護者緊急連絡先名簿を作成して、かかりつけの
病院の記載をしてもらっています。子どものけがについては、小さなけがでも「視診ボード」に記入して職員に
周知し、保護者にけがの状態や状況を伝えています。けがや事故はヒヤリハット、事故報告書に記載し、内容
についてはミーティングや会議などで、原因、対策について話し合い、再発防止に努めています。園内外で事
故が起きたときの対応がフローチャートで記載され、だれにでもわかりやすくなっています。
　朝、子どもたちが登園してくるときは園長が玄関で対応していますので、連続開錠されていますが、それ以外
は施錠をし、インターホンで確認をしてから開錠をしています。保育室は、内側から施錠できるようになっていま
す。不審者対応訓練を実施し、不審者が侵入した場合の対応は周知されています。子どもたちには、日ごろか
ら紙芝居を用いて知らない人にはついていかない、公園で遊んでいるとき保育士の姿が見えないところには行
かないなど、自分の身を守ることを説明しています。子どもたちの行く公園で不審者情報が聞かれたり、職員
が不審者を見た場合には、園長に報告をしています。不審者情報は、警察や保護者からの情報も収集してい
ます。

A
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評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　業務マニュアルの中に「職員の心得」という文書が作成されています。そこには、保育者の心得、マナー、身
だしなみ、あいさつ、保護者との関係、笑顔、保育についてなどの項目でわかりやすく記載されています。園長
はこの文書のもとに保育者として、あるべき姿について職員に指導しています。また、子どもの名前の呼び方
や対応については、カリキュラム会議の中で話し合う時間を設けています。具体的には、名前は敬称をつけて
呼ぶこと、子どもに話しかけるときは感情的に命令したり、否定口調にならないこと、常に落ち着いた態度と正
しい言葉づかいで対応することなどです。園長や乳児・幼児のリーダーは職員がこのような行動をとれるように
するために、職員自身がゆとりを持てるよう活動内容を工夫しています。
　子どもが落ち着かないときや不安な気持ちのときには担任と１対１で向き合い、クールダウンできる予備の保
育室（ピロティ）を準備しています。また、神経質になりがちな子どもに対してはパーテーションを準備して、友だ
ちの視線を気にすることなく過ごせるようにしています。なお、ときには情緒不安定な子どもに対しては、事務
所の出入りを自由にして、園長と一緒に過ごせるようにしています。その際、事務所を開けているときは自由に
出入りできますが、閉めているときは入らないような約束を子どもとしています。子どもがおもらしをしてしまっ
たときは、ほかの子どもにわからないよう、すぐにトイレに行って着替えるなど子どもの羞恥心に配慮していま
す。
　「個人情報保護」のマニュアルが作成されています。そこには、基本方針、個人情報の定義、セキュリティポリ
シーの継続的改善、個人情報の利用目的、個人情報の開示・訂正・利用停止、個人情報の安全管理などにつ
いて詳しく記載されています。職員はこのマニュアルに目を通し学んでいます。保護者に対しては園長が説明
をするとともに、写真掲示などの同意書をとっています。保護者一人一人にはウォールポケットを準備し、お便
りなどを配付していますが、重要書類については直接手渡しています。不要になった書類はシュレッダーにか
けて廃棄するようにしています。なお、実習生に対してはオリエンテーションの際に、守秘義務について必ず説
明しています。
　全職員が男女の固定観念につながるような区別をしないように気をつけています。グループ分けは男女に偏
りがないように意識したり、係を決めるときは一人一人自分のやりたいものを自由に選択できるように話し合っ
たりしています。グループ分けについては子どもの希望を尊重していますが、子どもの性格や子ども同士の相
性などを担任が考慮しています。さらに、行事の際の役割も、子どもの意欲をできるだけ尊重して決めるように
しています。なお、3～5歳児は7月中旬から8月中旬にかけて合同保育をしますが、その際の座席も性別によ
る区別はしていません。

