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基本情報 

 

 

施設名 花園保育園ベビーホーム 

運営主体 社会福祉法人 花園会 

所在地 横浜市鶴見区生麦 5-8-16 

電話番号 045-503-1818 

評価年度 平成 29年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

 

評価方法 

 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 29年 10月 1日～ 

平成 29年 10月 31日 

各保育士が記入したものを、副園長、主任が中心となって集計

してまとめ、最終的に園長が確認してまとめた。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 29年 12月 21日 

平成 29年 12月 22日 

評価調査者 2名が、2日間を通し、保育園内の視察、保育内容、

園児の生活の観察を行い、園長へのヒアリング、職員との面接、

書類確認により評価を行いました。乳児、幼児の食事の観察を

行い、保育環境、子どもの遊びの様子および延長保育の観察を

実施しました。 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 29年 10月 9日～ 

平成 29年 10月 20日 

回収箱を玄関に置き、保護者に投函してもらった。園からもア

ンケートの提出をお願いした。 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 29年 12月 21日 

平成 29年 12月 22日 

0歳～5歳児対象に 1日の生活を通して観察を行い、園生活、食

事、遊び等を場面観察から考察をまとめました。22 日は誕生日

会とクリスマス会の行事が開催され、行事を通して子どもの様

子を観察しました。 

 

 

株式会社Ｒ-CORPORATION 
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第三者評価結果報告書 

 

 ≪総括≫ 

対象事業所名  花園保育園ベビーホーム 

経営主体(法人等)  社会福祉法人 花園会 

対象サービス  保育所 

事業所住所等  〒230-0052横浜市鶴見区生麦 5-8-16 

設立年月日  昭和 47年 3月 1日 

評価機関名  株式会社 R-CORPORATION 

評価項目  横浜市版 

 

総合評価 

●花園保育園ベビーホームの立地・概要 

●花園保育園ベビーホームは、京浜急行線花月園前駅から徒歩 5 分程度、第一京浜（国道 15

号）に向かい、花月園駅前通り花商会商店街を通り、少し右に入ったところに位置し、園の

裏門は第一京浜に面しています。園が位置する花月園は、大正末期から昭和初期にかけて最

盛期を迎えた東洋一の遊園地と謳われた「花月遊園地」があり、昭和 21年に閉園し、跡地は

「花月園競輪場」が栄えましたが平成 22年に開催廃止となった現在、横浜市による造成工事

（宅地・公園）が着工され、花月園公園（仮称）の再開発が進み、大型マンションも 3 棟建

築予定であり、益々子育てニーズが予測されます。花園保育園ベビーホームは、昭和 43年に

創立し、50 周年を迎える歴史と伝統のある保育園です。現在は、定員 138 名で在席児童 136

名の子どもを預かり、子ども一人一人を大切にして保育を実施しています。 

●園舎は、正面入り口の樹齢 70年以上の葡萄棚が、園の玄関までアプローチし、葡萄棚の下

には、クラシカルな赤い「くるま」が置かれ、洒落た小屋にセキセイインコが子どもたちの

友達として出迎え、ワクワク感を園舎に誘
いざな

います。建物は、2 階建ての旧館と、L 字型の 3

階建ての新館と併せて「コ」の字型の園舎になっており、園庭は 2 か所設け、屋上に人工芝

を敷いた、鮮やかな彩色のゾウ、ライオン等の動物を模った遊具、ハグスの遊具、砂場等を

設け、遊園地のような明るい園庭が設けられ、主に乳児が遊び、1階の裏門に続く園庭では、

人工芝を敷設したスペースに大きな「きかんしゃ」が設置され、花園保育園ベビーホームを

印象付けています。 

●花園保育園ベビーホームは、歴史から培われた「保育」の考えと園長の想いをベースに、「変

えてはならないもの」を明確にし、ビジョンを掲げ、理念から行動指針につなげ、保育との

相関関係を導き、組織化に向けて実践している保育園です。 
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●花園保育園ベビーホームの保育の方針 

花園保育園ベビーホームの基本理念は、「ともに生きる ～相手を認め、自分を認め、支え合

い成長していこう！～」を掲げ、保育方針では「ひとりひとりをたいせつに」とし、保育の

目的をわかりやすく伝えています。方針には、「それぞれの大きな可能性を持った子どもたち

の個性を伸ばしつつ、社会性、協調性を考えた保育をする。」、「個々の家庭の状況をできるだ

け配慮した保育をする」、「乳幼児期の体験をできるだけ心に残せるような保育をする」を、

ねらいとして日々の保育を実践しています。花園保育園ベビーホームでは、機能、役割を全

職員で共通理解を図り、子どもたちの「今、この時」を大切にし、子ども一人一人に愛情を

持って育て、優しく見守るよう、子どもたちの未来の礎の力となり、保護者に対しては、共

に子育ての喜び・悩みを共有し、保護者一人一人に何でも話のできる仲間がこの園にいるこ

と、共鳴できる場所・存在であるよう、園長をはじめ、全職員で尽力しています。 

 

 

 

≪優れている点≫ 

１．【子どもの「ひとりひとりをたいせつに」を守り、実践する保育】 

 

花園保育園ベビーホームの良いところは、「保育方針」に集約された内容が挙げられます。「そ

れぞれ大きな可能性を持った子どもたちの個性を伸ばしつつ、社会性・協調性を考えた保育

をする」、この国の保育方針の1項ですが、保育を創設時から今日まで50年間、揺るぎなく守

られ、保育が成されているところは素晴らしく、子どもに対する変わらない愛情が子どもた

ちに伝わり、「昭和」の元気で素直な子どもが育まれており、この保育園で日本の良さを見る

ようです。また、子育て支援の考えとして、保護者に対しても「親が育児の楽しさと苦労を

味わってこそ、子どもの親に対する感謝の気持ちも育ち、保護者も人間的に成長する」とし

て方針の一環とし、子どもと共に保護者一人一人を大切に考え、未来を見据えた成長を願っ

ています。 

２．【STATEMENT BOOK（ステートメントブック）の作成】 

 

花園保育園ベビーホームでは、園の古き良き伝統は残しつつ、組織化に向けて園の改革を推

進し、園内の活動指針となる「ステートメントブック」を作成しています。保育園の理念、

使命と共に同じ位置付けでサービスの提供を宣言し、職員の行動指針につなげ、園全体のブ

ランド作りにつなげています。ステートメントブックには、職員の行動規範を示し、基本理

念・保育方針を示し、それぞれの内容に対する思い・解説を明記してわかりやすく作成され、

職員の基本行動マニュアルとして、仕事とは、接遇、心得等を明示し、各自に配付し、読み

込み、職員間で読み合わせ行うことにより理解を深め、標準化も図れるように活用していま

す。 
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３．【近隣との緊密な関係】 

 

地域との交流では、鶴見区の土地柄、地域性の要因や、地域のコミュニティが色濃く残り、

地域に根付いた人々との交流を通して地域との密着も強く、同じ地域に共に住まう住民の一

体感が花園保育園ベビーホームにも地域にももたらされ、緊密な関係を構築しています。そ

の中で近隣の花月園商店街に位置する NPO 法人はなはなとも交流が深く、地域子育て拠点

「はなはなひろば」との連携により、地域の子育て親子に向けたイベントや協働企画を実施

し、地域子育て支援イベントに保育士や栄養士を派遣しています。積極的に地域とかかわり、

地域の福祉のニーズを把握し、地域の子育て支援にも尽力しています。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

1．【職員のさらなるスキルアップについて】 

 

花園保育園ベビーホームは、保育資産の質も量も揃い、揺るぎない保育方針を根幹に日々保育

にあたり、職員は、子どもに対する対応技術が高く、穏やかで子どもに好かれる資質を有した

職員を確保されています。園長も副園長も理論も実践も伴う経験値の高さがありますが、それ

だけに職員の姿勢として、私が・私は「～ねばならない」、期待をされるが故の不安な気持ちが

見え隠れしているように思われました。失敗を恐れずに行う勇気、自ら先頭に立つ勇気に、期

待を「自信」に変えるよう背中を押し、「大丈夫」の言葉かけを行い、現在の職員の方々に積極

性が伴えば、より強みのある園へと飛躍されることでしょう。精進を期待いたしております。 

２．【園から地域への発信の工夫】 

 

地域との交流では、地域子育て拠点「はなはな」と協力・協賛して地域子育てに貢献し、その

努力は地域密着とする親身な厚みのある交流へと年月を重ねています。以前は地域の高齢者と

の交流も成された経緯があり、現在は、「はなはな」の協力も得、地域の行事、イベントに参加

していますが、園独自の発信は希薄であり、近隣の商店街の沈滞していく時代に、活気のある

存在は花園保育園ベビーホームだけです。地域へ明るさを配合すべく、園で呼びかけ、地域活

性の一躍を担っていただけるよう望みます。 
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横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

領域Ⅰ 利用者本人(子ども本人）の尊重  領域Ⅱ サービスの実施内容  領域Ⅲ 地域支

援機能 領域Ⅳ 開かれた運営  領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上  領域Ⅵ 経営管理 

 

