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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 4月 27日～平成29年 9月 11日）

評価方法

（結果に要した期間 11ヶ月）

別所保育園

平成30年3月16日

　運営主体は社会福祉法人芳浄会です。開園は昭和53年5月で40年目を迎えました。京浜急行または横浜市営
地下鉄「上大岡」駅から路線バスで6分、最戸町下車徒歩4分ほどの所にあります。定員は90名（平成30年1月現
在98名在籍）で、延長保育、障がい児保育、を実施しています。
　近隣の環境は古くからの住宅が道路沿いに広がる一方、駅にも比較的近く丘の上にまで新興住宅が増えてき
ている地域です。園は丈夫な体をつくる、豊かな心を育てる、自発活動を身につける、を保育目標として、小学校
に行っても困らない、をモットーとする保育指導をしています。子どもたちは適度に広い園庭にある大型遊具やさ
まざまな遊具を活用して活発に遊びを楽しみ、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 7月 4日～平成29年 7月 18日）

（実施日：平成29年 10月 3日、平成29年 10月 4日）

送付方法・・・園を通して保護者へ配付
回収方法・・・評価機関宛に保護者より直接郵送

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、栄養士）、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長）、保育観察、書類確認

株式会社　学研データサービス

園長、統括主任が合議しながら作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：平成29年 10月 3日、平成29年 10月 4日）
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　保育課程には、保育理念に「児童福祉法の理念に則り、子ども一人ひとりを大切にし、保護者や地域から信頼
され愛される保育園を目指す」として、「保護者、地域などへの支援」の項目に「育児相談、保育参観を随時行
う」、「地域の行事への参加」の項目に「地域社会福祉協議会・町内会との連携」を表明し、子どもと地域との日常
的な交流を通じて、地域の理解を深め、子どもの生活の充実を図ろうと努めています。2年ほど前に園を囲む塀
を作り変えた際に従来あった外に向けた看板を撤去したままになっています。可能であれば通りに近い外塀に
掲示板を用意し、園庭開放や育児相談、育児講座、園行事の案内など、できることを案内し、積極的に情報発信
することで、園の地域の子育て家庭への支援のアピールにつながり、参加者増も期待されます。再度の掲示板
の復活を検討されてはいかがでしょうか。

《事業者が課題としている点》

　職員全員を対象にした一斉研修の機会をなかなか設けることができないため、今後はどのように機会を作って
いくか職員と話し合っていきたい。また、各種マニュアルの理解度についても多岐にわたるため、少しずつ改善し
ていきたい。地域への貢献活動については、赤ちゃん教室を開いても参加者が少なく、子育て世代がなかなか
表に出てこないのではないかと感じていることもあり、今後は地域への情報の周知方法などについても考えてい
きたい。

●外に向けた掲示板を復活して、園の地域の子育て家庭への支援をアピールされてはいかがでしょう

　日常保育における児童に対する基準、適切な対応を目的として作成された「児童対応基準」があります。その
中には、「児童の呼称」「指導的な叱り方」「体罰の禁止」「言葉がけ」などについて、子どもの人権を尊重した対
応について記載されています。「児童対応基準」に基づいて、職員は、子どもの年齢が低いころから、情緒や思
いやりの心をはぐくみ、命の大切さを理解し、良いことと悪いことの区別などがつくように、日常の保育の中で言
葉がけをしています。子どもたちは園で生活をしながら、自然に人権を尊重することの大切さがわかるようになっ
てきています。例えば、転んだ子どもが歩くのが遅くなると、「大丈夫？」と声をかけるなど、友達を思いやる様子
が見られました。職員は、子どもの良いところを伸ばし、子ども一人一人を大切に見守って保育を実施していま
す。

●マニュアルの共通認識がさらに進むことが期待されます

　園ではマニュアルを作成し、その内容は職員会議や保育会議などで全職員に伝えていますが、マニュアルが
手元になく内容の認識が十分でない職員もいるようです。また、マニュアルの見直しを職員参加の形で行ってい
ません。今後各種のマニュアルをファイリングしていつでも見られるようにしたり、必要な場所に衛生関係のマ
ニュアルを貼ったりして、職員のマニュアルに対する共通認識を高めていくことが期待されます。また、必要に応
じて職員会議で読み合わせを行って内容を確認する機会を作ったり、職員が日々の実践と照らし合わせてマ
ニュアルの見直しを行ったりしてはいかがでしょう。

○保護者との連携をしっかりとっています

　保護者との連携を図るために、工夫をしています。年度初めに行事予定表を配付し、保護者の参加を条件とす
る行事、さらに家族での参加が望ましい行事については入園説明会やクラス懇談会で説明し、了解を得ていま
す。親子での製作や餅つきなどを実施して、保護者の活躍の場を作っています。クラスだよりにはその月のカリ
キュラムを具体的に記し、現在、活動や生活習慣づくりのどこに重点を置いているかがわかるようにしています。
保護者が運営する「父母会」(保護者組織)があり、年6回程度会を開いています。父母会は、運動会など園の行
事を手伝うだけでなく、交通安全教室や人形劇のイベントなどの手配を行ったり、給食試食会を園と相談して進
めたりしています。父母会から園に対する建設的な意見が出されることもあり、園はその内容を検討して改善に
つなげています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○「学校に行って困らないこと」を念頭に、活動ごとに「目あて」を作り、集中して物事に取り組む力をはぐくんでいます

　活動の前には、子どもたちに「○○をするので、○○をします」という流れと目あてをていねいに説明していま
す。例えば、1歳児では、職員が白い画用紙を掲げ、これから画用紙に好きな絵を描くことを説明し、クレヨンを使
い、さまざまな描き方（点、直線、曲線など）で絵を描いて子どもたちに見せています。ほかのクラスの製作の時
間でも、完成品を見せて、手順を説明します。このように、言葉に視覚をまじえて手順を説明することで、子どもた
ちは、何をどうしたら完成するかを理解しています。作品の完成度はさまざまですが、活動のゴールが見えてい
るため、子どもたちは落ち着いて椅子に座り、集中して取り組んでいます。製作以外にも目あてを作り、園の保育
方針の一つ「学校に行って困らないこと」を念頭に、集中して物事に取り組む力をはぐくむ保育を実践していま
す。

○子どもの人権に配慮した「児童対応基準」があり、子ども一人一人が尊重されています

《今後の取り組みに期待したい点》
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別所保育園

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　

　園の保育理念は、「児童福祉法の理念に則り、子ども一人ひとりを大切にし、保護者や地域から信頼され愛
される保育園を目指す」とあります。保育方針は「子どもにとって安心、安全で、安らぎの場であることを目標と
する」を基本しています。これらは、採用時に配付される「児童対応基準」に沿って職員の意識と取り組みにつ
いて説明しています。また、職員会議でも、日ごろの保育を理念と照らし合わせ実例をふまえて共有していま
す。保育理念、保育目標を園玄関に掲示しています。「学校に行って困らないこと」を念頭に置いて実施される
給食、食育、3歳以上の英語教室、体操教室などのサービス内容は保育方針に沿ったものになっています。
　保育課程は保育理念のもとに、養護、教育、園が力を入れている特色のある保育のほか、園の社会的責
任、人権尊重、説明責任、情報保護、苦情処理・解決などの項目も記載され子どもの最善の利益を第一義に
しています。今年度から土曜保育の時間を延長するなど地域性を考慮した保育を実施しています。保育課程
は、色々な意見を取り入れてしまう事で、職員の保育にぶれが出てこないように園長が作成していますが、保
育内容、指導計画などは職員が子どもの色々な方向性、可能性を考慮し、保育課程に沿って考えています。
保育課程の中の保育理念や保育目標などの大切な事項については入園説明会時に保護者に向けて園長が
わかりやすく説明し、相互理解、協力の大切さを理解してもらっています。
　保育課程に基づき、1期～4期までのねらいに沿った年齢ごとの「年間指導計画」があります。そして、年間指
導計画を基にして「月間指導計画」「週日案」を作成しています。この指導計画を作成するにあたってはクラス
ごとに話し合い、さらに乳児会議や幼児会議で他の職員の意見も取り入れています。園では製作をするとき
に、完成品を見せ、「目あて」を子どもたちに伝えて活動することを大切にしています。指導計画を作成すると
き、例えば「外遊び」という大きなくくりがある場合、どのような外遊びがしたいか、職員が子どもたちの活動の
様子や、子どもたちの興味、意見を汲み上げて計画に取り入れるようにしています。