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　園は保護者に対して、入園説明会で「入園のしおり」に基づいて保育の基本方針を説明しています。年2回の
クラス懇談会で、園に対する要望、意見を聞いています。以前、保護者から子どもの夕食を試食してみたいと
いう意見があり、夕食会を実施しました。そして、感想をアンケートとして集計しました。園便りには月の予定や
お知らせ、お願いも記載されています。園長は、登降園時の保護者とのコミュニケーションを大切にして信頼関
係を築き、保護者に園の保育方針が理解されるように心がけています。「入園のしおり」には、理念、保育の基
本方針などを掲載し、玄関入り口には保育理念を掲示しています。
　0、1歳児は連絡ノートを利用して睡眠、排泄、食事などについてきめ細やかに家庭と情報を交換しています。
2歳児以上は各クラスの下駄箱の上にあるホワイトボードに子どもの様子、活動内容を記載して保護者に伝え
ています。さらに、カレンダーも掲示して、行事や活動に変更がある場合は記載して知らせています。保護者と
の個別の面談は保護者からの希望があれば随時受け付けています。懇談会は年2回行っています。年度初め
は、クラスの保育の進めかたや内容、一年間の予定などを伝え、年度末には1年間の活動報告や子どもの成
長を説明しています。
　保護者の相談には、いつでも応じています。保護者の希望や相談内容によっては園長室を使ってプライバ
シーを尊重し、部屋のドアには面談中のプレートをかけています。相談は2名の職員で対応をして、内容によっ
ては主任や園長が同席しています。また、子どもの心身についての相談など内容によっては専門機関などか
らアドバイスを受けられるようになっています。相談の内容は、子どもが児童相談所などにかかわるような相談
である場合は、園長が通常の相談記録とは別にファイルにとじています。個人面談記録の内容は職員会議で
周知され、どの職員でも同じ対応ができるようにして、園全体でフォローするようにしています。職員はカウンセ
リングの研修に参加してスキルの向上に努めています。
　園便りを定期的に発行しています。園便りは月の行事予定や保育の取り組み、お願い、お知らせなどの内容
になっています。クラス便りは年4回発行し、子どもたちの面白いエピソードなども交えています。保育の活動内
容について、クラスごとの下駄箱の上にあるホワイトボードにその日の活動の様子などが書いてあり、お迎え
時に保護者に読んでもらうようにしています。クラス懇談会では、子どもの成長の様子や園での様子がわかる
ように動画や写真を使って保護者に伝えています。
　年度初めに年間行事予定を配付して、保護者が行事に参加しやすいよう配慮しています。園便りにも行事の
お知らせを掲載しています。3～5歳児の保育参観は体操教室、製作、子どもと保護者が一緒に遊ぶという3日
間とも違う内容で行われています。0～2歳児は年間を通して保育参観を受け入れています。3～5歳児の保育
参観の参加率はほぼ100％となっています。なお、懇談会に参加できなかった保護者には、内容を記載したレ
ジュメを渡して、口頭でもわかりやすく説明をしています。
　保護者組織はありませんが、5歳児クラスの卒園に関する保護者のミーティングなどの活動に園の部屋を提
供しています。また、謝恩会には職員も招待され参加をしています。保護者は、卒園クラスの子どもたちの入園
から卒園までのビデオを作成しています。保護者側から、場所、時間、設備などの要望があれば提供していま
す。保護者とは挨拶をするなど、ふだんからコミュニケーションを取りやすく話しやすいよう職員は配慮をしてい
ます。例えば、運動会のときのお手伝いを園便りで募ると、片づけ、グラウンド使用後の整備などを保護者も積
極的に手伝っています。園では、保護者と信頼関係が築けるように、日々のやり取りをしています。

A
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領家キッズ保育園

評価領域Ⅲ　地域支援機能

B

B

　園では、地域住民に向けて園の役割や取り組みを知ってもらうため、園外の掲示板に行事予定表を掲示して
います。特に夏祭りや運動会の時期には、自治会の掲示板にポスターをはってもらうなど、地域住民の協力を
得て、行事への参加者を募っています。さらに園外の掲示板には、通常保育や一時保育、入所の手続きの申
請支援などの案内を掲示し、地域の子育て家庭への情報提供に努めています。また、地域の子育てに悩む保
護者からの電話相談には随時に対応していますが、事業としての位置づけはないことから、今後、育児相談を
検討することがあれば、あわせて保護者の便宜を踏まえた相談日を設定されるとよいでしょう。
　園では、地域住民や保護者からの相談内容によっては、ほかの専門機関と連携する必要があることから、泉
区こども家庭支援課、戸塚地域療育センター、福祉保健センター、児童相談所などの連絡先をリスト化して事
務室に掲示しています。職員には周知し、連携の必要があればすぐに連絡できるようにしています。専門機関
の窓口に応じて担当職員を決め、日ごろから電話で連絡をとって、助言や指導を受けられる関係があります。
また、戸塚地域療育センターが巡回指導で来園する際は、職員が個別の事例を相談し、助言をもらうなど、顔
の見える関係づくりに努めています。