評価領域 Ⅰ 利用者本人(子ども本人）の尊重 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と 

保育計画等の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●花園保育園ベビーホームの保育理念は、「ともに生きる～相手

を認め、自分を認め、支え合い成長していこう！～」であり、保

育方針は、「ひとりひとりをたいせつに」を掲げ、大きな可能性

を持った子どもたちの個性を伸ばしつつ、社会性、協調性を考え

た保育を実施し、保護者に対しては、個々の家庭の状況をできる

だけ配慮した保育を行い、結果として、乳幼児期の体験ができる

だけ子どもの心に残せる保育を目指しています。また、保育方針

と基本理念について記載した冊子を保護者に配付し、説明を行

い、理解を促しています。職員に対しては、職員の行動規範を記

載した「ステートメントブック」を渡し、基本理念と保育方針を

詳しく解説しています。さらに、「私たちが目指す“ひとつの目

標＝究極の目標”」を意味するシンボルマーク・ロゴタイプも活

用し、ブランドにつなげて取り組んでいます。 

●保育課程は、保育方針に基づいて、子どもの最善の利益を第一

義とし、子どもの成長の様子、家庭の状況、地域の実態、周囲の

環境を加味し、前年度の反省と全職員での話し合いの結果を踏ま

え、園長・副園長・主任・副主任のメンバーで最終的に見直し、

策定しています。保護者に対しては、毎年度末に開催する「はな

ぞの会」（保護者会）で説明しています。 

●保育課程に基づき、年齢ごとに年間指導計画を策定し、月案・

日案の活動計画を作成しています。子どもについては、理解でき

る子どもには月案のねらい・目的を伝え、子どもの主体的な意見

や要望は取り入れるようにしています。例えば、リズム発表会の

花園保育園ベビーホーム  

評価年度 29年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#0
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#1
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#2
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#2
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#3
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#4
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#5
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曲、運動会での種目等の意見を聞き、実現可能な内容や、子ども

が主体的に活動できるものを取り入れています。3 歳～5 歳児で

活動している体操やダンスにおいても子どもたちの主体的な意

見を大切にしています。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じ

た適切な援助の実施 

 

 

 

 

 

●入園前に保護者と子どもの面接を実施し、児童票を提出しても

らい、園長や保育士が子どもの生育歴や庭での様子を聞き、今後

の方針を話し合い、子どもの様子も観察しながら記録に残し、入

園後の保育につなげています。面接では園独自の面接シートを用

意し、園生活で参考になる項目が詳細に網羅され、全職員で共通

理解を図り、丁寧に保育ができるように生かしています。 

●新入園児受け入れの際は、短縮保育（慣らし保育）を実施し、

期間は設定せず、保護者の都合に合わせるようにしています。短

縮保育中には、0歳児については、ミルクの種類、哺乳瓶の乳首

の大きさ等を確認し、また、「ベビー室」と「ひよこ組」の希望

クラスを保護者に確認する等、配慮しています。保護者との連絡

は連絡ノートで密に連携を図り、降園時も口頭で伝えるようにし

ています。在園児の配慮では、複数の保育士がいる場合は、一人

は持ち上がりとし、配置しています。 

●指導計画は、担任を中心にして一般保育士、派遣保育士等の意

見を取り入れて作成し、月案・日案に展開を図っています。評価、

見直しにあたっては、複数の職員が参画して月案を中心に意見交

換を行い、次月に反映させています。乳児および配慮を要する子

どもについては、個別指導計画を作成しています。保護者からの

意向、要望等は、意見箱を設置し、送迎時、連絡ノートを通して

把握し、指導計画に反映するようにしています。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

 

 

 

 

 

●施設環境については、特色として、保育室、ホール、廊下のす

べての部分の床板が斜めに配置され、空間が広く見えるよう工夫

されています。保育室の一部に天窓を設け、陽光を十分に取り入

れるよう明るさを確保し、各保育室には床暖房、空気清浄機を設

置して快適な環境を整備し、適宜、窓を開けて自然換気にも配慮

しています。清掃については、各保育室はクラス担任が行い、共

用部分（トイレ、下駄箱、玩具の消毒、共有スペース）は、早番、

中番、遅番職員が分担を決めて実施し、清潔を保っています。温

湿度に関しては、夏は 26℃～28℃、冬は 20℃～23℃、湿度 60％

に設定し、室内環境の管理を行っています。音、声については、

ピアノや太鼓等の使用時間帯に配慮し、近隣に騒音にならないよ
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う配慮しています。 

●沐浴設備は、0 歳、1 歳児保育室の 3 クラス（ベビー室、ひよ

こ、こばと）に設備し、温水シャワーも設置されいつでも利用で

きるようにして体を清潔に保っています。温水シャワーは、屋上

の園庭にも設置され、夏場のプール遊びの際にも使用していま

す。 

●0 歳、1 歳児の 3 クラスは、低い棚、テーブル等で区切り、活

動に合わせて小集団保育が行われるよう工夫しています。保育室

は寝食を区別し、遊ぶ、食事、寝る場所をそれぞれ確保していま

す。2 歳児以上は、保育室内で都度、片づけをして寝食の空間を

確保し、清潔に気をつけています。異年齢交流を行う際は、ホー

ルと 5 歳児の保育室のパーテーションを開放して広く活動でき

るようにし、異年齢交流を行っています。3 歳～5 歳児は、クリ

スマス会やお誕生日会を合同で実施しています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに 

個別に対応する努力 

 

 

 

 

●0 歳～2 歳児は個別指導計画を策定し、ミーティングにおいて

各クラスの担当者で話し合い、子ども一人一人の発達状況に応じ

た保育目標を作成し、成長を記録しています。特別な配慮が必要

な子どもについても、個別指導計画を作成し、情報共有を図って

います。個別指導計画の見直しについては、離乳食やトイレット

トレーニングについては保護者に説明し、連携および共有を図っ

て進めています。また、面接で把握したアレルギーにかかわる事

項や、食事形態の変更等も個別指導計画に反映させています。 

●子どもの記録としては、定めた書式（児童票、保育日誌、月別

個人記録、成長発達記録、職員会議禄等）に記録し、職員間で共

有を図り、記録内容は 1か所にまとめ、施錠付きの書庫に保管し、

必要に応じて職員が閲覧できるようにしています。また、年度末

には、子ども一人一人の 1 年間の様子、発達状況を所定のフォー

ムにまとめ、次年度のクラス担任職員に申し送りを行っていま

す。保育所児童保育要録は作成し、就学先の小学校に送付してい

ます。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する 

子どもへの取り組み 

 

 

●特に配慮を要する子どもについては、会議でカンファレンスを

行い、職員間で情報を共有し、全職員に周知して対応できるよう

にしています。職員は横浜市東部地域療育センター等の研修会に

積極的に参加し、最新情報を得て会議で報告を行い、職員間で共

有を図り、知識を深めています。また、記録や情報はファイリン

グし、必要時に確認ができるようにし、保育に生かしています。 
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●障害児保育のための環境整備では、エレベーターは設置されて

いませんが、旧館の 2階から 1階の園庭と屋上の園庭に行けるス

ロープを設置しています。専門機関との連携では、特別支援児の

保護者の同意の下、鶴見区福祉保健センターや横浜市東部地域療

育センター、児童相談所、医療機関等に相談、助言や情報が得ら

れる体制を整えています。障害児保育については専門のアドバイ

ザーと連携を図り、職員会議等で情報を共有し、発達障害につい

て園内研修を実施し、保育に生かしています。また、障害児保育

についての研修会に参加し、受講後は情報を共有し、個々の知識

に生かしています。園では、基本理念の「ともに生きる～相手を

認め、自分を認め、支え合い成長していこう！～」を基に、共に

育ち合うことを大切にして日々保育にあたっています。 

●虐待の定義については、「虐待対応マニュアル」を整備し、定

義、虐待の防止、早期発見について年 1回、園内研修を実施し、

成すべき行動について確認し、共通認識を図っています。また、

登降園時の子どもと保護者の様子、視診の際に留意し、区役所の

ケースワーカー、関係機関とも連携を確立しています。家庭支援

の必要な保護者については、信頼関係を築き、必要な援助を行い、

保護者が悩み等を言いやすい環境を心がけています。 

●アレルギー疾患のある子どもの除去食対応では、保護者と連携

し、生活管理指導表を基に、医師の指示書に従って適切な対応を

行っています。アレルギー児については個人用の献立表を作成

し、保護者と保育士、栄養士、調理担当者と確認の上、調理室で

記録し、除去食を提供しています。また、定期的に面談を行い、

最新の情報を共有するようにしています。給食時は、専用トレイ、

食器を別にし、除去食明示した名前プレートを用い、誤配膳、誤

食がないよう徹底しています。 

●文化が異なる子どもへの対応については、外国籍の文化や生活

習慣、考え方の違いを尊重し、外国籍の在籍児を通じてその国の

文化について伝え、自然に身近に他国の文化に触れる機会や、

様々な状況に応じて対応ができるよう環境作りに努めています。

日本語があまり得意でない保護者には、保育士が絵や、スマート

ホン、タブレット等を活用して説明し、理解を促すように工夫し

ています。 
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Ⅰ－６ 苦情解決体制 

 