 　入園決定後に入園説明会を行い、園長が重要事項説明書に沿って園の説明をしています。その際に「面接
票」「家庭調査票」などを配付しています。配付物は家庭で記入し、後日行われる新年度入園面接に持参して
もらっています。面接では、配付した資料や母子手帳を参考に保育士が面接を行って、子どもの様子、保護者
とのかかわりなども観察しています。面接では、子どもの好きな遊び、アレルギー、保護者から園への希望な
どを聞き取り、面接の記録は園長が目を通し、統括主任、主任、担任に周知されています。さらに、職員会議で
個々の子どもの状況について情報交換し全職員が共有しています。面接時に得た情報、例えば子どもの既往
症、アレルギー疾患などは日々の保育に生かされています。
　入園説明で短縮保育について説明しています。短縮保育は、子どもの状況や保護者の就労状況に応じて保
護者と相談のうえ個別に対応しています。0、1歳児の担任は決まっています。子どもの心の拠りどころとなるタ
オルなどの持ち込みにも対応しています。0～2歳児の連絡帳は、園と家庭での子どもの状況がわかるように
なっていて、ときには保護者の気持ちなどが記載されていることもあります。職員は保護者に口頭でも子どもの
様子を伝えたり、保護者の気持ちにも沿うようにして信頼関係を築いています。担任は持ち上がりを基本にし
ています。特に2歳児には、幼児クラスに進級して環境が大きく変わることに配慮して、2月ごろから幼児の園庭
や幼児階のトイレの使用をしたり、ゲームなどでルール、約束に触れる機会を作っています。
　毎月の月間指導計画には、反省と評価（自己評価）の欄を活用して評価、見直しをしています。次の指導計
画を立てる際にクラス内や乳児・幼児・個別などの会議を実施し、職員会議でも情報交換をして、課題があれ
ば解決策を検討するなど話し合いをして、子どもの発達、状況が正確に把握できるようにしています。保護者と
は、連絡帳や日々の会話を通じて要望、意向を得ています。例えば、トイレットトレーニングや離乳食などの
個々の発達による個別の対応が必要なものは、保護者の意見、意向を指導計画に反映させて家庭との連携
がとれ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、「子どものようす」「保育士の配慮・援助」の2つの柱で構成された個別の指導計画を作
成しています。3～5歳児についても、配慮を必要とする子どもがいる場合には、「要配慮児指導計画」を作成
し、関係機関との連携、保護者支援などより詳しく記載をするようにしています。課題のある子どもの情報は職
員会議で全職員が共通理解をして、同じ対応ができるように配慮しています。指導内容は保護者と相談のうえ
見直しをして、職員間でも対応内容を共有しています。トイレットトレーニングや離乳食などの進め方は、保護
者に説明し同意を得て、連絡帳などを活用してそのつど保護者に報告しています。
　入園から卒園までの個人ファイルを作成しています。そこには、「家庭調査表」「乳児調査票」「児童票」「保育
経過記録」などが閉じられています。「児童票」には家庭、子どもの情報と健診状況、歯科健診、心身の発達記
録の情報も記載され、この個別ファイルを見ることで、子どもの園での状況や、成長の記録がわかるようになっ
ています。そして、これらをもとに保育所児童要録を作成して、担任が小学校に送付しています。子どもの情報
は、職員会議などで共有しています。個人のファイルは事務室の中にある書庫に施錠収納し、職員は園長、総
括主任、事務員の管理下で閲覧することができます。

　園内の清掃は専門の技術員が整備につとめ、園の床は毎日「強酸性精製器」によるアルカリ水を使用し掃
除が行き届き清潔に保たれています。園内や保育室には換気扇、空気清浄機もあり、散歩時などは換気のた
めに窓を開放して空気の入れ替えをしています。園内は採光が良く、ホールには天窓があります。各保育室に
はエアコン、温湿度計、空気清浄機などが設置され、園内の温度や湿度の管理は、季節ごとに基準を決めて
行っています。園長は日ごろから「保育は、大きな声ではなく、子どもが集中して聞けるように穏やかな音量で
言葉を伝える」ことを職員に伝えています。近隣からは音についての苦情はなく、子どもたちの活動内容に理
解を得られています。
　0、1歳児のクラスには温水シャワーがあり、シンクを浴槽として使用しています。3～5歳児クラスのある1階に
も温水が出る蛇口があります。沐浴設備は排泄の後や、汗がひどいときにも使用しています。シャワーや温水
は、プールや水遊びのときにも使用しています。0、1歳児のトイレは広々としており、子どもが順番を待つス
ペースが取られています。2歳児からはトイレに仕切りをつけてプライバシーに配慮をしています。トイレは専門
の技術員による清掃がていねいにされています。沐浴設備、シャワーなどは衛生管理マニュアルに基づいて、
使用するごとに清掃し手順などは職員間で伝えられて周知しています。
　0、1歳児の部屋は0歳児は畳の部分で遊具などが用意され、ゆったりとハイハイができ、子どもが落ち着ける
居心地の良い空間になっています。0歳児と1歳児の部屋は、0歳児が座る長椅子で区切られ、0歳児はこの長
椅子で1歳児の方向を見ながら製作や食事をしています。0歳児の食事と活動の場所は畳の空間で、1歳児の
部屋と午睡の場所を確保しています。ほかの年齢の保育室は独立しており、部屋の中を仕切って食事、睡眠
それぞれのスペースを作っています。2階には乳児専用のテラスがあり0～2歳児の交流が日常的に行われて
います。同じように１階の園庭では3～5歳児の交流があります。1階にはホールがあり雨の日などは異年齢で
遊べる空間となっています。

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を受け入れる体制があり、配慮を要する子どももみんなと一緒に過ごすことが楽しいと感
じられるように支援をしています。職員は障がい児保育や統合保育、ADHD（注意欠如多動性障害）、配慮を必
要とする子どもの個別指導計画のたて方などの研修を受講して、研修後は研修報告を行い情報を職員間で共
有するなどしています。特別な配慮を必要とする子どもの受け入れに際し、個別のケースについては職員会議
や保育会議で話し合い情報を共有し、全職員がその子どもに同じ対応ができるように配慮しています。必要に
応じて、園長が保護者と個人面談を行っています。なお、対象となる子どもには要配慮児指導計画を作成して
います。
　障がいのある子どもを受け入れたときには、子どもの特性に合わせ、子どもが園で過ごしやすい環境を考え
て必要なことを職員が手助けし、支援してきています。保護者からの同意を得た場合には、その子どものかか
わる療育機関、専門機関のアドバイスをもとに子どもの特性に合わせて個別の指導計画を作成しています。
園ではその子どもの良いところを伸ばし、生活に支障のないように適切な保育をすることにポイントを置いて、
障がいのある子どもに対する理解を深めています。子どもたちも、自分の身の回りの困っているお友達、例え
ば折り紙が上手にできない子どもに教えてあげるなど、他者を助ける心が育っています。
　虐待の種類、虐待防止、対応のポイント、虐待判断のポイントなどが具体的に記載された虐待防止、対応に
関するマニュアルがあり、職員に周知されています。実際に虐待が見られた場合は南区役所の地域担当保健
師に連絡をしますが、場合によっては横浜市中央児童相談所に通報しています。職員は、午睡や着替え時に
子どもの体に不審なけが、あざがないようにしっかり観察をして早期発見に努めています。園長がケースワー
カーなので、子どもだけでなく家庭支援の必要な保護者の様子から、どのように支援をしていけばよいか担任
にアドバイスをしたり、保護者の相談にのるなどして園全体で見守る体制をとっています。
　園は自園給食で子どもたちに提供をしています。食物アレルギーのある子どもの情報は入園説明会後の面
接で周知し、食物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、保護者にアレルギー疾患生活管理指導表を提出してもらい対応しています。そして、会議など
で子どもの情報を職員間で共有しています。アレルギー除去食を提供する際には、専用トレーに子どもの名
前、アレルゲンの種類を表示して、だれの目にもはっきり区別できるようにしています。献立は保護者にも確認
をしてもらっています。
　外国にルーツのある子どもを受け入れた際には、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、言葉の違いなどに偏見を持たずそのままを尊重して、子どもたちにも話し、みんな仲
良く生活するような環境作りに配慮しています。、例えば宗教上の理由で食べられない食品がある場合は、代
替食材を提供しています。子どもたちは自然な形で友達を受け入れ、違和感なく過ごしています。言葉の違い
で意思疎通が困難な場合は通訳ボランティアに依頼しています。