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、地域で子育て支援に取り組むメンバーで構成する子育て支援ネットワーク連絡会や泉区内の園長
会などに職員が参加して情報交換をすることで、ニーズの把握に努めています。また、園長は自治会の会合に
参加して、定期的に保育園に対する要望を聞くよう努めています。園では地域の子育てニーズに応じて一時保
育を実施していますが、利用している保護者とのコミュニケーションを通じて、要望や意見を聞くようにしていま
す。園では事業の優先度で一時保育に重点を置いていることから、現在、相談事業には取り組んでいません。
地域の子育て支援において育児相談は重要な活動なので、将来に向けて検討してみてはいかがでしょう。
　園が把握した子育て支援ニーズは職員会議で取り上げ、今後の事業の検討に役立てています。このような
検討の結果、現在、園では一時保育に取り組んでいます。一時保育はパート就労や通院などで週3日以内で
利用できる「非定型保育」、育児に悩む保護者支援で月3回利用できる「リフレッシュ保育」、保護者の病気、入
院などの緊急時に14日以内利用できる「緊急保育」があります。地域の保護者を対象とした子育てや保育に関
する講習会については、一時保育や園長会でのニーズを把握しながら、今後、検討していかれることを期待し
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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領家キッズ保育園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園では、保護者が知りたい情報をわかりやすく伝えるため、園独自の媒体として入園のしおり、園便りを作成
するほか、ホームページを開設し、保育方針、保育園の概要、一日の流れ、年間行事などを紹介し、随時情報
を更新しています。外部の情報提供媒体では、泉区の幼稚園・保育園の紹介サイト「いずみっこひろば」での
情報提供を行うとともに、民間の保育園紹介サイトが独自に提供する情報の精査を行い、間違いがあれば指
摘するなど、保護者に正しい情報が伝わるように努めています。延長保育、一時保育については、時間、料金
などを紹介するチラシを作成しています。また、職員体制は、ホームページで紹介するほか、園内掲示に職員
一覧を示しています。
　利用希望者は保育園のことを知らない方が多いことから、電話での問い合わせについては、園のしおりをも
とに、わかりやすい説明を心がけ、実際に園を見学できることを伝えています。また、その場での回答ができな
い場合、相手の同意を得て、折り返しの連絡をするようにしています。見学の受け入れにあたっては、午睡の
時間を除いて、可能な限り利用希望者の都合に合わせるようにしています。見学者への対応は園長が行い、
入園のしおり、年間行事予定表、延長保育料金表をもとに説明するとともに、実際の保育の内容も見てもら
い、子どもを預けることに対する不安の解消に努めています。

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

　園で行う「運動会」や「秋まつり」には、自治会を通じて地域住民を招待するなど、行事を通じて子どもたちの
様子や園の取り組みを知ってもらう機会としています。さらに地域住民との関係づくりのため、園と自治会で
「かき氷機」やもちつきの「きね、うす」など備品の貸し借りを行うほか、園長は自治会の会合に参加し、園の情
報提供に努めています。学校教育との連携では、小中学校の職業体験を受け入れ、保育の仕事を理解しても
らうほか、新任の小学校教諭の一日研修も受け入れています。近隣住民との友好な関係を維持するため、子
どもたちが畑で収穫した野菜をおすそ分けするなどして園の活動に理解と協力を求めています。
　子どもたちが、日常的に地域の中での生活を実感できるよう、園からほど近い地区センターや公園、ログハ
ウスなどに散歩で出かけ、遊びに来ている近隣の親子と交流しています。散歩に出かけるときは、道で行き交
う住民に「こんにちは」と挨拶を交わしています。園では、近隣園と園児との交流を目的に、園対抗の相撲大会
や園庭遊び、プール遊びを共同で行っています。園長は、幼保小連携会議に参加し、子どもをめぐる地域課題
の共有と対策の検討を行っています。小学校入学を間近に控えた5歳児は、近隣の小学校を訪問し、学校案
内を受けたり、交流会に参加し、小学生との交流を深めています。

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

　園には、ボランティア受け入れのためのマニュアルとして、「実習生、ボランティア手引き」の冊子が整備され
ています。受け入れ担当者であるリーダーが、オリエンテーションにおいて、この冊子を使って園の受け入れの
方針や、守秘義務などについて説明し、順守してもらうよう求めています。ボランティアは職業体験を目的とし
た地域の小中学校の生徒です。日程が決まると、園便りや掲示で保護者に説明するとともに、職員に対しては
受け入れ上の具体的な対応を説明してもらうようにしています。なお、ボランティアの活動を把握するため、活
動の記録をとるとともに、終了時、園長を交えて反省会を行い、ボランティアの気づきや意見を把握するよう努
めています。
　園には、実習生の受け入れのための実習生指導マニュアルとして、「実習生の手引き」の冊子が整備されて
います。実習が実りあるものとなるよう、養成校の担当者との意見交換を適宜に行っています。実習に入る前
にオリエンテーションの日を設け、実習生に保育課程や園便りで園の保育内容を説明し、事前学習に努めても
らっています。保護者には実習の前に園便り、掲示板で周知するとともに、職員には実習生を同僚として扱い
ながらも適切な指導、助言を行うよう求めています。実習最終日には、園長と実習担当職員が参加して、反省
会を開いています。反省会は、実習生の振り返りの機会とするとともに、意見などを求めて園の運営に生かす
機会にもしています。
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領家キッズ保育園