 

 

 

●保護者からの苦情等に関しては、重要事項説明書に、苦情・相

談の窓口担当者、第三者委員を明示し、園内にも掲示しています。

要望や意見等を聞く機会として、主要な行事後に保護者へアンケ

ートを実施し、利用者満足に取り組んでいます。花園保育園ベビ

ーホームは、創立 50 年になる園であり、卒園児が保護者となっ

て子どもを通園させているくらいに地域に根付き、保護者との関

係も気軽に意見や要望を述べられる身近な存在となっています。

また、保護者に対しても、保育方針の「ひとりひとりをたいせつ

に」を生かし、良好な関係を築いています。意見を表明するのが

困難な保護者に対しては、保育士から声かけを行い、相談しやす

い雰囲気作りに努めています。 

●苦情・要望があった場合は、第三者委員を交えて意見交換を行

い、外部の相談機関（行政）、法人の弁護士とも相談ができる体

制を整えていますが、これまでその必要はない状況です。トラブ

ル等が発生した場合は、記録を残し、保護者に解決策を示し、デ

ータを蓄積・整理して問題解決と再発防止に活用しています。 

 

評価領域 Ⅱ サービスの実施内容 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅱ-１ 保育内容［遊び］ 

 

 

 

 

 

 

●花園保育園ベビーホームの特色とも言える屋上園庭には、夢の

ある遊具を揃え、ライオン、カバ、バンビの遊具やゾウのすべり

台、大きなキリンの遊具等が設置され、天候の良い日は、主に乳

児が活用し、楽しく遊んでいます。また、砂場は猫の被害もなく、

気持ちよく使用できます。夏場は、屋上園庭の新館 3階寄りの部

分に大きなプールを置き、プール遊びを行っています。旧館１階

裏にも園庭が設けられ、大きな機関車型の遊具が設置され、幼児

を中心に午前中は元気に子どもたちが遊んでいます。2つの園庭

には人工芝が一面に敷設され、ケガをしないよう安全に配慮され

ています。玩具、遊具は、保育室内の棚に収納し、活動に応じて

みんなで遊具等の出し入れを行い、通常は必要な玩具を保育士が

提供しています。また、各保育室は低い棚やテーブルで区切って、

子どもがそれぞれの遊びに集中できるようコーナーを設け、落ち

着いて遊べる工夫をしています。午後からは室内で自由活動を多

く取り入れ、子どもの希望や意見を取り入れて遊んだり、個々に

遊び込める時間も十分に設けています。 
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●園では、午前中は設定保育、午後は自由遊びとし、一斉保育は

時間を十分に確保し、子どもたちの発想から遊びを展開し、年齢

に応じた集団活動にもつなげています。設定保育では、保育士は

子どもとの会話を心がけ、発達に合わせてルールのある遊びを取

り入れ、ルールを守って遊ぶ楽しさを伝え、取り組んでいます。

運動会やリズム発表会などの大きな行事に向けての練習は、本番

での達成感を味わう喜びに向けて、子どもたちは前向きに取り組

んでいます。職員はみんなで一緒に活動することの楽しさ、散歩

時や公園でのルールを守って楽しく遊ぶことの大切さを伝えて

います。 

●動植物の飼育や栽培の取り組みでは、園玄関のアプローチに立

派な葡萄棚があり、毎年、ぶどうの収穫は子どもたちの楽しみに

なっています。また、屋上園庭で大きなプランターで夏野菜（茄

子、オクラ、ピーマン等）を栽培し、水やりや成長を観察し、収

穫の喜びを体験し、給食で食す等、食育につなげています。飼育

では、長年飼育されているセキセイインコの観察や、カブト虫を

幼虫から飼育して命の尊さについて知る機会になっています。 

●園外活動では、毎年、4 歳児と 5 歳児が「こどもの杜」でのお

泊まり保育を実施し、2 年間続けて体験することで、子どもたち

は、1 年目と 2 年目での発見をしたり、思い出を多く刻み、有意

義な体験になっています。日常の散歩や園外保育では、行き交う

地域の方と挨拶を行い、地域と親しみ、地域の方たちからも挨拶

をしてもらっています。 

●子どもが自由に自分の気持ちを表現できるよう、画材や用具、

廃材を常に用意し、幼児は個人の道具箱を保有し、自由に遊びに

取り組めるようにしています。音楽に関しては、各保育室にピア

ノが配置され、毎朝、月ごとの季節の歌を歌っています。リズム

発表会で演じる、本格的な小太鼓・大太鼓は、子どもの人数分が

用意され、マリンバ、タンバリン等、多彩な種類の楽器に触れ、

子どもたちはのびのびと演奏する等、一人一人が自由に表現でき

るよう環境を整備しています。 

●子ども同士のケンカの場合は、保育士は、ケガにつながらない

よう見守り、見極めながら援助を行い、互いで話し合えるよう促

し、子ども同士が納得し、解決ができるよう年齢に応じた援助を

行っています。0 歳、1 歳児時期の噛みつきについては、表現で

きないことの表れの１つとして表出することを理解し、緩やかな
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回避に努め、危険のないよう対応しています。 

●異年齢同士のかかわりについては、朝・夕は異年齢で合同保育

を実施しています。また、園の特色ある取り組みとして、3歳～

5歳児での三人組の活動を設け、三人組を 3グループに分けて「め

ろん」、「さくらんぼ」、「ばなな」のグループを作り、毎年、11

月の 2週間をグループ単位で過ごします。毎月のお誕生日会も、

グループごとに活動し、年上の子どもが年下の子どもを見守り、

譲り合い、異年齢の子ども同士で思いやりが育まれる機会を設け

ています。保育士は常に、温かい態度、適切な言葉遣いで子ども

に接し、信頼関係の構築に努めています。 

●健康増進の工夫では、毎日、陽当たりの良い屋上園庭や 1階の

園庭で元気に走って遊び、散歩に出かけ、季節に応じて１日１回

は外に出て陽の光を浴び、体を動かしています。幼児は、月 2回、

運動能力を高められるよう、外部講師による体操教室とダンス教

室を実施し、五感の育みにもつなげています。子どもの健康状態

は、登園時の健康状態を把握し、既往症に配慮しながら体調に応

じて室内遊びや安静に過ごせるようにしています。戸外遊びの紫

外線対策では、帽子を着用しています。 

Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

 

 

 

 

 

●食事については、子どもの成長のため、最も重要な要素として

捉え、子どもが楽しく、おいしく食べられるよう、給食の品数は

5 品として栄養バランスを考えた食事を提供しています。お米や

食材・素材の味を認識できるよう、特に、乳児では“初めての食

事”を大切にし、子どもの味覚を発達させるための重要な時期と

捉え、離乳食は混ぜておじや等にすることをしないよう、お米の

味、食材の本物の味を大切にして提供しています。また、子ども

の一人一人の食事量や喫食状況を把握し、個々に食べられる食事

量を盛り付け、完食の喜びが味わえるようにしています。偏食に

ついては無理強いをせず、苦手な食材は少量にして「食べてみよ

うね」と声かけを工夫し、みんなで育てて収穫した野菜や、友達

と一緒に楽しい食事を通して、興味から自然に食べられるよう工

夫しています。園では、「ひよこ」（0 歳～1 歳）のクラスに付随

して、ガス台や母乳保管用の冷凍庫も備えた「離乳食室」を完備

しています。授乳に関しては、家庭での授乳時間を確認し、子ど

もの様子に応じて臨機応変に対応しています。 
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●食への関心が持てるよう、種まきから栽培過程、収穫を体験し、

食材に触れ、収穫した野菜を調理体験する等、食への興味を高め

ています。3歳児後半から自分で下膳を行い、年長児は、お当番

バッチを付けて当番活動として、今日のメニューを紹介し、配膳

の手伝いを行い、食事への興味・関心につなげています。 

●献立は、園独自のメニューを 1か月サイクルで作成し、お米は、

秋田県から取り寄せ、食材は指定した業者へ発注し、季節感のあ

る旬の食材を吟味し、各地の郷土料理を取り入れて提供していま

す。食事は、温かい食事の提供を心がけ、温度管理に努めていま

す。食事では、子どもたちでルールを決めて席を決め、楽しく食

事が味わえるようにしています。毎月のお誕生日会では、雰囲気

を変えて楽しく食事ができるようにバイキング形式の昼食を採

用しています。食器は健康面を考えて陶器を使用し、子どもの発

達に合わせて食器、食具を数種類取り揃えています。 

●献立表は、月末に翌月分の献立表を保護者に配付し、子どもた

ちには給食当番が毎日の献立を伝えています。給食の内容はサン

プルを提示し、食育だよりを発行して一部レシピも掲載し、保護

者への食の興味・関心につなげています。子どもの喫食状況は、

毎日、クラスごとに給食日誌に食事状況を記録し､管理栄養士（3

名）は子どもの様子を観察し、月 1回、給食会議で献立や調理法

を話し合い、改善に努めています。年 2回、地域の子育て親子等

を招き、管理栄養士による離乳食研究会を実施し、離乳食の相談

等を受け、家庭の状況を把握する機会にもしています。 

●午睡については、昼食や遊びからスムーズに午睡へ導入できる

よう、カーテンを引いて採光に配慮し、落ち着いて心地良く眠れ

るよう環境を整えています。眠れない子どもは無理強いをせず、

保育士が体に触れてトントンする等、身体を休めることができる

よう配慮しています。SIDS の予防では、0 歳児は 5 分ごとにチ

ェックを行い、１歳児は 10 分ごとに行っています。5 歳児は就

学に向け、年明けより徐々に午睡時間を短縮し､3 月には午睡を

なくして就学に向けた環境作りをしています。 

●トイレットトレーニングについては、個人差を尊重し、保護者

と連携して家庭での状況を踏まえながら進めています。園独自の

移動可能な洋式オマルを使用して､子どもが抵抗なく便座に座れ

るようトレーニングしています。開始後は、排泄状況を保護者に

伝え、家庭と一緒に取り組むようにしています。排泄に失敗した



13 

 