A

A

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　「重要事項説明書」には、苦情相談の項目が明記されています。苦情受け付け担当者は総括主任、主任、苦
情対応責任者は園長です。そして、第三者委員の氏名や連絡先も明記されています。さらに、権利擁護機関
の苦情解決窓口としてかながわ福祉サービス運営適正化委員会、横浜市福祉調整委員会などの連絡先も玄
関に掲示しています。保護者にはクラス懇談会などで要望などを把握し、日常会話の中でも苦情、要望を進ん
で聞くようにしています。また、各クラスに意見も投函できる鍵付きの箱を備えています。自分で意見を言うの
が難しい保護者には、日々のかかわりの中で信頼関係を築き、保護者が話しやすい雰囲気作りを心がけてい
ます。自分の要求をまだ十分に表現できない子どもには、しぐさや表情から、意思を汲み取るよう努めていま
す。
　苦情や意見、要望などに対する「苦情受付対応マニュアル」があり、保護者から苦情や要望などが寄せられ
た場合には、マニュアルで定めた方法に沿って解決策を検討し、改善を図るなどしています。また、保護者から
要望や苦情があった場合には、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、苦情は必要に応じて職員会議などで全職員に伝達し、解決策を検討しています。寄せられ
た内容は「苦情記録簿」としてファイルにとじて閲覧できるようにしています。
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別所保育園

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】

　自由遊びの時間には、子どもたちはおもちゃや教材などを自分で取り出して遊んでいます。画用紙や折り紙
など自由に使える製作材料も用意しています。0～1歳児にはタオル地の人形やシンプルで遊び込める木製の
おもちゃなどが用意され、2歳児や3～5歳児には積み木やブロックも少しずつ複雑な物にしていくといった配慮
がなされています。保育室内は広く、子どもたちは職員が敷いたビニールシートの上などそれぞれ好きな場所
に分かれ、違う遊びや絵本読みなどをしています。園庭には総合遊具以外にもティーカップ、鉄棒、砂場、小さ
な家などがあり、また園庭の中央には鬼ごっこなどができるフリースペースもあり、子どもたちが好きなことをし
て遊べるようになっています。
　一斉保育と自由保育のめりはりをつけ、午前中の一定時間はゲームや製作などの集団活動を行いますが、
その後は自由に遊べる時間を確保しています。園庭の総合遊具は多くの遊び機能を備えていますが、どう
やって遊ぶかは子ども自身が考え、なわばしごを上向きで移動するなど子どもの発想で遊び方を見つけてい
ます。職員は子どもと一緒にボール投げをしたり、砂場で遊んだり、鉄棒や総合遊具などでは危険のないよう
に見守っています。2歳から少しずつルールのある遊びを導入し、約束を守って遊ぶことや友達とのかかわり
方を学んでいます。また、園では「学校に行って困らないこと」を大きな目標にしており、子どもたちが向上心や
目的を持って物事に取り組むことができるように指導しています。
  正門を入った横の空き地を「雑草畑」と呼び、その雑草畑やプランターできゅうり、オクラ、なす、トマト、えだま
めなどを育てています。4、5歳児は種まきから収穫までかかわり、自分たちで種もとっています。また、毎年か
ぶとむしを飼って、卵から幼虫、成虫になるまでを観察しています。雑草畑ではちょうやばったも観察していま
す。園外保育では、毎年5歳児がさつま芋掘りをしています。また季節に応じて公園に出かけ、花の観賞や落
ち葉拾い、どんぐり拾いをしています。近隣との関係は良好で、子どもたちは地域の人々に見守られ、挨拶を
交わしています。
　楽しく活動することを大切にしています。自分の道具箱は2歳児から持ち、自由に製作できるようにしていま
す。一斉活動での製作では、子どもによってはきちんと座って集中して取り組んだことを評価して、たとえ上手
にできなくても苦手意識を持つことのないよう配慮しています。毎月の歌を決めていますが、子どものリクエスト
に応えてその歌以外の歌も選び、歌いたい気持ちを大切にしています。誕生会では各年齢の子どもが歌や遊
戯を披露しています。運動会や「一年の成長を喜ぶ会」では遊戯を披露しますが、練習は過度にならないよう
に時間を少なめにし、子どもたちが練習の過程を楽しめるようにしています。12月の「べっしょ祭り(文化祭)」で
は、できるだけ家族にも参加してもらい、子どもの展示物を見るだけでなく、廃材を使い親子で木工製作などの
時間を作っています。
　子どもの同士のけんかについては双方の意見を聞き、お互いが納得して問題が尾を引かないように配慮し
ています。異年齢児の子どもとは、自由遊びのときにかかわりを持てるようにしており、午睡後は3～5歳児が
合同で遊んでいます。また、0、1歳児は入園時の月齢によって差が大きいため、クラスを一緒にして、個々の
発達に配慮しながらもお互いに関わる機会を持っています。職員の子どもへの対応については、日ごろから怒
るのと叱るのは違うこと、泣いていても一分もたてば泣いた理由を忘れてしまう場合もあることなどを話してい
ます。そして高圧的な態度をとったり大きい声で話したりすることのないよう、職員同士でも注意し合っていま
す。気になる言動が見られた保育士には、園長が直接指導しています。
　屋外活動を積極的に取り入れ、0～2歳児は2階のテラス、3～5歳児は園庭で遊んでいます。テラスには柔ら
かい毛足の人工芝を敷いており、はだしでも遊べるようになっています。3～5歳児は、園庭で音楽をかけて朝
の体操をしています。テラスにも園庭にも総合遊具があり、特に園庭の総合遊具は、なわばしごやボルダリン
グもついたもので、体力作りに役立っています。公園は走って遊べるところを選び、月に2回ほど出かけていま
す。また、3～5歳児は体操教室が月2回あり、目標を決めずに個々の向上心を養いながらマット、跳び箱、平
均台、鉄棒、縄跳び、ボールなどさまざまな運動に関心を持って取り組めるよう配慮しています。屋外活動に
よって、子どもたちはけがをしない身のこなしを自然に学んでいます。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　子どもの偏食をなくすことを大きな課題としてメニューも工夫してもらっていますが、無理強いはしていませ
ん。また、卒園までに一定の時間で集中して食べられることを目標にし、3～5歳児クラスでは食事に集中する
「もぐもぐタイム」を設けています。授乳や離乳食の時期はゆったりとした気持ちで接し、子どものペースを尊重
して、口の中の食べ物をしっかり飲み込んでから次の一口を入れるようにしています。離乳食、完了食など各
段階への移行は、保育士と調理員が連携のうえ、保護者と相談して個々に進め、時間が合えば調理員も保護
者と直接話しています。5歳児は午睡をしなくなる1月から、おやつ作りに取り組み、できたおやつを他クラスに
も配っています。
　季節に応じた献立のほか、240種類程度のレシピにより、さまざまな食材や味覚を味わえるように配慮してい
ます。毎日デザートに果物をつけています。ひな祭り、節分、七夕、お月見など行事食を取り入れ、子どもにも
わかるように説明しながら食文化を伝えています。また、クリスマスにはもみの木の形をしたミートローフ、端午
の節句にはこいのぼりの形の五目ごはんなど、子どもの目を引く盛り付けも工夫しています。おやつは手作り
を心がけ、ドリンクヨーグルトなどを提供しています。食器は子どもの成長、発達に応じて大きさを変え、定期的
に入れ替えを行っています。
　給食の食べ始め、途中、食べ終わり、おやつ時には調理員や栄養士が毎日クラスに入って喫食状況をチェッ
クし、時には栄養の話をしています。給食日誌には残食量を記していますが、残食はほとんどありません。この
ほか給食日誌には、検食者（統括主任保育士）もその日の献立に対する意見や味付けの評価を記入していま
す。残食量の記録や子どもたちの食事の様子から食事量の加減や子どもの好き嫌いを把握し、盛り付けの量
を変えたり、献立や調理方法を見直したりしています。また、次の献立作成に生かしています。
　献立表は離乳食初期から幼児食までの5種類を作成しています。毎月「きゅうしょくだより」を作成し保護者に
配付しています。献立表をはじめ、一部献立のレシピや離乳食の与え方など家庭で役立つ情報や、食中毒や
ノロウィルスが流行しやすい時期には衛生管理に関する注意点などを記載しています。事務所横に給食のサ
ンプルを展示しています。給食試食会は年に3回実施し、子どもの食べる様子を観察した後、別室で同じものを
食べています。離乳食も試食することができます。試食後には調理員と保護者が意見交換を行っています。さ
らに父母会では試食会のアンケートをとり園に渡しています。
　午睡時にはカーテンを閉め、照明を落とし、オルゴールなどのCDをかけて環境を整えています。0歳児はベ
ビーベッドで、1歳児以降は布団を敷いて寝ています。眠る前にはクラス全員で静かに手遊びなどをして、おや
すみなさいの挨拶をしてから布団に入ります。午睡時間は子どもによって差があるため、眠れない子どもにつ
いては静かに過ごすようにしています。どうしても眠れない子どもは、保育士の休憩室などに移動してもらう場
合もあります。SIDS(乳幼児突然死症候群)の予防のため、0歳児は5分に1回、1歳児は10分に1回呼吸確認を
行っています。また、午睡時もクラスの担当保育士は保育室に残っているため、子どもの様子を複数の保育士
で確認しています。5歳児は就学前の1月からは午睡を行っていません。
　毎月の個別指導計画に、それぞれの子どものトイレットトレーニングの段階や状況についてクラス担任が詳
細に記しています。日々の排泄の状況は、午睡時にクラスの他の保育士と情報共有し、トイレットトレーニング
は家庭との連絡を密にしながら子どもの負担にならないように配慮しています。毎月の職員会議でも、トイレッ
トトレーニングの時間帯について、午睡以外、16時までなどと具体的に伝えています。各保育士に渡してある
「児童対応基準」に、叱りつけや体罰等の禁止を定めており、おもらしなどの失敗の際も子どもの気持ちを傷つ
けないような対応をしています。