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

　園の職員配置は、日常的なOJT（園内研修）の実施を前提に、中堅以上の職員と新人職員との組み合わせ
を原則としています。この配置に支障が生じるような場合、予算との兼ね合いを図りながら採用を検討していま
す。採用については、公私の職業紹介事業者に依頼するとともに、新人職員は保育士養成校に依頼していま
す。園長は、職員の自己評価やキャリアパスを踏まえ、職員との個人面接を通じて人材育成計画を作成し、次
代を担う職員の育成に努めています。自己評価の一環として、園長は職員と面接し、次年度の課題・目標を設
定し、当該年度が終了した面接の際、目標に向けての実践の検証・評価を行っています。
　園では、毎年、研修計画を作成しています。計画の要件に該当する研修案内を職員に回覧して、希望を確認
のうえ研修に派遣しています。派遣にあたっては、シフト上で配慮するなど、研修に参加しやすい体制を整えて
います。園内研修は、月1回の職員会議の一部を研修にあてるなど、弾力的に開催して職員の学習機会を確
保しています。泉区や関係団体が開催する研修会、研究大会に職員を派遣し、その成果を研修報告として提
出を求め、振り返りの機会としています。月1回の職員会議では、研修に参加した職員が研修報告を行い、職
員全体への情報の共有に努めています。なお、研修で得た「サンクスカード」（ほかの職員の良い点をカード
化）や「エピソード記述」（子どもの行動の記録）などの導入を図り、園の運営に反映させています。
　業務上のマニュアルは非常勤職員にも配付し、入職時のオリエンテーションで説明しています。職員配置は、
各クラスに指導担当者を配置し、ＯＪＴを通じて非常勤職員に日常業務の指導、助言などを行っています。クラ
スの中で業務上の課題が見つかれば、クラスごとに非常勤職員の意見も参考に改善に取り組み、必要に応じ
て職員会議で検討し、全体で改善策を検討するよう努めています。年度末には、非常勤職員も含む職員会議
を開催し、１年間の振り返りを行い、改めて業務手順などを確認しています。これを踏まえて次年度の事業計
画や、保育課程、年間指導計画などに反映するようにしています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は、年度末に自己評価を行い、一年間の振り返りを行っています。園長は、この評価表を踏まえて園長
による他者評価を行っています。職員は次年度の目標を設定して、次年度の保育に取り組んでいます。園で
は、次年度の事業計画、保育計画などに反映させるため、自己評価や職員会議の結果を踏まえて、園全体の
自己評価を行っています。会議や園内研修では、保育の質の向上のため、園内や研修で得た事例をもとに研
究・検討を行っています。外部の専門的な視点から日常の保育の振り返りを行うため、リズム運動やリトミッ
ク、絵本の読み聞かせなどの外部講師を招いて、指導・助言を受けています。
　園では、保育課程に基づき年齢別に年間指導計画を作成しています。同計画には、保育目標を設定して年
間を4期に分けて、ねらいと養護、教育、食育、健康・安全、環境設定、配慮、保護者支援について記述し、期
の終了後には自己評価を行う仕様となっています。年度末には振り返りを行い、次期の計画に反映していま
す。月間指導計画は、年間指導計画に基づいて作成されています。月間指導計画には、月のねらい、年間指
導計画の各項目に加えて環境・構成、予想される子どもの活動、配慮と関連づけた様式になっています。これ
らの様式を活用しながら、職員は自己の実践と振り返りを行い、計画に反映できるようにしています。
　クラス担任は、クラスごとに保育日誌に記述した自己評価を踏まえて前月の評価を行い、次月の月間指導計
画に反映しています。月ごとの評価をもとに年間指導計画において年間の評価を行っています。これらの自己
評価は、全体カリキュラム会議に報告され、協議のうえ全体の評価と課題の抽出につなげています。これらの
作業の結果、園では職員のモチベーションを高めるため、他者の良いところをカードに記す「サンクスカード」を
導入しています。保育実践の面では「エピソード記述」を導入し、職員の気づきを促し、保育の質の向上につな
げています。年度末に行う園の自己評価は、年度当初の園便りで公表し、保護者に周知しています。
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　職員に求める業務水準は、キャリアパスの要件の中で、経験、能力、習熟度に応じた評価項目として示して
います。園長、主任は、必要に応じて指導、助言をしながら、職員の自主性を尊重して、担任職員が中心となっ
てクラスの運営を行うなど、業務の権限を委譲しています。園長は、職員との個別の面談を通じて意見を求め
るほか、非常勤職員も参加する職員会議で、日ごろの保育で気づいたことや改善すべきことを話し合い、園の
運営に反映しています。職員の満足度や要望を把握するため、自己評価表を活用しながら、年2回の理事長、
園長による個別面接を行い、職員のやる気を引き出す運営に努めています。