際は、子どもの羞恥心に配慮し、優しく言葉かけを行い、シャワ

ーを活用するなど、気持ち良く過ごせるようにしています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［健康管理］ 

 

 

 

 

 

●健康管理では、健康管理に関するマニュアルを整備し、マニュ

アルに沿って子どもの健康状態を把握し、既往症については入園

時の健康記録を基に継続して確認しています。マニュアルは全職

員がいつでも閲覧できるようにしています。子どもの日々の健康

状況は、0 歳～2 歳児は連絡帳で伝え、3 歳以上は適宜、個人別

のノートを活用して連絡しています。保育士は常に子どもの様子

を観察し、緊急時は速やかに保護者に連絡しています。歯磨きに

ついては、保育士が１歳児以上から歯磨き指導を行い、年 1回、

歯科医より指導を受けています。 

●健康診断、歯科検診の結果は、健康記録ノートや、歯科検診票

に記録し、保護者には健康カードで知らせ、必要に応じて口頭で

伝えています。嘱託医は、隣接しているため、密に連携体制をと

り、何か異変があった場合には､直ぐに対処できる利点がありま

す。保護者からの質問に関しても助言をもらっています。 

●感染症等について、健康管理に関するマニュアルを備え、登園

停止基準や、保育中に感染症等の疑いが生じた場合の対応につい

て、重要事項説明書や運営基準に明示、保護者へは入園時の説明

会で配付し、説明しています。感染症が発生している場合は、蔓

延に注意し、掲示して周知しています。職員には必要な情報を回

覧し、知識を共有しています。保育中に発症した場合は、速やか

に保護者に掲示や出欠席アプリ（キッズリー）にて連絡し、子ど

もは事務所で隔離して対応しています。最新の感染症情報は、行

政や地域等から入手し、職員で情報を共有し、保護者にも啓蒙し

ています。 

Ⅱ―２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［衛生管理］ 

 
 

●衛生管理マニュアルは、全職員に配付し、確認および共有を図

り、マニュアルの見直しは年 1回、副園長と主任を中心に実施し、

必要に応じてマニュアルを差し替えています。感染予防に関して

は、嘔吐処理方法について会議に研修を取り入れ、使用方法を習

得し、速やかに対応できるようにしています。非常勤職員につい

ては、園内研修で伝えています。園内の清掃は、マニュアルに沿

って実施し、衛生管理の役割分担を定め、チェック表により保育

室、トイレの衛生・清掃を実施し、衛生管理に努めています。 
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Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管

理［安全管理］ 

 

 

 

 

 

 

●安全管理では、家具の転倒防止にストッパーを取り付け、対策

を講じています。緊急時の対応として「危機管理マニュアル」を

備え、マニュアルに沿って勉強会を行い、緊急連絡体制フロー、

ハザードマップを事務室に掲示し、事故や災害時に適切に対応で

きるようにしています。毎月、避難訓練を実施し、クラスごとの

避難訓練計画表を作成して実施しています。職員は、災害時研修

として救急救命法研修を受講し、順次、救急救命法を身に付けて

います。 

●事故やケガについては、ヒヤリハットの報告やケガ報告書から

曜日や時間帯等の検証も行い、職員会議で対応策を検討し、全職

員で共有を図り、再発防止・改善に努めています。また、事例に

よりリスクを学び、安全に努めています。保護者への連絡につい

ては、ケガの部位、軽重にかかわらず十分説明を行い、速やかに

対応に努めています。 

●年１回、不審者侵入を想定して不審者対応訓練を実施し､警察

署に依頼して警察官から指導を受ける場合もあります。門扉は、

送迎の時間帯は開門していますが、9 時半から 15 時半の間は施

錠しています。玄関扉は必ず職員が開錠し､インターホンで対応

しています。不審者情報は、鶴見区役所、地域等から防犯メール

が配信され入手しています。利用者アンケートに不審者、防犯に

関して心配の声も寄せられていますので、外部からの侵入に対し

て、電子施錠やカメラ付きインターホンを設置する等、より強化

を図る対策も一考されることを期待いたします。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

 

 

 

 

 

 

●園長は、子どもに対する職員の言葉遣い、子どもとのかかわり

方について、職員会議で周知徹底し、ステートメントブックを活

用して職員の行動規範、接遇について伝えています。子どもの人

権を尊重し、子どもの人格を辱めたり、傷つけることの無いよう

穏やかな言葉づかいを心がけるよう指導し、年 1 回、人権侵害の

問題について園内研修を実施しています。また、子どもとの接し

方に関して、自分の意見、決定が他人に聞かれても大丈夫なよう、

心構えを教え、正しいことを言い合える環境作りに取り組み、職

員の意識を高めています。 

●子どもが落ち着いて遊べる場所や、友達や職員の視線を気にせ

ず過ごせる場所は、保育室内、広い廊下を工夫して設け、必要に

応じて１対１で落ち着いて話す場所については、1 階では事務室

を活用し、2 階ではホールや、3 階の主任室等、子どもが落ちつ
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ける場所を提供しています。 

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、入職時に研修を受

け、誓約書を提出しています。個人情報の管理・扱いについてマ

ニュアルに沿って園内研修で確認し、定義・目的について全職員

に周知しています。ボランティアや実習生にも事前に守秘義務の

説明を行っています。保護者に対しては、年度初めに個人情報の

取り扱いの確認を行い、契約時に承諾書をもらっています。個人

情報が記載されている文書・記録は、施錠できる場所に保管、管

理し、不要になった書類はシュレッダーで破棄しています。 

●性差に関する配慮では、平等に活動できるよう活動内容を考慮

し、遊びや行事の役割、持ち物や服装での区別、順番、グループ

分けや整列も性別で区分けすることをせず、子ども自身で自分の

性別を理解し、「行動」を開放できるようにしています。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捉えた話

し方や表現はしないようにしています。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

 

 

 

 

●保育方針、基本理念は、理念、保育方針のみを記載した冊子や、

パンフレット（保育方針）に明示して伝えています。基本方針に

沿った指導計画については、入園前の見学会で､園長から時間を

かけて説明し､園の方針を納得した上で入園を促しています。入

園後は、保護者に対して年度末に開催する「はなぞの会」（保護

者会）で総体的に説明を行い、さらに理解を促しています。 

●園生活での様子や活動内容は、乳児クラスは連絡帳を活用して

伝え、口頭でも伝えるよう心がけ、3歳児以上のクラスでは、ホ

ワイトボード、個別ノートで保護者に伝えています。保護者との

連絡、伝達事項は、遅番職員が降園時に伝達漏れのないよう保護

者に伝えています。 

●個人面談は、特に定めていませんが、随時、保護者の希望また

は、園で必要に応じて実施しています。年 2 回の保育参観時に個

人面談を実施する場合もあります。日常のクラスの様子は、写真

を撮り、アプリ（キッズリー）を通して、毎日保護者へ配信し、

保護者に好評を博しています。 

●保護者の相談、面談については、空いている部屋を活用して保

護者のプライバシーに配慮しています。相談を受けた職員は園長

に報告し、対応の助言を受け、適切に対応できるよう体制を整え

ています。相談内容は記録し、必要に応じて継続的なフォローが

できるようにしています。 
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●園生活に関する情報は、毎月、園だよりを発行し、その日の保

育については連絡帳、ホワイトボードでわかりやすく伝えていま

す。保護者に承諾の下、ホームページに写真を掲載して普段の様

子や子どもの表情、行事での様子を伝えています。保護者の保育

参観については、年度初めに年間行事予定表を配付し、保護者が

予定を立てやすいように配慮しています。保育参観は一定期間を

定めて行っています。 

●自主的な保護者会は現状、保護者から希望や要請を受けていな

いので存在していませんが、希望があれば協力したいと考えてい

ます。「はなぞの会」（保護者会）を年１回年度末の日に開催し、

園主導の会議として保護者に翌年度の方針などを伝え、保護者と

のコミュニケーションを図る機会にしています。保護者とは、日

常から良好な関係を構築しています。 

 

 

 

 

評価領域 Ⅲ 地域支援機能評価領域  

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた 

子育て支援サービスの提供 

 
 

 

 

 