A
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　「別所保育園衛生管理・感染症マニュアル」を作成し、保育園内、プール、砂場・園庭の衛生管理方法を定め
ています。保育室は、給食後と保育終了後に毎日拭き掃除をしています。砂や綿ぼこりの除去のため、自動掃
除機能付きのエアコンを設置しています。食器は熱風食器消毒保管庫に格納しています。マニュアルは行政
情報に沿って園長が定期的に見直しを行いますが、職員は見直し作業に携わっていません。しかし掃き掃除
から掃除機への移行など、職員の意見を吸い上げてマニュアルに反映させています。

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】

　業務マニュアルの中に子どもの発熱時の対応と検温などについて記しています。入園時に健康調査票で持
病や感染症歴、予防接種歴を記入してもらい、入園後は保健所の児童健診受診状況や既往症などについて
職員会議や保育会議で情報共有しています。休みの連絡があった場合には、病状などを詳しく聞いて、同じ症
状の子どもがいないかを毎朝チェックしています。食後の歯磨きは2歳児の6月から始めています。毎年6月に
行う「虫歯をやっつける会」では、園長が歯を黒く塗って登場し、ホワイトボード上の黒い歯を白くする競争も
行って、歯磨きの大切さを楽しく伝えています。
　年2回の児童健診と年1回の歯科健診を行い、健康診断記録簿に記載しています。健診結果表は、すぐに保
護者に渡しています。嘱託医は小児科の専門医です。気になる所見がある場合は、嘱託医の判断により神奈
川県立子ども医療センターなどに紹介状の用意をしてもらい、保護者に受診を勧め、後日結果の連絡をお願
いしています。職員の予防接種も嘱託医のもとで行い、嘱託医からはインフルエンザやノロウィルスなどの情
報を入手しています。子どものかかりつけ医がある場合は、入園時に健康調査票に記入してもらっています。
　「別所保育園衛生管理・感染症マニュアル」を作成しています。感染症への対応はマニュアルに明記され、保
護者には「医療機関が記入した治癒証明書が必要な感染症」を配付して入園時に説明しています。また、感染
症が発生した場合は、感染症名と人数、注意事項を毎日玄関扉に掲示するとともに、その感染症の詳しい情
報を印刷して全家庭に渡しています。保育中に子どもの発熱や体調の悪さが見られたときは、速やかに保護
者に連絡します。連絡がとれない場合には子どもの身体の安全を最優先させ園でしかるべき対処を行うという
ことを重要事項説明書に記し入園時に伝えています。クラス担当の保育士一人一人に嘔吐物処理セットとマ
ニュアルを配付しています。横浜市などから感染症情報のFAXが入った際は、すぐに各クラスに配布していま
す。

B

A
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評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全管理に関するマニュアルがあり、内容は全職員に周知しています。園舎は耐震補強を行っており、家具
には転倒防止用接着マットを使用しています。遊具は安全チェック表を用いて職員が危険個所をチェックし、必
要に応じて部品を交換しています。緊急連絡は、インターネットの掲示板で告知することにしています。緊急時
の児童引き取りは、保護者にその方法を周知し、児童引き渡しカードで行うことにしています。自衛消防組織を
作り、毎月防災訓練を行っています。水は3日分、食材は3週間分を備蓄しています。総合防災訓練を行い、近
隣の公園への避難誘導訓練を実施しています。AED(自動体外式除細動器)や心肺蘇生法の内部研修をして
おり、人形を使ったAED研修に全職員が参加しています。
　「安全マニュアル」の中に、事故発生時の対応として、連絡・報告・記録の仕方を定め、連絡先を明記していま
す。また「応急処置マニュアル」に心肺蘇生法をはじめ、異物が体内に入ったときや頭を打ったときなどの処置
を記しています。保護者と連絡する場合は、緊急連絡票に基づき、保護者の指定する連絡先順に連絡してい
ます。保育中に子どもがけがをした時には、小さなけがでも必ず保護者に報告しています。事故やけがは、「事
故報告書」に記録して検証し、園長、総括主任、主任、担当職員が対応を話し合い、事故再発防止策などを職
員会議や保育会議で職員に周知しています。
　「不審者への対応マニュアル」を作成し、発見時の指示、通報方法、事件後の対応について取り決めていま
す。不審者訓練を警備会社の協力のもとで年1回行っています。園の出入り口は子どもの登降園時以外は電
磁ロックで施錠しています。監視カメラを園の外に3か所、内側に2か所設置しています。急を要する不審者情
報を入手した場合は、全館放送により通報することになっています。不審者情報は、南区役所及び警察より自
動配信メールを園長の携帯で受け取れるようにしているほか、園のFAXでも受信できるようにしています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　園には、日常保育における児童に対する基準、適切な対応を目的として作成された「児童対応基準」があり
ます。その中には、「児童の呼称」「指導的な叱り方」「体罰の禁止」「言葉がけ」などについて、子どもの人権を
尊重した対応が記載されています。そして、子どもに対する言葉のかけ方では、否定的な言葉を使わないこと
を職員は周知しています。子どもに対して、あいまいな言葉ではなく、具体的に伝え、子どもが自発的に頑張ろ
う、行動しようと思えるような言葉がけをするように配慮しています。さらに、職員間でもお互いに注意し合って
います。
　子どもが落ち着ける場所や、好きな場所がクラス内にあることを職員は把握しています。そのような場所で子
どもが一人で静かにしているときは、職員は子どもの様子を見守り、適当なころに声かけをしています。また、
保育士と一対一で話しが必要なときは、クールダウンが必要なのか、他の子どもたちの目を気にしないように
配慮するのかなど、その子どもの状況に応じて子どものプライバシーを守れるように、事務所、廊下、ホール、
職員の休憩室などを利用しています。
　個人情報について、ボランティアや実習生にも受け入れ時にマニュアルに沿って確認を取っています。保護
者には、「個人情報等の使用にあたってのお願い」という書面を渡し、具体例をあげて配慮してもらう事項を明
記して了解を得ています。また、クラス内に掲示する写真についても保護者の了解を得たうえで掲示していま
す。職員は日常的に「個人情報取り扱い規定」、守秘義務の重要性について周知し、さらに職員会議において
も注意喚起をしています。職員にも、園内の撮影は園長の許可がある場合以外は禁止しています。個人情報
が含まれる書類は事務室の中にある書庫に施錠保管されています。
　特に固定観念で男児、女児と分けていません。子どもたちが自分で「○○してみたい」という事があればその
気持ちを大切にして日常的に支援をしています。例えばおままごとの役わりで、どのような役（お父さん、お母さ
ん、子ども、赤ちゃん、ペットなど）でも、子どもが自由に選ぶように職員は勧めています。職員は子どもの個性
や発達状況や、性格などを考慮してその子どもの良さが発揮できるように保育を実践しています。職員も性差
そのものの先入観を持っていませんが、子ども個々の家庭のあり方などを考慮して保育にあたっています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　リーフレット、園のしおり、重要事項説明書に保育方針などを記しています。園の保育方針は、「子どもにとっ
て安心、安全で、安らぎの場であることを目標とする」ですが、リーフレットや園のしおりでは保育方針をただ載
せるのではなく、この方針がどういう指導内容に結びついているかの説明もあわせて記載しています。クラス
懇談会では保育方針を説明し、保育方針を日常のプログラムにどう展開し、保育にあたっているかを伝えてい
ます。保護者が自主的に運営する「父母会」があり、運動会の手伝いのほか、保育参観を兼ねた給食試食会
では全面的に協力して、終了後にアンケートをとり、園に渡しています。園長もオブザーバーで会議に出ること
もあり、保護者の保育方針の理解度をある程度把握しています。
　その日の子どもの様子は、連絡帳にも記しますが、極力口頭で伝えるようにしています。細かい連絡事項は
保育室内のボードに書いています。保護者全員への連絡事項は、緊急連絡も含め、インターネットの掲示板を
利用しており、園で掲示板に書き込みをすると保護者全員に連絡内容がメールで届くようになっています。クラ
ス懇談会は年3回行い、保育士が連絡事項や子どもたちのクラスでの様子を伝え、保護者同士も情報交換を
行う場としています。個別面談は保護者からの申し出の場合と園からの申し出の場合がありますが、保護者の
都合に合わせて行っています。
　個別相談の申し出があった場合、相談を受ける場所は、ふだん保育に使っていないホールを利用し、ガラス
窓をホワイトボードで隠してプライバシーに配慮しています。個別相談に当たっては、担任のほかに統括主任
または園長、保育主任が同席して一対一にならないようにしており、面談内容は担任が記録し、継続的なフォ
ローが可能となるようにしています。全職員で共有すべき内容については、職員会議で報告しています。
　年度当初のクラス懇談会で、年間行事計画、デイリープログラムなどを説明しています。園だよりは発行して
いませんが、各クラスで毎月「〇〇ぐみだより」を発行し、クラスの様子、組目標やその月のカリキュラムなどを
知らせています。また、保育室内に年間計画表を貼っており、3か月ごとの生活やあそびの内容、環境配慮、
家庭への連絡などがわかるようになっています。絵画などの子どもの作品は、できあがると内容の説明ととも
に保育室内に全員分をビニールで保護して吊るし、年度末にまとめて作品集として保護者に渡しています。そ
の日のクラスの活動については、クラス前のボードに書いています。写真は、インターネット写真販売システム
を利用して掲示・販売しています。
　年間行事予定は毎年度当初に配付し、運動会、べっしょ祭り、一年の成長を喜ぶ会、3歳児以上の親子遠足
については、保護者に必ず参加してもらうようお願いしています。特に、べっしょ祭りはできるだけ父親にも参
加をお願いしており、餅つきなど父親の活躍する姿を子どもに見てもらっています。これらの行事は、親子遠足
以外は土曜日に設定しています。保育参観は随時可能としており、月例の誕生会参加も保護者に勧めていま
す。また、申込制の給食試食会が年2～3回あり、英語教室や体操教室などの日に設定し、試食前に保育参観
をしています。0～2歳の保護者が参観する場合は、子どもから見えないように紙を貼った窓の外からのぞく形
での参観になります。クラス懇談会に出席できなかった家庭には、後日資料を渡し、口頭で説明しています。
　保護者が運営する「父母会」(保護者組織)があり、年6回程度の主に土曜日に園の5歳児の保育室を会議の
場所に提供しています。父母会では、運動会の手伝い、交通安全教室や人形劇の開催、給食試食会の開催、
絵本の購入などを話し合い、園と打ち合わせをしています。給食試食会は、父母会の担当者が園長・調理員と
相談して一か月半前に日程を決め、メニューの要望を保護者から募り、参加者をとりまとめて園に伝え、終了
後にアンケートをとって園に渡しています。父母会には必要に応じて園長がオブザーバーとして参加し、挨拶を
しています。父母会からは、子育て相談や運動会の保護者競技などについて職員のアドバイスを求められた
り、園に対する要望が出されることもあり、園では父母会を保護者とコミュニケーションを深める場として大切に
しています。