A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持
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領家キッズ保育園

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

　職員が守るべき法・規範・倫理は、就業規則、職員規約に明文化し、園長が入職時や年度当初の職員会議
で説明し、職員全員で確認し合っています。園の運営状況はホームページで公開するとともに、財務状況は福
祉医療機構のホームページにおいて社会福祉法人の現況報告として情報公開されています。職員会議では、
泉区内園長会で提供される資料や、新聞記事で紹介されている不祥事の事例を検討テーマとして取り上げ、
職員の意識啓発とマニュアルによる手順の確認を行っています。
　残食を肥料として再利用するために市販の処理機を導入し、園の畑や樹木の肥料として活用しています。園
では、この活動を通じて、ごみの減量とリサイクルを実践するとともに、園便りで紹介することで、保護者に対す
る普及・啓発にも努めています。省エネ対策としては、エアコンの設定温度を決めて室温管理をするとともに、
使用していない部屋の電気をこまめに切るよう心掛けています。夏場には、曜日によってプールの水量を調整
するなど、節水に努めています。また、日差しの強い日には、園庭に遮光ネットを張って、子どもたちが自然な
形で涼をとれるよう環境を整備しています。牛乳パックやペットボトルは、保育の製作材料として再利用してい
ます。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　園の保育理念、保育方針、保育目標は保育課程に示し、年度当初に職員に配付しています。また、職員が
日常の保育の中で保育目標を意識して業務につくことができるよう、保育室の目立つところに、「保育目標」を
掲示しています。園長は、職員の入職時のオリエンテーションや、年度当初の全体会議で保育理念、保育方
針、保育目標の説明を行うとともに、職員全員で読み合わせを行っています。なお、園長は個別面接において
職員の保育理念の理解の度合いを確認しています。
　園の行事など保護者、子どもたちにかかわる事業内容の変更は、全保護者を対象として、年2回開催する懇
談会、個人面談の場で説明し、意見を聞いたうえで、今後の計画立案の参考としています。保育園の運営は、
国や自治体の政策によって影響を受けることから、「子ども・子育て支援新制度」など、制度や政策の方向性を
説明して、保護者の理解を得るよう努めています。また、保護者に知ってほしい事項は、懇談会などの会議で
の説明のほか、園便りや掲示板などを活用して、周知に努めています。栄養士と職員が共同でメニューを検討
するなど、園運営で必要な事項はワーキンググループを設置し、職員会議に報告するような検討の仕組みが
整っています。
　園では、主任クラスの職員がスーパービジョンの理論、技術を学習できるよう、泉区が提供する主任クラスを
対象とした研修に該当する職員を派遣しています。派遣にあたっては、園におけるキャリアパスや研修計画を
踏まえながら、スーパーバイザーを計画的に養成できるよう配慮しています。主任クラスの職員はクラスを担
任し、OJTを通じて経験年数の少ない職員に対して指導、助言を行い、園の保育水準の向上に努めています。
同時に、主任は個々の職員の職務上の負荷や疲労の度合いを勘案しながら、適切なシフト編成になるよう努
めています。

A

A
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　事業運営に影響のある情報については、泉区や関係団体から提供される制度・政策関連資料によって把握
しています。政策情報は地域性を踏まえて分析する必要があることから、泉区内の園長会に参加して協議し、
そこで得られた情報を職員会議で周知するよう努めています。職員会議では、保育政策の方向性や日々の事
業で得られる保育ニーズを踏まえて、園における課題を話し合い、今後の事業展開について検討しています。
検討にあたっては、財務の側面や、職員の負担の側面から判断していく必要があるので、必要に応じて公認
会計士や社会保険労務士の意見も参考にしています。
　園では、キャリアパスや研修計画に基づき、次代のリーダー層の育成を計画的に進めています。次代の組織
運営の仕組みは、地域の保育ニーズや行政の政策・予算の方向性を踏まえ、職員会議で次年度の事業計画
立案の課程で検討しています。事業計画の検証・評価は職員会議で行い、事業報告にまとめています。検証・
評価にあたっては、主観的な判断のみに頼らないよう、公認会計士や社会保険労務士の専門的な助言を参考
としています。園では行政の予算方式に応じ、単年度の事業計画を立案しています。一方、行政も中長期的な
政策の方向性を示すようになっていることから、園の安定的な運営方針に資するためにも、中長期の計画を作
成してはいかがでしょう。
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領家キッズ保育園

