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基本情報 

 

 

評価方法 

 

 

 

 

施設名 横浜市細谷戸保育園 

所在地 横浜市瀬谷区瀬谷町 5945 番地 

電話番号 045-301-1927 

評価年度 平成 30 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

自己評価 

（実施期間） 

平成 30 年 6 月 1 日～ 

平成 30 年 8 月 6 日 

職員が領域ごとに各クラスや職種ごとで自己評価票を作成し、園内

研修にて結果を共有し検討。話し合いの後担当職員と園長が集約し

て最終確認し、まとめました。 

 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 30 年 9 月 12 日 

平成 30 年 9 月 13 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

児の観察、書類確認および園長、職員との面接、ヒアリングにより

評価を行った。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た。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 30 年 7 月 9 日～ 

平成 30 年 7 月 23 日 

利用者全員（74 通/64 世帯）へ配付し、園に提出してもらった。 

園からまとめて事業所へ送付。 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 30 年 9 月 12 日 

平成 30 年 9 月 13 日 

1 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た。 
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第三者評価結果報告書 

≪総括≫ 

 

≪総合評価≫ 

 

【横浜市細谷戸保育園の立地・概要】 

●横浜市細谷戸保育園は、相鉄線瀬谷駅からバスで10分、「細谷戸第4」下車徒歩１分の県営細

谷戸ハイツの北部に位置し、周囲は開放的な視界が広がり、瀬谷市民の森やその他公園等も多く

年間を通じて昆虫や小鳥など様々な生き物に出会える豊かな自然環境の中にあります。園舎は鉄

筋コンクリート造りの築30年を経過した平屋建てで、外観のピンク色と空のブルー、白い雲が

マッチして夢を彩る雰囲気を醸した保育園です。 

●横浜市細谷戸保育園は 1965 年に横浜市立細谷戸保育園として開設され、53 年目を迎えた保育

園であり、平成 32 年には横浜市から民間へ移管予定が決定しています。横浜市細谷戸保育園の

保育理念は、「子どもの最善の利益を目指します」、「保護者との関係を大切にします」、「子育て

支援を行います」とし、理念の基、地域に根差した開かれた保育園として、園庭開放・育児講座・

交流保育等の子育て支援を行い、子どもたちと地域との関わりを豊かにつなげ、子どもを中心に

保護者と信頼関係を築きながらより良い保育に尽力しています。 

 

【横浜市細谷戸保育園の方針】 

●横浜市細谷戸保育園の保育理念を基に、保育方針として、①安全と安心を第一に一人ひとり伸

びる力を大切にしながら、個性に応じた多様性のある保育をする。②豊かな愛情をもって一人ひ

とりの気持ちを受け止め、主体的な活動を育む。③子どもを中心に家庭や地域との信頼関係を築

き、環境を通して人や物とのかかわりを大切にする。④地域の中の保育園として園庭開放や交流

保育など地域との交流を大切にすると謳っています。園目標では、「安定した生活のもと自信を

持って遊べる子」、「自分の気持ちを伝えられる子」、「友だちを思いやり行動できる子」を目指し、

保育姿勢として「気持ち良く１日を過ごせる保育を目指します」「子どもの声に耳を傾け気持ち

を受け止めていきます」「職員が明るく意欲的に過ごし、子どもと一緒に楽しみながら豊かな心

対象事業所名 横浜市細谷戸保育園 

経営主体(法人等) 横浜市 （2020 年度民間移管予定） 

対象サービス 保育所 

事業所住所等 横浜市瀬谷区瀬谷町 5945 

設立年月日 1965 年 7 月（改築 1983 年） 

評価実施期間 平成 30 年 6 月～10 月 

評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

評価項目 横浜市版 
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を育てます」を全職員が心得、日々保育にあたっています。さらに、園として大切にしているこ

ととして、細谷戸保育園の「ほ・そ・や・ど」を用いて「ほほえみかわし、そだちゆくこころ、

やさしさはぐくみ、どのこもかがやく」のキャッチフレーズを作成し、大切にしていることをわ

かりやすく示しています。保護者の子育てパートナーとなり、職員同士のチームワークを大切に

しながら皆で育ち合う保育・園作りに努めています。子どもが心身共に成長する大切な時期を過

ごす保育園生活に自然豊かな環境を生かし、地域との連携を大切にして子ども一人一人に合わせ

た対応・援助に取り組んでいます。 

 