●地域団体との交流では、鶴見区の園長会議、幼保小連絡会、幼

保小連絡会年長児担当者連絡会等で地域のニーズを把握してい

ます。年 1 回行われる地域子育て支援イベントには、保育士や栄

養士を派遣し､地域の親子とふれ合い、子育て支援ニーズを把握

しています。地域住民との交流では、園見学者にパンフレットを

配付し、時間をかけて園の方針を話すと共に､利用者ニーズを把

握する機会にしています。 

●地域の子育てサービスについては、地域の保護者向けに、「離

乳食ふれあい会」（離乳食研究会）を年 2 回開催し､離乳食の大切

さを伝えています。希望者には「離乳食の手引き」を配付してい

ます。特別保育では、産休明け保育、延長保育、障害児保育を実

施しています。地域子育て支援拠点「はなはな」と協働でイベン

トを実施したり、栄養士、保育士を派遣して地域の子育て親子を

支援しています。さらに、主体的に地域の住民や子育て親子に向

けた研修会や講習会を一考されることを期待いたします。 
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Ⅲ－2 保育園の専門性を活かし

た相談機能 

 

 

 

 

 

●地域住民に対する園の情報提供では、鶴見区の子育て情報サイ

ト、広報よこはま鶴見区版等に掲載して情報提供を行い、ホーム

ページからも園の紹介を発信しています。相談事業については､

定期的には行っていませんが､花園保育園ベビーホームは地域に

根ざし、親身な関係にあり、地域の方が相談に来園した時には園

長が窓口となり、育児相談を行っています。今後、園長の経験値､

保育に対する広い見識を生かし、定期的な育児相談の活動が望ま

れます。 

●関係機関・団体等の連絡先リストを作成して事務室に掲示し、

職員に周知しています。関係機関（鶴見区こども家庭支援課・鶴

見区福祉保健センターの保健師・ケースワーカー・民生委員・近

隣小学校・横浜市東部地域療育センター・児童相談所・警察・消

防等）と連携を図り、担当は園長とし、常に対応できる体制を構

築しています。 

 

評価領域 Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミ

ュニティへの働きかけ 

 
 

●地域への園の理解促進のための取り組みとして、園行事のなつ

まつり、餅つき、ブドウ狩りの際に近隣の方々に案内を配付して

います。運動会には卒園児を招き､卒園児が出場するプログラム

も設けてみんなで楽しみ、成長等を分かち合える機会にもなって

います。また、近隣の子育て広場「はなはなひろば」との交流に

より園の理解と共に良好な関係作りを行っています。 

●子どもと地域との交流では、鶴見区民文化センターサルビアホ

ールや鶴見公会堂を、リズム発表会の会場として利用していま

す。近隣の地域ケアプラザ、地区センターなども利用しています。

近隣の中学生の職業体験を継続して受け入れ、地域の小学校とも

交流を図り、小学校教諭の実施研修の受け入れを行い、就学を見

据えた連携も図っています。日常的に利用する近隣公園では、周

辺の保育施設の子どもたちや地域の方々と挨拶し、友好的に交流

を図っています。 
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Ⅳ－２ サービス内容等に関する 

情報提供 

 
 

●園のサービス内容・保育方針などの情報提供は、パンフレット

やホームページ、フェイスブックに掲載し、最新の園の情報提供

に努めています。また、鶴見区の子育て支援ブック、「ヨコハマ

はぴねすぽっと」等に情報を提供しています。園のパンフレット

は、保育方針を記載し、園舎の特徴を階ごとにイラスト化して園

の内容をわかりやすく伝え、ロゴマークの「やきもちくん」が花

園保育園ベビーホームに 誘
いざな

っています。パンフレットは園見学

者や来園者に渡し、職員体制、保育の内容とも説明しています。 

●利用希望者からの電話問い合わせ等については、常時、対応で

きるよう体制を整えています。利用希望者には、見学日程につい

ては柔軟に対応し、園見学は、ゆっくり見学してもらえるよう個

別対応に努め、園長が案内および園の方針を詳しく伝え、質問に

も対応しています。 

Ⅳ―３ ボランティア・ 

実習の受け入れ 

 
 

●ボランティアの受け入れについては、受け入れ担当は園長・副

園長とし、事前に園の基本方針や活動内容を説明し、守秘義務等

について伝え、理解を促しています。毎年、鶴見区社会福祉協議

会からクリスマス時にサンタ役のボランティアに来てもらって

います。大学生の夏休み時のボランティアも受け入れています。 

●実習生の受け入れでは、受け入れ担当を定め、事前にオリエン

テーションで基本方針、心得、利用者への配慮、留意事項を説明

し、保護者に対しては掲示により周知しています。実習では、実

習目的に応じて適切な実習プログラムを作成し、効果的な実習に

努め、最終日は職員との意見交換を行い、実習生の学びや意見等

を園運営の参考にしています。 

 

評価領域 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

 
 

●必要な人材の採用については、地域に特化した就職説明会や、

地域の人脈や職員の紹介等を活用して人材を確保しています。必

要に応じて、加配要員の手配や非常勤保育士の補充も行っていま

す。人材育成については、経験年数別研修体制を整え、新卒者に

は先輩保育士が付いて OJT を行い、早期育成を図っています。

また、正規職員は自己評価制度を設け、各職員の目標を設定し、

期末に園長と面談を行い、保育の振り返り、目標達成状況等を確

認して共有し、翌年の目標につなげ、職員の資質向上を図ってい
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ます。 

●職員、非常勤職員の研修計画は、副園長、主任が作成し、必要

とする研修に必要な職員が受講できるよう推進し、非常勤職員が

時間的制約により出席できない場合は、回覧や職員会議で伝達す

るようにし、知識・技術の向上を図っています。研修受講後は、

研修報告書を提出し、全体会議で発表する機会も設けています。

報告書フォームには、「報告したいと感じたポイントおよび今後

の仕事に生かせると思われた点」や「実際に仕事で実行できたと

ころ」を記載する項目を設け、研修成果と仕事を結びつけている

点は、高く評価できます。研修報告書はファイリングして閲覧で

きるようにし、日々の保育に生かしています。内部研修では、テ

ーマを定め、テーマについて全員で考え・話し合う機会を設け、

より良い保育に向けて研鑚を図っています。 

●非常勤職員の配置や業務内容については、実務年数や正規職員

との組み合わせを考慮して決定し、職員行動規範を示し、マニュ

アルを閲覧できるようにして必要な知識、情報を提供し、確認し

ています。非常勤職員の時間的な制約を考慮し、広い範囲の業務

にかかわれる機会を提供し、資質向上を図っています。また、適

宜、クラスミーティングを実施して情報共有を図り、非常勤職員

への指導は主任、副主任とし、コミュニケーションを図りながら

園の円滑な業務につなげています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

 
 

●保育士の自己評価は、園独自の自己評価票を活用して実施し、

個々の保育の振り返りを行っています。自己評価を通して職員

個々の改善、園の保育計画の改善に生かしています。月案では、

日々の保育を振り返り、次の課題を抽出し、職員会議で各クラス

の振り返りを行い、次月の保育に生かす等、子どもの活動内容、

結果だけでなく、子どもの育ちや意欲、取り組む過程等を大切に

して行っています。園では、様々な保育事例、良いサービス事例

を、職員会議・勉強会・ケース会議等で話し合う機会を設け、研

鑚を図り、サービスの質の向上を目指しています。外部からの技

術指導では、横浜市東部地域療育センターのソーシャルワーカー

から保育の工夫等の指導を受け、体操講師、ダンス講師、学研の

講師等を導入し、指導を参考にしています。 

●保育園の自己評価は、保育士の自己評価と指導計画を並行して

実施し、毎週、ミーティングで計画や記録を通して保育を振り返

り、職員間で確認し合い、園の良い点と課題を把握し、保育に生
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かしています。今年度、第三者評価を受審し、園の課題を公表し、

改善への取り組みを伝えていきます。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

 
 

●園の業務について、毎年 10 月末に職員にアンケート調査を実

施し､翌年度の予定や仕事の希望を聞き、それを参考にして役割

分担、クラス担当を決め、可能な限り権限を委譲しています。業

務中に突発的な事態が発生した場合は、職員が自主的に判断し、

行動できるよう指導しています。役割分担については、毎年、主

要な行事の担当や、お誕生日会担当、職員会議録担当等を細かく

決めています。自主判断が困難で確認すべき事柄に関しては、園

長、主任の判断を仰いでいます。会議では、職員が発言できる場

を設け、意見交換を図り、課題を共有して積極的に運営に参加す

るよう促しています。園長は、職員一人一人の技術・知識が深ま

るように取り組み、職員のやりがいにつなげられるよう尽力して

います。 

 

 

評価領域 Ⅵ 経営管理 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

 
 