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

  ピロティーでは、子どもたちが柔らかいウレタンマットの上や、滑り台などで遊んでいます。調査員が入っていく
と、初めて会う人に驚いて、保育士のそばに行ったり抱きつくなどの光景が見られました。「おはようございます」
そう言って保育士が子どもたちに挨拶を促すと、頭を少し下げたり、手を振ったりして挨拶をしてくれました。保育
士が本を読むと、両手をあげて拍手をしたり、物語の擬音に合わせて体を動かしたり、擬音を言うなど自分の表
現を楽しんでいます。
　食事の時間は、保育士が「はい、もぐもぐしてくださいね」、子どもの食べる様子にあわせて「あーん、ぱくっ」
「こっちも食べてね」など、一人一人に合わせた言葉がけをしています。そして、食べられなかった食材が食べら
れたり、上手に口に入れることができると、「おりこうさんね」とほめたり、子どもが食べたいものがあると「ん～ま
～」と自分の気持ちを保育士に伝えています。保育士同士は、子どもたちの様子を見ながら「○○ちゃんも、食べ
られるようになっているね」と話をして情報を共有しています。
　午睡から目覚めた後、おやつの時間になりました。保育士がおやつを発表すると、子どもたちは声をあげ喜ん
でいました。保育士は、まだ自分を上手に表現できないこどもたちの様子から、「～かな？」と子どもに優しく声を
かけてコミュニケーションを取っています。

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。

【０歳児】

【１歳児】

【２歳児】

  １歳の子どもたちの保育室は、低月齢と高月齢の子どもを保育室を分けています。朝、CDの曲に合わせて１歳
児みんなで楽しそうに踊っています。曲に合わせて声をあげたり、保育士の動きを模倣したりするなど、元気に体
を動かしています。保育士は、子どもが声をあげたり、動きが上手にできたり、皆で同じ動作ができると、「すご
い、みんな素敵」と褒めています。保育士の言葉を聞いた子どもも嬉しそうに笑ったり、「アアー」「できた」と自分
でアピールをしていました。
　食事の時間は、とても落ち着いて食事をしています。低月齢のグループは汁物を子どもが飲む前に、「あちちだ
から、ちょっと待っててね」と保育士が子どもに話をしていました。果物の好きな子どもは果物を指さし、自分が早
く欲しいとアピールをしています。保育士は「○○ちゃん、大好きなんだね、どうぞ」と渡すと、子どもは果物をつま
んで保育士に見せていました。高月齢のグループでは、「ニンジンが隠れてる」という子どもの声に、保育士が
「先生もおなかがすいてきちゃった」と言うと、子どもが自分のスプーンを保育士にわたして、どうぞをしていまし
た。「○○ちゃん、貸してくれるのありがとう」　そう言われると子どもは満足そうにニッコリと笑顔を見せていまし
た。
　午睡のときに、子どもが突然泣き出しました。ほかの子どもが起きないように保育士は自分のそばに子どもを
寄せて、子どもが落ち着くまで体をやさしくなでたり、トントンしていました。

  2歳児は、給食後、午後3時までは午睡の時間です。保育室に入ると、保育士がカーテンを開けて子どもたちに
「おはよう」と声をかけて、起こしています。すぐに起きる、なかなか目を覚まさない、寝覚めが悪いなど、子どもに
よって起きるときの状態はさまざまです。寝すぎて生活リズムが狂わないよう、保育士は起きない子どもに辛抱
強く声をかけたり、体をゆすったり、抱っこしたりして、寝覚めを促しています。起きた子どもは順番にトイレに行
き、その後はお着替えをしました。
　保育士は、おねしょしをした子どもに、ほかの子どもにわからないよう配慮しながら、着替えを手伝っています。
みんなが着替え終わったところで、紙芝居の始まりです。子どもたちは、保育士の前に集まり、夢中になって物語
を楽しんでいます。紙芝居をしている最中に、ほかの保育士はおやつの準備をしています。紙芝居が終わったと
ころで、おやつの時間です。今日のメニューはお好み焼きと牛乳です。保育士は「おいしい、お好み焼きだよ」と
言いながら、子どもたちが座るテーブルにおやつを配っています。配り終わったところで、みんなで「いただきま
す」をします。フォークで勢いよく口に運んだり、手でつかんで食べたり、みんなおいしそうに食べています。おや
つの後、いつもは園庭で自由遊びをしていますが、あいにくの雨のため、今日はホールでおもちゃ遊びをします。
子どもたちは自由におもちゃを選んで遊んでいます。
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【５歳児】