≪優れている点≫ 

 

１．【「子ども本人を尊重した保育」の推進】 

●保育の実施内容（子どもたちの遊び込める環境作り）では、細谷戸保育園の頭文字に絡めて作

られたキャッチフレーズ「ほほえみかわし・そだちゆくこころ・やさしさはぐくみ・どのこもか

がやく」を理念・方針と共にカードにして携行し、唱和を行って全職員で共通理解を図っている

と共に、地域環境を生かして異年齢交流、戸外遊び、散歩等を積極的・計画的に推進しています。

近年外国籍に係る入所増加に伴い、20％におよぶ外国籍の子どもの保育にあたり、文化・言葉

の違いを日々の対応や、職員の努力と地域の支援により工夫した保育を実施しています。また、

散歩時では交通マナーを学び、室内遊びでは遊び終えた玩具は収納棚の所定の場所に戻すよう

「使ったものはキチンと片づける」等、社会性、自立に向けてマナーが身に付くよう保育を進め

ています。 

 

２．【地域の子育て支援】 

●地域に開かれた施設として、地域の子育て支援に力を入れています。月曜日～金曜日の9：30

～12：00は「園庭開放」、夏は「プール開放」を実施しています。また、育児相談は来園時、ま

たは電話で随時受けています。「園文庫」として絵本の貸し出しも行っています。その他、ふれ

合い遊びなど育児講座を年2回、交流保育を年10回程度行っています。さらに、毎月、誕生会に

案内して地域の子育て親子と交流を図り、散歩時に公園で遊んでいる地域の親子にも園のパンフ

レットや案内を渡す等、積極的に取り組み、地域の子育てお母さんの集いに参加して保育提供す

る等、園外でのサポートも行っています。 

 

３．【職員資質の向上に向けた取り組みの推進】 

●職員の資質向上への取り組み、人材育成について、横浜市の人事考課を基に目標共有シートや

キャリアラダーを活用して職員個々の目標を設定し、園長と共有を図り、職員個々のスキルアッ

プに取り組んでいます。人材育成では、横浜市が主催する各種研修に積極的に参加して保育や援

助技術を学び、園内研修では個々のキャリアに合わせた研修内容を計画し、非常勤職員も含めた

全職員対象とした研修を行い、職員の資質向上を図り、保育所全体のサービス向上につなげてい
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ます。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

 

１．【保育の実施に伴う取り組みとして】            

●会議等全員が揃って行うことが難しい職場環境を踏まえ、保育指針の改定や環境に応じた計画

の変更等、全職員が確認および理解を必要とする事項の徹底について、職種間での連携会議、ミ

ーティング、情報共有ボード等、活用・方法の検討で漏れのない伝達方法の手段を活用し、定期

的に見直し、より高い実効性と、さらなる全職員の意識強化を図っていかれることを期待いたし

ます。 

 

２．【保育の実施に伴う取り組みとして】 

●外国籍に係る子どもの長時間保育のニーズが増加傾向にあることを認識したさらなる取り組

みが望まれると共に、移管計画に伴い、近隣の小学校や幼稚園と連携を密にした取り組みを進め、

保護者へのより一層丁寧な説明対応が今後期待されます。 
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横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

 

＜評価領域＞ 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育理念、保育目標、保育方針は、子どもの人権や自立への援助に加え、保護者とのパートナーシップ