●職員の守るべき法・規範・倫理等は、ステートメントブック 

に詳しく記載し、職員は理解を深めています。また、就業規則、

社内通達等で周知徹底を図り、守るべき倫理を遵守しています。

経営、運営状況等の情報は、横浜市役所へ決算書・事業計画・事

業報告を提出しています。 

●環境整備では、分別、ゴミの減量を心がけ、削減できる資源は

積極的に削減していくよう実施しています。分別は子どもを交え

て取り組み、分別したゴミは産業廃棄物事業者に回収してもらっ

ています。資源ゴミは、従来より地元業者に再生紙用の原料とし

て引き取ってもらい､エコ活動の一環としています。節水、節電

を心がけ、徐々に LED 化に切り替えています。緑化推進では、

園玄関の葡萄棚に加え、屋上園庭の大きなプランターで夏野菜の

栽培やパンジーやチューリップの栽培を行い、緑化に努めていま

す。環境への考え方では、ステートメントブックに保育所のビジ

ョンの中に「地球環境を考え、それを採り入れた保育の実現」と

掲げ、実行に努めています。 
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Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 
 

●園の保育方針・基本理念は明文化し、園内に掲示して保護者等

が常に目に触れるようにしています。職員に対しては、ステート

メントブックに基本理念、行動の指針、保育方針、保育園のビジ

ョン等を詳しく説明し､職員会議でも理解を促し、周知していま

す。園長は、日常保育に反映できているかを確認し、定期的な職

員の面談時に保育方針や基本理念の理解度を確認し、意識統一に

努め、指導力を発揮しています。 

●重要な意思決定の際は、理事会、「はなぞの会」（保護者会）、

個人面談等を通じて積極的に保護者に報告しています。園長は、

保護者からの情報、意見については園長自身が対応し、クラス担

任と連携を図り、役割分担を決定して進め、保育課題の解決に尽

力しています。 

●スーパーバイズのできる主任クラスの育成は、外部のリーダー

研修、ゼネラルマネジメント研修、コミュニケーション研修等の

参加を推奨し､主任クラスの育成に取り組んでいます。主任クラ

スの研修では、横浜市、鶴見区の研修に出席して研鑚を図り、保

育の実践に生かしています。主任は、職員の業務状況を書類や昼

礼で確認し、職員の精神面、肉体的にも配慮して配置数等の調整

に努め、職員一人一人の能力や経験に応じて助言や指導を行い、

まとめ役およびパイプ役となって円滑な園運営に尽力していま

す。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

 
 

●副園長は､日本保育協会横浜支部の青年部長を務め､保育業界

についての情報を積極的に入手し、運営に生かしています。また

鶴見区の園長会議に出席し、情報を収集しています。運営に影響

ある情報は、園長、副園長でミーティングの上、周知すべき情報

は幹部会議、担任会議等で検討を図り、職員会議で課題を投げか

けて全職員で話し合い、園全体で改善に努めています。 

●ステートメントブックに、保育園のビジョンとして、「10 年間 

の運営ビジョン」を明示し、①「子育てのプロ集団へのさらなる 

成長」、②「地域の方々のふれあいの場となる」、③「ご家庭や地 

域とのつながりを広げ､ネットワークを構築する」ことを使命と 

し、全職員に花園保育園ベビーホームの「道」を示しています。 

園長は､ご子息の副園長を後継者として近い将来、経営を継承す 

ることを視野に持ち、さらなる園の未来に向けて進めています。 

さらに、外部機関や専門家の意見、助言を受け入れ、より良い園 

運営に生かし、尽力しています 
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29年度 福祉サービス第三者評価 本人（園児）調査結果報告書 

 

花園保育園ベビーホーム 

小学館アカデミー かみおおおか保育 

園㈱R-CORPORATION 

＊観察調査日 平成 29年 12月 21日・22日 

＊保育観察 保育園を調査者 2名で全クラスの視察、観察を行いました。調査訪問日の 22日はお誕生日会

とクリスマス会、異年齢製作が開催され、活動を中心に生活の保育観察を行い、食事に同席

して食事風景、保育士のかかわり方、園児の様子を観察しました。各年齢については、1 日

の保育の観察を通してそれぞれの特徴を捉えて記しています。 

 

■0歳～5歳の子どもの様子・保育の様子 

 

＜0歳児＞ 

 

●0歳～1歳児は、月齢、子ども一人一人の成長を考慮して、「ベビー室」、「ひよこ」、「こ

ばと」の 3つのクラスに分けられています。乳児は「ベビー室」とし、保育環境も子ども

の睡眠に配慮した静かな位置に設定されています。調査当日は寒い時期でもあり、体調不

良の子どもも多く、ベビー室では 3名の子どもが保育者と一緒に遊んでいました。調査者

が顔を出すと、人見知りの時期でもあり、泣き出しそうになり、しっかり、園での保育者

や園長先生は認識ができているようで順調な育みが見られました。「ひよこ」クラスでは、

園舎の奥にあたる保育室に、ベビーより少し高い月齢の子どもたちが元気に過ごし、食事

を待っていました。22日は、クリスマス会の日でもあり、園内には静かにジングルベルの

曲が流れ、サンタクロースが子どもたちのところに訪れ、サンタさんからプレゼントをも

らい、1歳前の子どもたちは笑顔で受け取る子どもや、びっくりして泣きそうな子ども、既

に泣いている子ども等、非日常的なクリスマス会の雰囲気に様々な表情を見せていました。

食事では、寝食を区別し、清潔に室内を整え、保育者が子ども一人一人のペースに合わせ

て穏やかに声をかけながら食事を摂っていました。午睡時には、静かな環境、快適な室温

の中で眠り、サンタさんを見てびっくりした子どもも安心して眠りについていました。 

 

＜1歳児＞ 

 

●1歳児の子どもは、「こばと」クラスとし、子どもの発達等を考慮して一部の子どもは「ひ

よこ」クラスで生活しています。1歳児は園舎 2階の保育室で、十分な広さと、ゆったりと

したトイレ、沐浴設備を備えています。21日の午前中は、子どもたちは園舎屋上の園庭で

遊びました。園庭には現在故障中の遊具があり、保育士から「ここには登ってはいけませ
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ん、お約束は？」と注意を促すと、人工芝の上に座って話を聞いている子どもたちは、全

員で「は～い」と答え、その後、思い思いに自分の好きな遊具で遊び、ゾウやバンビ、ラ

イオン、カバ等の動物の姿をした滑り台やトンネルをくぐって元気よく遊び、保育士が笑

顔で見守る中、子どもたちの笑顔も一人一人に溢れています。遊んだ後は保育室に戻り、

保育士が「靴を脱いで、靴下も脱いで、靴下は靴の中に入れなさい」と子どもたちに伝え

ると、1歳の子どもたちは床に座って靴を脱ぎ、靴下を脱いで、早くできる子どもや、ゆっ

くり脱ぐ子ども等、いろいろでしたが、「できたよ」、「できるよ」と言いながら一生懸命が

んばりました。保育室に入り、お昼の食事前に手洗いをして、おいしく食事を摂っていま

した。 

 

＜2歳児＞ 

 

●2歳児「はと」クラスは、22日のクリスマス会、午睡前の様子を観察しました。2歳児の

クラスにはサンタクロースとトナカイが鈴（神楽鈴）を鳴らしながら「メリークリスマス！」

と言って訪れました。子どもたちは「サンタさんが来た～！」とキョトンとする子どもも

いましたが、子どもたちは興奮気味で、プレゼントを受け取ると「サンタさんありがとう！」、

「サンタさんバイバイ～」と体で表現する子ども、笑顔で手を振る子ども等、思い思いの

感情表現を行い、とても嬉しそうな瞬間でした。午睡では、トイレに行き、パジャマに着

替え午睡に入ります。2歳児はしっかりと習慣がついているようで、早く着替えた子どもは

自分のお布団で横になり、絵本を読んでいる子どももいました。入眠前に保育士が絵本の

読み聞かせを行い、子どもたちは周りに集まり、静かに聞いています。心地良い読み聞か

せから部屋も消灯して程よく暗くなり、良い眠りに誘われ、子どもたちはぐっすり眠りに

つきました。一人、お腹が痛いようで泣いている子どもには、保育士が子どもの傍に付き、

子どもが眠るまでお腹をさすり、手の温かさで子どもは安心して眠りについたようです。 

 

＜3歳～5歳児の行事・活動「クリスマス会」、「誕生日会」、「異年齢製作活動」＞ 

 

●「誕生日会」 

22 日は、12 月生まれの「お誕生日会」、「クリスマス会」、そして「異年齢制作」と、盛り

だくさんの行事・活動の日で、行事後には、バイキングの会食を控え、今日は子どもたち

にとってスペシャルでとてもワクワクする楽しい 1日となりました。お誕生日会は、3歳～

5歳児の合同で行い、5歳児（きりん組）の保育室とホールを開放して会場が設定され、座

席も設営し、ステージの前から 3歳児、4歳児、5歳児と順に座り、子ども一人一人が全体

を見えるよう工夫がされ、最後列には誕生月の保護者が 6 名参加し、お誕生日会が始まり

ます。12月生まれの子ども 4人がサンタクロースの衣装を着て、拍手の中、登場しました。

お祝いの歌をみんなで歌って祝福します。「○○ちゃん、おめでとう！今日はあなたの誕生
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日、みんなでお祝いしましょう～」と子ども一人一人の名前を挙げて歌い、大切な子ども