　保育室内では、子どもたちが松ぼっくりに絵の具で色付けをしています。「何に使うの？」と調査者が聞くと、「こ
れはね、宝探しの宝に使うんだよ」と説明してくれました。トランプ遊びをしているグループは神経衰弱で楽しんで
います。2、3人の男のグループはキッチンセットで調理しています。そのほかジグソー遊びのグループ、押し入れ
の下のコーナーで遊んでいるグループなど、自分たちの好きな遊びで楽しんでいました。
　しばらくして保育士が、「みんなの遊んでいるものはいったんしまおうね。今度はみんなでほかの遊びをします
から」と言って、いろいろ遊んでいるものを子どもたちが片付けます。そして、保育室の中央に、一昨日作った段
ボールの家を置きます。保育士は、色紙、画用紙、折り紙、ひも、新聞紙、大きな紙などの材料を出して、子ども
たちに段ボールの家に飾ったり、ほかのものを作ったり、自由に使って良いことを伝えています。
　子どもたちの中には段ボールの家の中に入って遊ぶものを作ったり、段ボールを飾る絵を描いたり、自分の好
きなバッグを作ったりするなど、さまざまな遊びをして盛り上がっていました。
　訪問調査初日に調査員も給食を一緒に食べました。保育士が「今日はお客さんがいっしょに食べますよ。どの
グループで食べたいか、じゃんけんで決めてね」と言って、じゃんけんをして決めました。お代わりをする子どもが
かなり多くいました。みんな楽しく会話をしながら食べていました。

　訪問調査初日は雨で、子どもたちは保育室の床にビニールテープで土俵を作り、相撲大会をしていました。訪
問調査2日目も雨で、「みのむし作り」をしました。保育士が「今日は、みのむしさんを作るよ。折り紙を切って、チョ
キペタ遊びですよ」などと話し、順番にトイレに行かせてから、本格的な作業に入ります。
　丸や三角の形に切った折り紙を子どもたちに配り、それをなくさないように各々製作箱に入れておきます。そし
て、「丸い形の紙は、みのむしさんのお顔ですよ。コーンみたいな三角の紙はみのむしさんの体になりますよ。み
のむしさんの帽子や顔はこんなふうに・・・」と保育士が見本を作りながら、説明をしています。子どもたちは、保
育士の手元を真剣に見ています。「さあ、みんなも描いてください」と促し、子どもたちはクレヨンで思い思いに描
いていきます。そして、体に別の折り紙をいくつか切ってはり、洋服を作ります。
　その次は、「今からはさみを使います」と言って、保育士の目が行き届くように、グループごとにはさみを使いま
す。補助の保育士も安全に行えるように見守っていました。
　給食は、「時計の針が2の所に来たら、ごちそうさまをする人は静かに絵本を読んでいてください。お代わりをす
る人はどうぞ」など保育士が話しています。みんな楽しい会話をしながら食べています。調査員の隣の子どもが
「このみそ汁の中の柔らかいものなあに？」と聞いたので、「これはお麩というんだよ」と教えました。

【３歳児】

【4歳児】

  訪問調査初日、午前中は散歩の予定でしたが、外はあいにくの雨です。子どもたちは保育室でジグゾーパズル
を楽しんでいました。三人一組で、大きめのピースを床において行うグループ、下絵のない小さめのピースを机
において行うグループ、それぞれ子どもたちが自主的に選んで遊んでいます。各グループが完成したところで、
保育士が「みんな協力して、片づけましょう」と言うと、子どもたちは「はーい」と答え、一斉に片づけを始めまし
た。片づけている最中に、男の子ふたりがピースの取り合いになりました。保育士はそっと様子を見守っていまし
たが、ころ合いを見計らって二人の間に入り、仲直りをするよう双方に声をかけていました。
　片づけが終わると、リズム体操の時間です。保育士の振り付けを見ながら音楽に合わせて体操します。子ども
たちは、大きな声で歌いながら、手を大きく開いたり、片足立ちをしたり、手拍子やジャンプをしたりと、みんな楽し
そうに思いきり体を動かしています。保育士は注意深く見守りながら、「大きく手を開こう」「○○ちゃん、隣に気を
つけて」などと声をかけています。
　給食までの待ち時間に絵本の読み聞かせをしています。子どもたちは椅子に座って、保育士が読んでくれる物
語に熱中しています。保育士は物語に登場する豆腐とこんにゃくを指して、「どっちが好きかな？」と質問すると、
「どっちも好きー」と子どもたちは答えます。読み聞かせの最中、他の保育士は給食の準備をします。給食の時
間、子どもたちは、保育士が配膳した給食をトレーで自分の席まで運び、そろった順に「いただきます」と言い、給
食を食べ始めました。「給食は好き？」と聞くと、「おいしいから大好き」と答えが返ってきました。
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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

1.4%

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）

60.6% 36.6% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

60.6% 38.0% 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

47.9% 36.6% 7.0% 1.4% 5.6% 0.0%

その他： 「入園時に面接は特になかった」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

52.1% 40.8% 2.8% 0.0% 4.2% 0.0%

その他： 「覚えていない」などのコメントがありました。

0.0%

その他： 「行っていないので、わかりません」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

70.4% 28.2% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0%

①見学の受け入れについては
78.9% 15.5% 0.0% 0.0% 5.6%

その他： 「よくわからない」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

無回答

67.9% 32.1% 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

16.9% 57.7% 15.5% 7.0% 2.8% 0.0%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が58人（81.7%）、「満足」が11人
（15.5%）で「満足」以上の回答は合計69人（97.2%）でした。