A
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別所保育園

評価領域Ⅲ　地域支援機能

B

A

　園のリーフレットや入園のしおり、重要事項説明書を南区こども家庭支援課や南区地域子育て支援拠点「は
ぐはぐの樹」、コミュニティハウス（町内会館）などに置かせてもらっています。また、南区別所地区社会福祉協
議会の刊行紙に園の記事が載ることがあります。育児相談は散歩で訪れる公園などで出会う地域の親子や
園の見学者などから受けていますが、開催日は特に設けていません。育児相談や園からのお知らせは、別所
コミュニティハウス（町内会館）に掲示させてもらったり、可能であれば園の掲示板を設置するなどして、情報提
供に努めてはいかがでしょう。
　相談内容が園だけでは解決できない場合もありますので、嘱託医院や総合病院、南区こども家庭支援課、
南福祉保健センター、横浜市中部地域療育センター、横浜市中央児童相談所、横浜市こども青少年局、消防
署、警察署などの連携機関の電話番号一覧を事務室に掲示して職員にも周知し、いつでも速やかに連絡が取
れるようにしています。関係機関との連携担当者は園長で、園長は日ごろから、園の日常の運営や特に配慮
を要する子どもの相談などで関係機関と連絡を取り合い、日常的な連携関係ができています。

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供

　園の保育課程の表題部に保育理念として「児童福祉法の理念に則り、子ども一人ひとりを大切にし、保護者
や地域から信頼され愛される保育園を目指す」と記して、また、園の社会的責任として「地域に根ざす児童福
祉施設として、子育て家庭や地域の要望に応える」として、園は在園児だけでなく、地域の子育て支援も運の
重要な使命として取り組んでいます。公園に散歩に出かけたときに出会う親子連れや、園庭開放、園の行事に
参加された保護者などから、園への要望を受け意見を聞いています。また、育児相談を受け付けて、相談者か
らも園への要望を聞いています。園長は横浜市や南区の園長会、南区社会福祉協議会福祉部会会長として
会合に参加して子育て支援ニーズの把握に努めています。
　地域の子育て支援ニーズについて、年間指導計画の見直しのときなどに職員会議などで保育理念や保育課
程に沿った地域支援を行ってきたか全職員で話し合っています。地域の子育て支援ニーズに応じて、園庭開
放や育児相談を行っています。園の運動会などの行事には町内会を通じて案内を出し、地域の方々の参加を
得ています。園長は南区の別所地区社会福祉協議会の評議員として、別所コミュニティハウス（町内会館）で
行う「赤ちゃん教室」での講演や、育児相談などのサポートを行っています。

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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別所保育園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　将来の利用者のために、南区こども家庭支援課や南区地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹」、別所コミュニ
ティハウス（町内会館）に園のリーフレットや入園のしおり（入園案内）、重要事項説明書などを置かせてもら
い、いつでも見てもらえるようにしています。入園のしおりには外国製の大型遊具を備えた園庭や園舎の写真
とともに、園の概要（沿革、規模や保育時間、定員など）、保育方針、目標、年間行事、一日の保育活動、費用
など必要な情報を記載しています。園の情報は南区こども家庭支援課や横浜市こども青少年局のホームペー
ジなどに情報提供しています。なお、園のホームページは更新手続き中のため現在休止中で、更新が待たれ
ます。
　利用希望者からの問い合わせには入園のしおり（入園案内）や重要事項説明書、園のリーフレットなどを事
務室に置き、これに基づいて園長または統括主任が常時対応できるようにして、保育理念や方針、サービス内
容などを説明しています。利用希望者には見学ができることを案内しています。園の見学は子どもたちの活動
の様子がわかる平日の午前10時ごろをお勧めしますが、都合がつかない場合は、保育に支障を来たさない範
囲で見学者の希望に応じています。見学者には入園のしおりを渡して、園長や統括主任より園の理念、方針
や園の特徴、サービス内容などを説明して、園内を案内しています。

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

　園の運動会などの行事には町内会を通じて案内を出し、地域の方々の参加を呼びかけています。また、「お
じいちゃん、おばあちゃんに感謝する日（敬老会）」には地域の老人会に案内状を出して、地域のお年寄りを招
待しています。自治会が行う避難訓練には園も参加しています。小学校の公開授業参観に園長などが参加し
たり、小学校教師の保育参観に協力しています。小学校、中学校から職業体験の生徒を受け入れています。
地域の未就園児のために園庭開放を行い、園の倉庫を町会の用具置き場に提供しています。また、町内会の
役員会や老人会の会合に園の場所を提供しています。園長などは近隣の方々に年末に挨拶回りをするなどし
て友好関係を維持に努めています。
　園庭より広い近隣の公園を散歩に利用したり、バスを借りて地域のよこはま動物園ズーラシアや横浜こども
科学館、大池公園、金沢自然動物園などへ出かけています。子どもたちが散歩に出たときに出会う地域の
方々には元気に挨拶をして交流しています。幼保小連携の近隣の保育園と南区主催の「みなっち杯駅伝」の
練習を近くの公園で一緒に行い交流しています。また、近隣の小学校に5歳児が訪問し、ほかの保育園の子ど
もたちも一緒に1年生と遊んだりしています。町内会のお祭りには園長が参加し、園児や保護者にはお祭りの
話などをして興味を持ってもらうようにしています。