の「誕生」を祝い、一人一人に他の子どもたちから王冠と写真入りペンダントのプレゼン

トがされました。また、保育士も誕生日の方が 6 人いて、お祝いの歌を歌い、園長先生か

らプレゼントの贈呈と子どもたちの質問に答え、楽しくお誕生日会が進みました。子ども

たちから保育士に向けた質問では、徐々に全員が元気に手を挙げ、大きな声を出して質問

します。3歳児（りす）からは「好きな色はなんですか？」や、4歳児（うさぎ）の子ども

は「好きなデザートはなんですか？」、5 歳児（きりん）の子どもからは「好きな食べ物は

なんですか？」等、それぞれ異なった質問を行い、保育士が答えるたびに大きな声で笑っ

たり、隣の子ども同士でクスクス笑って嬉しそうです。 

最後には、園長先生から各クラスへ玩具のプレゼントをもらい、子どもたちは大喜びで、

笑顔と楽しさいっぱい、全員参加型のお誕生日会でした。 

 

●＜異年齢製作活動＞ 

お誕生日会を終え、次に異年齢製作活動に移りました。園では、3歳～5歳児での三人組の

活動を設け、三人組を 3 グループに分けて「めろん」、「さくらんぼ」、「ばなな」のグルー

プで製作を行いました。製作は、紙コップとモールを使い、小さなクリスマスツリーを作

製しました。各グループで年上の子どもが年下の子どもに教え、手伝ったり、年下の子ど

もは年上の子どもの作品を真似る等、「これはここにつけて、こうすればいい」と話しなが

ら製作を行っていました。 

 

●＜クリスマス会＞ 

大イベントのクリスマス会の始まりです。サンタクロースはボランティアの大人の方で、

本物さながらのサンタさん、保育士は本格的なトナカイを演出し、園内にはジングルベル

の曲が静かに流れ、世界でたった 1 つの花園保育園ベビーホームのクリスマス。子どもた

ちのワクワク感は最高潮です。サンタとトナカイは乳児クラスから順に各クラスを廻って

プレゼントを子どもたちに渡します。「うさぎ」クラスでは、サンタさんと、トナカイが保

育室に入るやいなや、「ワァ～!！」、「キャ～ァ！」の大合唱で興奮の渦、サンタさんが袋

からプレゼントを出すと、また黄色い声となり、「ちょうだい、ちょうだい」と手を出す等、

サンタさんから「また、来年も来るね」と、去って行くその時、保育士が空を指し、「あっ、

サンタさんが帰って行く」と言い、子どもたちは一斉に空を見上げ…手を振り、上手な演

出に子どもたちはサンタさん、トナカイから夢のプレゼントに喜び、非日常的な時間を満

喫していました。 

その間にホールと「きりん」の保育室で行事食の用意がされていました。行事食はバイキ

ング形式で、用意されたプレートに「かぼちゃのサラダ」、「フライドチキン」、「ブロッコ

リー」、「フライドポテト」の 4 種類が並び、わかめご飯、コーンスープ、デザートのゼリ

ーでもてなされていました。バイキングでは、3つの異年齢グループで、3歳児から順番に
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ワンプレートのお皿を持って自由に好きなものを取りに行きます。それぞれプレートを見

ながら、「おいしそう」、「私はこれがいい」と言いながらバイキングを楽しみ、盛りだくさ

んの時間を子ども、保育士、大人が一緒になって行事を楽しみ、子どもたちの感動が伝わ

ってくる 1日でした。 
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【花園保育園ベビーホーム 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 29年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配布世帯数（世帯数 115） 

有効回答数 87世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 76％ 

  

 

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

●利用者アンケートの特徴として、日常の保育内容についての「遊び」についての項目が、

総体的に『満足』が高く、『満足』と『どちらかといえば満足』を合わせて（以下、「ほぼ

満足」という）見ると、中でも「クラスの活動や遊びについて」は、「ほぼ満足」において

99％を得ています。『満足』の高い項目では、「給食の献立内容について」であり、『満足』

は 77％を示し、「クラスの活動や遊びについて」は、『満足』75％を得ています。また、「園

の玩具や教材について」、「お子さんが給食を楽しんでいるかについて」、「基本的生活習慣

の自立に向けての取り組みに」も 3項目では、『満足』は 74％となっています。「ほぼ満足」

とした高い項目では、「クラスの活動や遊びについて」が、満足 75％、どちらかといえば満

足 24％、その他 1％にて、「ほぼ満足」は 99％であり、「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、満足 70％、どちらかといえば満足 28％、その他 1％、無回

答 1％にて、「ほぼ満足」は 98％を得ています。また、「お子さんが給食を楽しんでいるか」

については、満足 74％、どちらかといえば満足 23％、その他 1％、無回答 2％にて、「ほぼ

満足」は 97％となっています。「園の玩具や教材について」は、満足 74％、どちらかとい

えば満足 22％、どちらかといえば不満 1％、その他 3％で、「ほぼ満足」は 96％です。また、

0歳児  1歳児  2歳児  3歳児  4歳児  5歳児 

12世帯  18世帯  15世帯  14世帯  16世帯  12世帯 
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「基本的生活習慣の自立に向けての取り組み」では、満足 74％、どちらかといえば満足 21％、

その他 3％、無回答 2％にて、「ほぼ満足」は 95％を示しており、他の項目についても、「ほ

ぼ満足」に関しては、80％以上が得られています。 

 

●アンケートの自由記述からは、「子どもたちに対して思いやりを持って保育をしてる」、

「いつも成長を見守ってくれ、病気やケガの際も対応してもらっている」、「子どもも充実

して通園し、本当に助かっている」、「子どもたちは毎日楽しく通い、給食にも先生の対応

にも満足しています」、「優しく丁寧な対応に親子共に満足している」、「子どもの目線に立

って考えてくれる」、「子どもの様子をよく観察し、報告してくれて頼もしく、安心して通

えます」等、保育士の対応、のびのびとした保育、子どもを第一にした保育が行われてい

ると、保護者から高い評価を得ています。 

 

●『不満』および、比較的『満足』が低い項目は、ほとんどありませんが、「外部からの不

審者侵入を防ぐ対策について」が、『不満』10％と、中でも特化し、『満足』も低い項目と

して挙がっています。『満足』では 27％、どちらかといえば満足 33％、どちらかといえば

不満 28％、『不満』10％であり、「ほぼ満足」は 58％という結果になっています。保護者の

意見からは、「誰でも園内に入れてしまう」や、「防犯上とても心配」との意見が挙がり、

さらに、安全・防犯対策を講じる施策等に期待されます。 

●「保育園の理念や基本方針について」では、よく知っているが 24％、まぁ知っている 52％、

どちらともいえない 16％、あまり知らない 7％、まったく知らない 1％という結果になって

おり、それらの賛同については、賛同できる 53％、まぁ賛同できる 20％、どちらともいえ

ない 5％、あまり賛同できない 1％、無回答 22％にて、園の理念、方針について 73％の賛

同を示しています。利用者、保護者からは提供されるサービスに満足度を高く得ている保

育園ですので、さらに、保育の根幹なる理念、保育目標、方針をより周知・理解を促す工

夫に期待いたします。 

●アンケートの主な意見からは、防犯面に関して、手洗い等の衛生面への考慮、連絡帳の

活用について等の意見が挙がっています。それぞれに関しては園から説明、周知されてい

ると思いますが、保護者からの意見、要望等について受け止め、理解や協力につなげられ

るよう、日々の振り返りと見直しを図る機会を設け、園の良い点を生かし、継続し、さら

なる良い園作りを期待しています。 

 

●総合的に、『満足』は 63％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 29％、『どちらか

といえば不満』は 5％、『不満』2％、『無回答』1％にて、サービスの提供について、92％「ほ

ぼ満足」していると捉えることができます。 
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利用者調査項目（アンケート） 

 

 社会福祉法人 花園会 花園保育園ベビーホーム 

 

 

【保育園の基本理念や基本方針について】            ※上段%、下段人数で示しています。 

問１ 

利用者調査項目 よく知って

いる 

まあ知っ

ている 

どちらとも

いえない 

あまり 

知らない 

まったく 

知らない 

無回答 

1 あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存じで

すか。 

24% 52% 16% 7% 1% 0% 

21人 45人 14人 6人 1人 0人 

 

 

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 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

53% 20% 5% 1% 0% 22% 

46人 17人 4人 1人 0人 19人 

【保育園のサービス内容について】 

問２ 入園する時の状況について  
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 見学の受け入れについては 66％ 24％ 1％ 0％ 8％ 1％ 

57人 21人 1人 0人 7人 1人 

《その他意見》 

 

・見学しなかった。（3） 

・上の子が他の保育園に入っていたこともあり、雰囲気もわかって

いたのでしなかった。 

・見学を希望しなかったので、該当せず。 

・覚えていません。 

4 入園前の見学や説明など、園からの情報提供につ

いては 

62％ 26％ 6％ 1％ 5％ 0％ 

54人 23人 5人 1人 4人 0人 

《その他意見》 

 

・特に情報を求めてなかった。 

・見学しなかった。（1） 

・覚えていません。 

5 園の目標や方針についての説明には 61％ 28％ 6％ 1％ 3％ 1％  

 53人 24人 5人 1人 3人 1人 

《その他意見》  

・覚えていない。（1） 
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6  入園時の面接などで、お子さんの様子や育成歴な