　自由記述では、「とても良く子どもを見ていただいています。相談しやすい雰囲気です」「子
どもをたくさん伸び伸び遊ばせてくれる。保護者の視点に立った対応」「保育スタッフの雰囲気
が良い。清潔感がある。明るい」「先生たちの関係が本当に良い感じで、子どもを安心して預け
られます。朝は園長先生が元気よく、おはようと迎えてくれるので、子どもも一気に元気になり
ます。子どものことだけでなく、しっかり保護者の気持ちも考えてくれます」といった感謝の声
が多く聞かれます。

　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5① 施設設備については」で、それぞれ
100%の保護者が「満足」「どちらかといえば満足」と回答しています。

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

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：平成 29年 8月 18日  ～  平成 29年 9月 1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： 86 回収数： 71 回収率： 82.6%
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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

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

71.8% 16.9% 8.5% 2.8% 0.0% 0.0%

その他：

1.4%

その他： 「まだ始まっていない」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

76.1% 19.7% 4.2% 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

69.0% 18.3% 2.8% 0.0% 8.5%

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

78.9% 21.1% 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

73.2% 23.9% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0%

その他： 「０歳児のため、わからない」などのコメントがありました。

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

64.8% 28.2% 5.6% 0.0% 1.4% 0.0%

①給食の献立内容については
64.8% 28.2% 4.2% 2.8% 0.0%

その他： 「よくわからない」というコメントがありました。

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

0.0%

その他： 「保育中を見たことないのでわからない」というコメントがありました。

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

64.8% 28.2% 4.2% 0.0% 2.8% 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

69.0% 28.2% 1.4% 0.0% 1.4%

その他： 「わからない」などの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

73.2% 22.5% 4.2% 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）

74.6% 21.1% 2.8% 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

83.1% 12.7% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%

①クラスの活動や遊びについては
（お子さんが満足しているかなど）

71.8% 25.4% 2.8% 0.0% 0.0%

その他：

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
望が活かされているかについては

47.9% 39.4% 5.6% 2.8% 2.8% 1.4%

①年間の保育や行事についての説明
には

66.2% 31.0% 2.8% 0.0% 0.0%

その他： 「今年入園したので、まだ不明」などの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
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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

「よくわからない」というコメントがありました。

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

83.1% 11.3% 1.4% 0.0% 1.4% 2.8%

その他：

2.8%

その他：

⑥保護者からの相談事への対応には
63.4% 32.4% 1.4% 0.0% 0.0% 2.8%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

66.2% 26.8% 2.8% 1.4% 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

59.2% 28.2% 9.9% 1.4% 0.0% 1.4%

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

70.4% 26.8% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4%

その他：

1.4%

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

71.8% 21.1% 5.6% 0.0% 0.0% 1.4%

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

66.2% 32.4% 0.0% 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

54.9% 35.2% 8.5% 1.4% 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

69.0% 23.9% 7.0% 0.0% 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

76.1% 22.5% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
83.1% 16.9% 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



 

1 - 25

問7 職員の対応について

問8 保育園の総合的評価

15.5% 1.4% 0.0% 1.4%

1.4%

その他： 「まだ伝えたことがない」というコメントがありました。

総合満足度は
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答

81.7%

⑤意見や要望への対応については

63.4% 31.0% 1.4% 1.4% 1.4%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

80.3% 16.9% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4%

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

50.7% 16.9% 2.8% 0.0% 23.9% 5.6%

その他： 「身近にいないため不明」などのコメントがありました。

1.4%

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

80.3% 16.9% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

81.7% 14.1% 2.8% 0.0% 0.0%

その他：

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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　本園は開園してから14年目を迎えました。
　第三書評価は初めての受審となります。
今回の受審を機会に全職員が日頃の保育の見直しや課題を共有し、今後に向けて一人一人が何をする
べきか、課題や目標が具体的に見えてきたことが大変有意義だったと思います。
　まず、自己評価の検討から始まりました。全職員が個々に評価を行った結果を乳幼児リーダーが厳
密に集計し、園の評価を行いました。今回の作業の中で最も時間のかかる作業ではありましたが、大
変勉強になりました。
　その後、アンケート調査、訪問調査と緊張する日々が続きました。
しかし評価調査者の方による、わかりやすい分析と評価していただいたことに感謝申し上げるととも
に、この経験を今後の保育業務に役立ていきたいと思っております。
　そして、この評価を真摯に受け止め保育の向上を目指し職員一同更なる努力する所存でおります。
　最後にお忙しい中アンケートにご協力くださった保護者様に心より感謝申し上げます。

事業者からの意見
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