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

　地域の中学校から毎年職場体験としてのボランティアの申し出があり、受け入れています。受け入れは「ボラ
ンティア受け入れマニュアル」に基づいて実施しており、実施前にどんなボランティアが入るのか、口頭や園内
掲示で職員や保護者に知らせています。受け入れ担当の園長、統括主任がオリエンテーションを行い、園の
保育理念や保育の留意事項、子どもの人権の尊重と守秘義務などを説明しています。実際の指導はボラン
ティアの入ったクラスリーダーが行っています。ボランティア終了後、担当者は感想文の提出を受けて質疑応
答を行い、有益な意見は今後の保育に生かすようにしています。
　保育の専門学校や短期大学・大学の保育関連学部などから毎年実習の申し込みがあり、受け入れていま
す。受け入れは、「実習生受け入れマニュアル」に基づいて行っています。受け入れ担当の園長と統括主任、
主任、実務担当のクラスリーダーがボランティアのときと同様にオリエンテーションを行い、守秘義務に関する
誓約書を受け入れています。実習前にはどんな実習生が入るのか、口頭や玄関の掲示で職員や保護者に知
らせています。効果的な実習となるよう、事前に実習の目的を明確にし、実習生の希望も考慮した実習計画を
作成しています。実習最終日には園長、統括主任を含めた最後の反省会を開き、意見交換を行っています。
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別所保育園

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

　園長は常に人材の充足に留意し、これまで必要な人材は確保してきています。日ごろから実習生などの養成
に努め、必要に応じて保育士養成の専門学校や短大、大学などに募集要請をしています。保育の理念、方針
をふまえた人材を育成するために、園長は園長自身を含めた保育士、栄養士・調理師、事務員の研修計画を
策定しています。職員の資質向上に向けて、年度初めに各自が目標を設定し、年度末に自己評価を実施して
います。その後職員は園長と個別面談を行い、達成度の評価や指導、助言を受けて、次年度以後の職員の目
標設定につなげています。
　園長の年度の研修計画に基づいて、統括主任は横浜市や南区、大学、教育機関などの研修案内を職員に
提示して希望を募り、また本人や職務に必要な研修は園から指名して具体的な研修計画を取りまとめていま
す。内部研修は毎月定例の職員会議の中や感染症など必要の都度行っており、非常勤職員も必要な研修に
は参加できるようにしています。外部研修や南区の福祉作業部会での福祉施設見学にも参加しています。外
部研修参加者は研修報告書を提出して職員会議で内容を発表して、職員の研修内容の共有を図っています。
研修に参加できなかった職員には研修報告を回覧しています。園長と統括主任は研修後の保育への活用状
況などから研修を評価し、次につなげています。
　非常勤職員にも常勤職員と同じく守秘義務などの職員の心得と保育の基本などを記載したカードを配付して
います。業務にあたっては、事務職員が作成した基となるシフト表に統括主任が経験や熟練度などを考慮して
職員と非常勤職員を組み合わせて実用のシフト表を作成しています。非常勤職員も必要な内部研修を受けて
いますし、本人が希望したり、職務の必要から園が指名したりして外部研修に参加することもあります。園長は
非常勤職員との会議を年1回、または必要に応じて開催して、情報の提供や意見交換や希望、要望を聞いて
います。園長、統括主任は非常勤職員と日ごろの会話などを通じてコミュニケーションを図っています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は年度末に保育理念や守秘義務、子どもの最善の利益などの諸項目について年度を総括した5段階の
自己評価を行っています。職員の自己評価を基に、園長と統括主任が園の自己評価を作成しています。サー
ビスの工夫、改善事例として、園の作品展に保護者が参加しますが、同じときに餅つきを行うことにして、家族
のお手伝いを依頼しました。家族の参加で保護者の園に対する理解がより深まりました。子どもの健康で丈夫
な体作りと広い視野を養うために、月2回の体操教室と週1回の英会話を実施し外部から体育講師や外人講師
の指導を受けています。
　保育に関する自己評価は、年間指導計画は四半期ごとに、月間指導計画は週ごとの活動内容を記載して月
ごとに、これに日ごとの日誌を含め、クラスごとに定型化された書式により行っています。自己評価は計画の目
標やねらいと関連付けています。保育の自己評価は、例えば5歳児の指導計画では「子どもたちが苦手なこと
に挑戦したり、力を合わせて運動会の練習に挑戦していく中で、自然と一緒になって応援し合ったり、喜び合っ
たりしていた」とあるように、その結果だけでなく、子どもたちの挑戦する意欲や取り組む過程を大事にしてして
行っています。職員は自己評価を通して、自己の実践を振り返り、その内容の改善や次の計画作成につなげ
ています。
　職員の自己評価は各項目を5段階で評価しています。職員の自己評価の結果を参考にして園長と統括主任
が園の自己評価を作成しています。職員の自己評価は低めに評価する職員もいますので、園長はこの点も考
慮して、自己評価の結果を基に個別に話し合い、課題を明らかにして、指導、助言を行い、改善に取り組んで
います。園長は園の自己評価の傾向などを職員に話しています。園の自己評価は現在公表していませんが、
園長は保護者への公表を考慮しているとのことですので、公表を期待します。
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　キャリアパス（キャリアアップのモデル）一覧表があります。これは、職員全体、初心者、中堅、主任・ベテラ
ン、指導・管理職などの職位に必要な能力、経験などの期待水準や必要な研修などが明文化されています。
通常の業務は現場の職員に任せています。しかし、自主的な判断内容を主任が確認した後行動に移すように
し、事故や苦情など状況判断を要する突発的な出来事は、主任、統括主任、園長に速やかに報告、連絡、相
談することを徹底しています。職員会議などで職員の提案から、従来のほうきによる部屋の清掃をコードレス
掃除機に変更し清潔と清掃時間の短縮が図られました。翌年度の就業の意向調査などで園長は全職員と個
人面談を行い、職務への満足度や要望、悩みなどを聞いています。

A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持
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別所保育園

評価領域Ⅵ　経営管理

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　就業規則の中の服務規律には守秘義務や個人情報保護など職員として守るべき法、規範、倫理などを明記
してあり、全職員は入職時に園長から説明を受け、誓約書を提出しています。また、園の保育理念でも子ども
の人権尊重などの倫理を学んでいます。職員が行う自己評価でも保育理念の理解とともに守秘義務などを
守っているか確認をしています。決算書などの経営情報は横浜市管轄の社会福祉法人芳浄会として情報公開
されています。世間で発生した子どもの虐待などの人権侵害事例は新聞記事などを基に速やかにミーティング
などで学び、早期発見や注意点の再確認をしています。
　環境保全について、ごみの減量化では子どもたちにごみの分別について話をして、実際に自分で分別できる
よう指導しています。リサイクルのための取り組みではペットボトルや牛乳パック、ティッシュなどの空き箱、新
聞紙、段ボールなどの廃材を工作材料にしたり、省エネルギーの促進では不要な箇所の速やかな消灯、エア
コン使用の適正管理、照明のLED化などにより節電に努めています。緑化の推進では、園の空き地やプラン
ターで野菜を育てたり、草花を栽培したりしています。訪問調査時は、保護者が協力して集めたペットボトルを
切って、その中で40匹のかぶとむしの幼虫を育てており、また、「節電しましょう」や「おみずをたいせつに」のス
テッカーを電気スイッチの近くや手洗い場に貼るなど、環境への取り組みを明文化して、運営に生かしていま
す。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　園の保育理念、保育方針、保育目標を玄関に掲示し、職員や保護者が常に確認できるようにしています。ま
た、これを記載した入園のしおりを全職員に配付しています。園長は年度初めの職員会議で保育理念、方針、
目標を説明し、周知を図るとともに、重要なポイントを随時職員会議などで説明しています。また、保育理念、
方針、目標は保育課程の表題部にも記載して、クラス会議などで指導計画の振り返りを行う際にも保育内容
が保育理念や方針に合致しているかを確認しています。職員は年度末の自己評価でもこれらの理解度を問わ
れています。園長との個別面談では、園長は職員が保育理念や方針を理解して保育実践を行ってきたか確認
しています。
　園の運営や保育に関する重要な変更があるときは園長は職員や保護者に目的や理由などを説明していま
す。2年程前に古くなった園を囲む塀を近隣への騒音防止や園庭の砂の飛散防止を兼ねて少し高めの塀に新
しくしましたが、文面で保護者には事前に知らせました。空調機器の総入れ替えをした際も空気清浄機能強化
の目的を保護者に知らせています。園舎は建築後40年を経ており、専門の技術員による清掃で清潔の維持に
努めていることも伝えています。運動会や別所まつり（文化祭）など園の大きな行事には調理室の職員なども
担当を分担し、園をあげて取り組んでいます。
　スーパーバイズのできる主任クラスを養成するために、2人の主任は主任研修に、中堅職員は横浜市や南区
などが主催する中堅研修やリーダー研修に参加してもらっています。勤務シフトの調整やクラスの職員配置な
どは統括主任が行っています。主任は担当クラスを持ち、統括主任は職員の研修や休暇のときにクラスに入り
ますが、統括主任はフリーのときに各クラスを回り、また入ったクラスなどで職員の保育の様子を観察し、必要
時には適切な指導、助言をしています。統括主任と主任は職員が肉体的、精神的に良好な状態で仕事に取り
組めるよう、各職員の体調に気を配り、具合のすぐれない職員には声をかけ、理由を確認して、園長に報告し
て必要な対応をしています。