どを聞く対応については 

60％ 31％ 3％ 2％ 3％ 0％ 

52人 27人 3人 2人 3人 0人 

《その他意見》 ・入園の面接はなし。 

・特に聞かれていない。 

7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 

 

63％ 31％ 2％ 1％ 1％ 1％ 

55人 27人 2人 1人 1人 1人 

《その他意見》  

8 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） 

56％ 28％ 6％ 5％ 5％ 1％ 

49人 24人 5人 4人 4人 1人 

《その他意見》 

 

・園指定の物がある事に対し、説明が無く、進級する度に買う

物があるのはどうかと。 

・資料等が欲しかった。 

・毎年、備品の購入が発生すること。 

  問３ 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 

9 年間の保育や行事についての説明は 67％ 24％ 7％ 1％ 1％ 0％ 

58人 21人 6人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

10 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 

41％ 30％ 11％ 5％ 13％ 0％ 

36人 26人 10人 4人 11人 0人 

《その他意見》 

 

・まだ入園したばかりなので、よくわからない。（3） 

・説明がないので、要望を出す前の話だと思う。 

・年齢が小さいからか、要望の聞き取りはありませんでした。年度

末のアンケートや意見交換会があると良いと思います。 

・不明。（2） 

・要望が生かされているのかわからない。 

・要望あるかわからない。 
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  問 4 日常の保育内容について       

     「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 

11 クラスの活動や遊びについては 

(お子様が満足しているかどうか） 

75％ 24％ 0％ 0％ 1％ 0％ 

65人 21人 0人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 64% 28% 5％ 0％ 3％ 0％ 

64人 25人 4人 0人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・園庭があってほしい。 

・キッズリーアプリで確認できるので満足していますが、スケジュー

ル、頻度を知りたいです。 

13 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、年齢にふさわしいかなど) 

74％ 22％ 1％ 0％ 3％ 0％ 

64人 19人 1人 0人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・子どもが小さいので、出されたもので遊ぶので、ふさわしいのかわ

からない。 

・おもちゃ制作業等も、大まかに内容、スケジュールが知りたい。

新しい機材や試みは特に知りたいし、積極的にお願いしたい。 

14 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 

52％ 37％ 7％ 0％ 5％ 0％ 

45人 32人 6人 0人 4人 0人 

《その他意見》 ・０歳児もしているのか知らない。 

・園が活動をしているのかわからない。 

・1～2歳児クラスなので、これからかと思います。 

15 遊びを通じた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 

61％ 33％ 5％ 0％ 1％ 0％ 

53人 29人 4人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

16 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 

57％ 37％ 2％ 1％ 2％ 0％ 

50人 32人 2人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・まだ年齢が小さいからかもしれませんが、どのくらい体を動かした

のか知りたいです。 
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 「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 

17 給食の献立内容については 77% 17％ 2％ 0％ 1％ 2％ 

67人 15人 2人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・あまり美味しそうではない。 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 74％ 23％ 0％ 0％ 1％ 2％ 

64人 20人 0人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

 

 

19 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 

74％ 21％ 0％ 0％ 3％ 2％ 

64人 18人 0人 0人 3人 2人 

《その他意見》 

 

・年齢が低いので判断できない。 

・保育園でのしつけの進捗状況を知りたい。 

20 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 

66％ 28％ 1％ 1％ 2％ 2％ 

57人 24人 1人 1人 2人 2人 

《その他意見》 

 

・毎日の午睡の時間、様子を知りたい。 

21 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 

67％ 18％ 2％ 0％ 10％ 2％ 

58人 16人 2人 0人 9人 2人 

《その他意見》 

 

・まだ始まっていないので、わからない。（6） 

・知らない。 

・途中入園なので、わかりません。 

22 お子さんの体調への気配りについては 71％ 23％ 2％ 0％ 1％ 2％ 

62人 20人 2人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

 

23 

 

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 

61％ 26％ 5％ 3％ 2％ 2％ 

53人 23人 4人 3人 2人 2人 

《その他意見》 
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問 5 保育園の快適さや安全対策については 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

24 施設設備については 40％ 45％ 5％ 2％ 3％ 5％ 

35人 39人 4人 2人 3人 4人 

《その他意見》 

 

・所属できているだけで満足だが、施設のアップデートも検討、ま

たはリサーチしてほしい。 

・少々建物が古い、設備等。 

・少し狭いのか、物が見える所にある。 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気になっている

かについては 

59％ 34％ 2％ 1％ 1％ 2％ 

51人 30人 2人 1人 1人 2人 

《その他意見》 

 

 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

25％ 33％ 28％ 10％ 1％ 2％ 

22人 29人 24人 9人 1人 2人 

《その他意見》 

 

 

27 
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 

43％ 38％ 11％ 5％ 1％ 2％ 

37人 33人 10人 4人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・貼り紙で注意喚起していただいてますが、アプリでもお知らせし

てほしい。 

・感染症が流行っている時一言あると嬉しい。 

 

   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 

28 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 

32％ 30％ 20％ 9％ 8％ 1％ 

28人 26人 17人 8人 7人 1人 

《その他意見》 

 

・まだないので、わからない。（2） 

・特になかったと思います。 

・園と保護者の意見交換の機会が、年数回あっても良いのでは

ないか。 

・ない。 

・通っている園ではやらないので。 

・子どもを連れて行けないのが不満。 
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29 園だよりや掲示などによる、園の様子や行事に関す

る情報提供については 

56％ 37％ 3％ 1％ 1％ 1％ 

49人 32人 3人 1人 1人 1人 

《その他意見》 

 

 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 49％ 32％ 10％ 5％ 2％ 1％ 

43人 28人 9人 4人 2人 1人 

《その他意見》 ・運動会の開催日程土曜の振り休なし。 

31 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 

49％ 33％ 9％ 5％ 2％ 1％ 

43人 29人 8人 4人 2人 1人 

《その他意見》 ・保育士による。 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

49％ 38％ 9％ 1％ 1％ 1％ 

43人 33人 8人 1人 1人 1人 

《その他意見》  

33 保護者からの相談事への対応には 53％ 36％ 7％ 1％ 2％ 1％ 

46人 31人 6人 1人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・相談する相手による。 

・先生のご機嫌次第なところがある。 

 

34 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 

60％ 31％ 3％ 2％ 2％ 1％ 

52人 27人 3人 2人 2人 1人 

《その他意見》 

 

 

 

 

 

 

問 7 職員の対応について 

      

 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 

35 あなたのお子さんは大切にされているかについては 62％ 33％ 2％ 0％ 1％ 1％ 

54人 29人 2人 0人 1人 1人 

《その他意見》  
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36 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 

70％ 28％ 0％ 0％ 1％ 1％ 

61人 24人 0人 0人 1人 1人 

《その他意見》  

37 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 

59％ 26％ 1％ 0％ 11％ 2％ 

51人 23人 1人 0人 10人 2人 

《その他意見》 ・わからない。（7） 

・アレルギーなし。 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 61％ 28％ 3％ 3％ 3％ 1％ 

53人 24人 3人 3人 3人 1人 

《その他意見》 ・ベテランの先生はちょっと近寄りがたい。 

・先生による。（1） 

・特定の方のみ高圧的な言い方。 

・副園長が偉そうすぎる。 

39 意見や要望への対応については 49％ 33％ 8％ 1％ 5％ 3％ 

43人 29人 7人 1人 4人 3人 

《その他意見》 

 

・なかなか意見するチャンスがないので、保護者同市の連携また

は、アンケート等で実施を希望。 

・挨拶が無い時もあり、上から目線的な所もある。 

問８ 保育園の総合評価 

 
満足 どちらかといえ

ば満足 

どちらかといえ

ば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 63％ 29％ 5％ 2％ 1％ 

55人 25人 4.人 2人 1人 

《その他意見》 
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保護者アンケート調査結果 （設問別 「満足度」 総合） 

        （注）レーダー数値は設問別｛満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象園舎：   社会福祉法人 花園会 花園保育園ベビーホーム    横浜市鶴見区生麦 5-8-16 

回答世帯数：115 世帯中 87 世帯 ＜0 歳児（12 世帯）、1 歳児（18 世帯）、2 歳児（15 世帯）、3 歳児（14 世帯）、4 歳児（16世帯）、5 歳児（12 世帯）＞ 

  定    員 ： 138 名 調査期間： 2017/04/19 ～   2017/12/22 
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事業者コメント 

 

花園保育園ベビーホーム園           

園長 鈴木 範雄 

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞    

 

 

 初めての第三者評価受審で不安や期待が入り交じっていました。 

保護者、職員等から様々な意見が出されたことで、保育を振り返るきっかけにしていきたいと考える。 

 

 

 

＜評価後取り組んだこととして＞  

 

 

1．利用者アンケートの結果をふまえて反省すべきことを職員間で話し合い、実行していく。 

 

2．個人面談は希望があれば行っている。ただ、保護者懇談会は定期的には行っていないので、今年度中に保護

者会を開けるように、意見を聞いて準備する。 

 