A

A
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は南区の園長会や横浜市の私立園長会、南区こども家庭支援課、横浜市こども青少年局、横浜市社会
福祉協議会などから法律や制度の改正、待機児童や新設保育園の動向など、園の事業運営に影響のある情
報を収集、分析しています。　法令の改正など重要な情報は職員会議などで職員に説明し、対応を話し合って
います。来年度の保育所保育指針の改正について職員は必要な研修を受講し、研修内容を職員会議などで
発表し、園全体の取り組みとしています。
　園を運営する社会福祉法人芳浄会として平成27年4月から3か年の中期計画を作成しています。まず、中期
改革策定の背景として、園に求められる「多様化するニーズ」などをあげて、重点項目を経営組織や事業管
理、財務管理、人事管理に分けて具体的な内容を作成しています。園長は次代の組織運営に備え、地域に根
ざす児童福祉施設として地域の社会福祉協議会や町内会などとの連携による保育サービスの提供に努めて
います。また、次代の園の運営に備え、2人の主任や中堅職員などを指名して計画的に必要な研修受講を勧
めるなど、後継者の育成にも努めています。園の運営に関して、税理士などから指導、助言を受けています。
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別所保育園

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　子どもが穴の中にリングを落とす遊びをしています。穴の中にリングが落ちると、保育士が「よかったね、できた
ね」と声をかけて手を叩き、子どもも嬉しそうに手を叩いていました。椅子に座って画用紙にクレヨンで絵を描くと
き、保育士は「○○ちゃんは、何色が好きかな？」「これは、オレンジ」「こうやって、グールグール、トントンして
ね」と、場面に応じて言葉をかけています。子どもが何か書くと「これは、○○かな、上手だね」と褒めています。
　乳児の過ごす2階には乳児専用のテラスがあり、総合遊具などがあります。テラスに出ると、2歳児がシャボン
玉をしています。2歳児は0歳児に届くよう、シャボン玉を吹いてくれます。子どもたちは初めは保育士のそばにい
たり、抱っこをしてもらったりしてシャボン玉を眺めていましたが、しばらくすると自分からシャボン玉に触ろうとす
る子どもや、遊具の方に行く子が出てきました。保育士は、子どもの安全を見守りながら、遊具に座らせたりしな
がら「きれいだね、あ、大きいのがあるよ」などと子どもに話をしています。
　食事の時間、カップに入ったミルクが運ばれてくると、嬉しそうに手を叩いて両手で上手にカップを持って飲んで
います。保育士は、食事のときには、スプーンの持てる子どもには、なるべく自分で持たせて、「そう、上手だね」
と声をかけています。食べるのをイヤイヤする子どもには、いろいろと食べさせるものを変えるなどして、子どもの
ペースで食事を進めていました。

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。

【０歳児】

【１歳児】

【２歳児】

　保育士が「今日は、クレヨンでお絵かきをします。この白い紙にかきます。何を書こうかな」「これは、何色です
か」などと子どもとやりとりをしながら、いろいろな描き方や、色について話をしています。そして、子どもたちに今
日は何をするか、どのような方法があるか、などを順序よく説明しています。子どもたちはその間、椅子から立ち
上がることもなく、集中して話を聞いています。画用紙が配られると、みんな一斉に描き出しました。「白、見えな
いねえ」と、白いクレヨンを見せてくれた子どもは、先ほど保育士から説明のあった方法を使って自分の好きな絵
を描いています。その後、1歳児も乳児専用テラスで0～2歳児と一緒に遊んでいました。
　遊びが終わると、食事の時間です。保育士は活動が切り替わるごとに、子どもたちにトイレに行くよう声かけを
しています。排泄が済むと給食です。「お茶を配るまで、手はおひざで待っていてください」と保育士が言うと、「は
い」と元気な声でお返事をしています。今日の給食の卵うどんの中には、とうもろこしやいんげんが入っていま
す。「コーンおいしい」「一緒にたべるとおいしい」と子どもたちが言うと、「カミカミ、おいしいね」と保育士が子ども
たちの食が進むような声をかけています。いんげんの苦手な子どもがいんげんを食べると、保育士は「すごい、
食べられたね」と褒めました。すると、ほかの子どももいんげんを食べ、「○○ちゃんも食べた」と言います。保育
士は子どもができたことを認めて、褒めています。
　午睡のとときは、保育士が子どもが眠りやすいよう、背中をトントンしたりしていました。

　子どもたちは、テラスで外遊びをしています。テラスには立方体の総合遊具があり、そのあちらこちらの穴から
出入りして楽しんでいます。友達を誘って追いかけっこをする子どももいます。動き回って暑くなったころに、保育
士から「上着を脱いで、しまってきて」と言われ、子どもたちはいったん遊びを止めて上着を脱ぎました。
　外遊びの後は、保育室に戻ってソフト積み木で遊びました。積み木を横に長く並べたり、保育士と数人で家を
作ったりしています。細長い積み木をカスタネットのように叩いて「ワニだぞー」と喜ぶ子どもがいます。昼食時間
が近づき、全員でトイレに行きます。トイレは女の子用のところには仕切りがあり、男の子の方からは見えませ
ん。保育士が手伝い、「パンツに出てません、えらい」などと褒めています。
　食事が始まりました。「お箸で食べてみてください、左手は食器に添えて」と保育士が声をかけています。「コー
ンつかめた」とサラダの具材をつかむことができて喜ぶ子どもがいます。食べ始めて10分たったところで、「スプー
ンでもいいよ」と保育士が声をかけ、子どもたちは箸からスプーンに変えました。食べ終わった子どもから歯磨き
です。保育士が子どもの磨くそばで10を数え、その後、仕上げ磨きをしています。着替えも排泄も済ませた子ども
たちは、午睡まで井型ブロックで遊んだり絵本を読んでもらったりしていました。そして、全員寝る準備ができたと
ころで、一列に座って「はじまるよ、はじまるよ」の手遊びをし、「それではごいっしょに、おやすみなさい」と手をつ
いて布団に入りました。
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【５歳児】

　5歳児の部屋に2つ、3つ、ふわふわのきれいな花の紙飾りを付けた厚紙の白いお皿がたくさん置いてありま
す。保育士が『今まで子どもたちが作っていました。「一年の成長を喜ぶ会」で今年の5歳児は舞台劇「眠れる森
の美女」をします。その準備です。制作を終えて、子どもたちは園庭で自由遊びです』と教えてくれました。園庭で
は3人ほどの子どもたちが小屋に入り込み、プラスチックの棒で何かを組み立てています。ほかの子どもが長い
縄跳びの一方の端を木に結び、ぐるぐる回し始めると、別の子どもたちも加わって跳びに来ます。縄を見つめ、
頭を上下に振ってタイミングを計って入りますが、上手に跳べる子ども、縄に引っかかる子ども、さまざまです。縄
を回す子どもが交代します。今度は一人が縄をひっかけるまで跳んでいます。「いーち、にーい、・・・」と周りで跳
んだ回数を数え、元気づけています。大型総合遊具でポールを登り降りする子どもがいます。「ボルタリングもで
きるよ」と上まで手と足で登って見せてくれました。鉄棒も人気があります。逆上がりのできる子どもが多く、「私も
う少しなんだけど、頑張るんだ」と言いながら、何度も挑戦している子どももいます。保育士は横で声をかけなが
ら見守っています。「氷鬼する者、この指とーまれ」と、園庭の中央から声が聞こえてきました。

　2月下旬の「一年の成長を喜ぶ会」に向けて、踊りの練習をします。まず男の子が、子どもたちの間で流行して
いる宇宙戦隊のテレビ番組のテーマ曲に合わせて踊ります。前に7人、後ろに5人、2列に並んで、音楽が始まり
ました。音楽に合わせて、両手を大きく上から横に広げます。手を握り両手を胸の前で交差すると、次の「跳べ、
跳べ…」の歌詞のところで、思いきり高く跳んで、両手を広げます。着地すると保育士の合図で横の2列の並びが
Vの字型に変わります。みんな真剣な表情です。右と左を間違えて、慌てて直す子どももいますが、声を出す子
どもはいません。前にパンチ、上にパンチ、ひざから右足を前に、今度は左足と左手を前に突き出します。悪者を
やっつけ終えた形で両手を腰に引き、踊りを静かに終えました。力強い踊りでした。次は女の子の番です。男の
子とは別の曲ですが、こちらも流行しているアニメ番組のテーマ曲に合わせて踊ります。前に4人、後ろに3人の2
列で始まります。音楽に合わせて、両手を広げ上にしたり、下におろしたり、クルクル回ったり、両手で手をつない
で広がって、また縮まって、V字型に並び変えて、腰を左右に振ったりして、音楽に乗り、楽しそうに踊っていまし
た。
　給食の時間です。鶏肉や玉子、人参、ねぎ、ほうれんそうなど具だくさんの親子うどんと和え物です。「もぐもぐ
タイム」が終わると、「今日は踊っておなか空いちゃった」「給食おいしいな」「ママの作るのもおいしいよ」など、子
どもたちはいろいろな話をしながら、給食を楽しんでいました。

【３歳児】

【4歳児】

 　子どもたちは、園庭で思い思いの遊びをしています。大型総合遊具では、数人の子どもたちがよじ登ったり、
縄ばしごにつかまったり、遊具の通路を走ったりしています。園庭の中央では、一人の子どもが「やろう」とほか
の子どもたちを誘い、保育士を交えて4人でじゃんけんをして、かくれんぼを始めました。ほかの子どもとうまく遊
べない子どもは、保育士と一対一でボールで遊び、笑顔を見せています。砂をバケツで運んできた子どもたち
は、フライパンの中に砂を入れて、「ホットケーキ作っているの」と言いました。
　昼食は11時50分から始まりました。保育士は子どもたちに「長い針が12のところまでもぐもぐタイム、6のところ
までにごちそうさまをしましょう」と言いました。もぐもぐタイムの間は、話をしないで食べることに集中します。今日
のメニューはカレーとサラダです。箸を使うことを楽しんでいる子どもは、カレーも箸で食べています。それを見た
保育士が、「カレーはスプーンでいいよ」と声をかけていました。食べ終わった子どもは空になった皿を保育士に
見せて、デザートのみかんをもらっています。別の子どもも同じように保育士に皿を見せると、保育士が周りの子
どもに「これでいい？」と聞き、「ごはん、集まるしてないよ」と伝えました。食べ終わった子どもは歯磨きをして、ご
ざの敷いてあるスペースで着替えます。準備が済むと、めいめい好きな絵本を読みます。英語を習い始めた子ど
もたちは、アルファベットの絵本も手に取って見ていました。
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別所保育園

■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園した時の状況

0.0%

その他： 「満足でも不満でもどちらでもない」というコメントがありました。

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

48.1% 46.3% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

40.7% 48.1% 7.4% 1.9% 1.9%

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

53.7% 38.9% 5.6% 0.0% 1.9% 0.0%

その他： ※コメントはありませんでした。

③園の目標や方針についての説明に
は

40.7% 50.0% 5.6% 1.9% 1.9% 0.0%

その他： 「特に行っていない」というコメントがありました。

0.0%

その他： 「見学を希望しなかったため」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

48.1% 44.4% 5.6% 0.0% 1.9% 0.0%

①見学の受け入れについては
55.6% 29.6% 3.7% 0.0% 11.1%

その他： 「特に行っていない」というコメントがありました。

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：平成 29年 7月 4日  ～  平成 29年 7月 18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： 89 回収数： 54 回収率： 60.7%

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が28人（51.9%）、「満足」が26人
（48.1%）で「満足」以上の回答は合計54人（100.%）でした。

　施設への自由意見の傾向については、「送迎時にエピソードを話してもらい、温かく見守って
もらえている」「連絡帳にその日の報告が詳しく書いてあり、ありがたい」「小学校に行っても
困らないよう保育指導してくれる」「カリキュラムがしっかりしており、季節行事、英語、体操
指導などが充実している」「アスレチック遊具が充実し、園庭で力いっぱい遊べる」「給食がと
てもおいしい」「先生方がすごく親身になってくれている」など、好意的な意見が多数ありまし
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遊び① クラスの活動や遊びについ
ては（お子さんが満足しているかなど）」「問4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、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。「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

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

無回答

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

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

無回答

9.3% 72.2% 9.3% 9.3% 0.0% 0.0%

52.3% 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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
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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

「そのような状況になったことがない」などのコメントがありました。

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

51.9% 22.2% 14.8% 7.4% 3.7% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「まだその段階にないのでわかりません」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

63.0% 29.6% 5.6% 1.9% 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

55.6% 25.9% 5.6% 1.9% 11.1%

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

70.4% 20.4% 7.4% 1.9% 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

70.4% 27.8% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

74.1% 24.1% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
87.0% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

0.0%

その他： ※コメントはありませんでした。

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

51.9% 46.3% 1.9% 0.0% 0.0% 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

53.7% 40.7% 3.7% 0.0% 1.9%

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

44.4% 42.6% 3.7% 3.7% 5.6% 0.0%

その他： 「まだわかりません」などのコメントがありました。

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）

51.9% 42.6% 3.7% 1.9% 1.9% 0.0%

その他： 「わからない」というコメントがありました。

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

75.9% 22.2% 1.9% 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）

66.7% 33.3% 0.0% 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

27.8% 42.6% 18.5% 3.7% 7.4% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

57.4% 35.2% 7.4% 0.0% 0.0%

その他：
「どのような要望が出ているのかわからないので判断できません」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

「今のところないのでわかりません」などの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

46.3% 44.4% 1.9% 0.0% 5.6% 1.9%

その他：

0.0%

その他：

⑥保護者からの相談事への対応には
33.3% 55.6% 9.3% 0.0% 0.0% 1.9%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

44.4% 42.6% 11.1% 1.9% 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

31.5% 40.7% 18.5% 9.3% 0.0% 0.0%

その他：

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

57.4% 38.9% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「時間が長すぎる」などのコメントがありました。

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

59.3% 29.6% 7.4% 3.7% 0.0% 0.0%

①保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会については

35.2% 48.1% 11.1% 1.9% 3.7%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

11.1% 31.5% 25.9% 27.8% 3.7% 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

「どこまで防げるかがわからない」というコメントがありました。

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

33.3% 38.9% 13.0% 11.1% 3.7% 0.0%

その他： 「まだわかりません」などのコメントがありました。

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

38.9% 53.7% 5.6% 1.9% 0.0% 0.0%

①施設設備については
22.2% 42.6% 27.8% 7.4% 0.0%

その他：

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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問7 職員の対応について

問8 保育園の総合的評価

48.1% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「日々のお願いレベルなら満足している」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

51.9%

⑤意見や要望への対応については

38.9% 46.3% 13.0% 0.0% 1.9%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

55.6% 40.7% 3.7% 0.0% 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

40.7% 37.0% 0.0% 0.0% 20.4% 1.9%

その他： 「わからない」などのコメントがありました。

0.0%

その他：

②あなたのお子さんが保育園生活を
楽しんでいるかについては

68.5% 29.6% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

57.4% 42.6% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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事業者からの意見

　今回初めて第三者評価を受けました。
　創立４０年という節目にあたりましたが、現状でのありのままを評価していただこうということ
で、特別な準備などは行いませんでした。
　評価結果は今後の運営やご利用いただいている方々へのサービス向上、児童処遇向上のため、また
全ての従事者の振り返りと、更なる向上のために生かしていきたいと思います。

　ご家族の皆様にはご多用の中、アンケートにご協力頂き心から御礼申しあげます。
　ご満足頂けた点は維持向上に努め、ご満足を十分いただけなかった点は反省・検討して、向上に努
めたいと思います。
　頂いたコメントにつきましては皆様のご意見を今後に活かしてまいりたいと存じます。

　アンケートの総合的満足度では、アンケートにお答えいただいた方から100％の方にご満足頂いて
いることを知り、開園以来掲げている保育目標と保育理念と実践を評価して頂いたことを嬉しく思い
ます。
この結果を従事者のモチベーション維持のために、その主体性を生かして園運営の一端を担う意識と
遣り甲斐を高めるために役立てたいと思います。

　時代と共に大きく変遷をしてきた保育ニーズや社会的責任、要請については、そのスピードに追い
ついていない面も多々ありますが、保育園の使命は保育を提供するサービスという観点でなく、児童
福祉法に基づく福祉施設であるということを常に念頭に、児童の最善の利益を守り、福祉向上と次代
を担う子どものため、今回の第三者評価を機に更なる努力をしてまいりたいと思います。
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