と地域の子育て支援を重視した基本方針になっており、年度末の会議において反省も含め意見を出し合い、

共通理解を図って作成しています。保育方針の理解については、園目標・保育方針・保育姿勢を事務室、

玄関、保育室に掲示し、保護者の目の付くところに示して理解を促しています。パート職員を含む全職員

には保育理念・園目標・職員の保育姿勢と園のキャッチフレーズが記載された携帯カードを配付し、ミー

ティング時に唱和を行って理解を深め、共通理解の基、保育にあたっています。 

●保育課程は、理念（子どもの最善の利益を第一にして）に基づき、年齢（0 歳～1 歳、1 歳から 3 歳未満、

3 歳児以上）ごとに区分けし、発達過程、ねらい（養護・教育）、食育、リズム、環境、保育士の配慮の分

野ごとに計画を立案し、理念に基づいた全体構成が成されています。また、連携会議を各クラスで行い、

時間外福祉員とも子ども理解を深め、一日を通じ切れ目ない支援を心がけています。 

●保育方針に沿ったサービスの実施では、横浜市の保育の理念に基づき、地域性、周辺環境、子どもの様

子と取り巻く環境を考慮して作成し、各クラスで「お知らせファイル」により保護者へ周知を図っていま

す。さらに、職員間での自由な意見交換の下、年度末会議を開催して見直しも行っています。保護者に対

しては、入園説明会、年度初めのクラス懇談会において園長から保育理念、園目標の説明を行い、配付も

行っています。また、外国籍に係わる保護者については、説明・懇談会時には（ベトナム・タガログ語等）

の通訳と絵や写真を用いて相互理解を深める取り組みが行われています。 

 

第三者評価受審施設 横浜市細谷戸保育園 

評価年度 平成 30 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

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

Ⅳ 開かれた運営 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 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１－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

評価 

 



6 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●入園説明会に子ども同伴での来園をお願いし、保護者に面談票 「入所時面接シート」を事前に記入して

もらい、個別に面談を行っています。これを基に子どもの様子や家庭の状況の聴き取りを行い、説明会時

に子どもが遊んでいる様子を観察し、受け入れの際の情報として職員で共通認識を図っています。支援が

必要な子どもには適宜、区役所や療育センターと連携し、助言を受けながら保育にあたり、職場間で共有

して保育に生かしています。アレルギー児については、生活管理指導票を提出してもらい、情報を共有し、

全職員で対応について確認しています。その上で毎月の対応について、園長、調理担当者で確認後、保護

者と担任、調理、園長または主任で確認面談を行っています。 

●新入園児受け入れに際して短縮保育を実施し、保護者の勤労状況と子どもの様子に合わせて日程を決め

て対応しています。また、新入園児が安心して過ごせるように同じ職員が担当する等、担任と他職員間で

協力体制を構築して配慮し、子どもが安定したら人間関係を広げるようにしています。保護者へは、個人

ノートやクラスノートで子どもの様子を伝え、送迎時には嘱託職員から口頭で伝えています。子どもの1

日の生活が切れ目のないように保護者と伝え合い、連携しています。在園児への配慮では、カリキュラム

の構成を工夫し、職員間の連携を密にする等、体制を確立し、子どもの表情や様子など丁寧に保護者とも

伝え合い、不安にならないよう配慮しています。 

●個別指導計画は子どもの発達状況に応じて計画を作成しています。年間指導計画を生かし、月間指導計

画、週案は他のクラスや全体と調整し、話し合いながら作成しています。また、状況に応じて計画を変更

する等、柔軟に対応しています。改定では、毎月のカリキュラム会議で振り返り、乳児会議、幼児会議、

クラス連携会議等でも職員の意見を出し合い計画に生かしています。行事のアンケート、個人面談、懇談

会、意見箱を通して保護者の意見を抽出し、反映させるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価分類１－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●施設環境については、毎日、登園前に室内外の安全点検を行い、園舎、園庭、道路等も異常がないか確

認しています。また、保育室、トイレ、廊下等、マニュアルに沿って掃除および清掃を実施し、園舎を清

潔に保っています。また、室内の温・湿度管理を行い、日誌に記録し、日々通気、換気に配慮しています。

必要に応じて建屋を含む諸設備の修理をその都度行い、安全と環境整備に努めています。日差しの強い季

節は、遮光ネット、ゴーヤや朝顔によるグリーンカーテンを設置しています。 

●横浜市細谷戸保育園では 0 歳児保育は実施していないため沐浴設備はありませんが、乳児用トイレに温

水シャワーを設備し、汗・汚れの処理等を行い体の清潔を保っています。毎日、マニュアルに沿って清掃

点検を実施し、定期的に排水桝・排水口・側溝の清掃点検と衛生管理を徹底しています。外部からの視線

を避けるため、目隠しシートをプールやシャワー利用の際に子どもの導線に合わせて設置しています。幼

児クラスは、スライティングで仕切られているため声や保育内容についても確認し合い保育にあたってい

ます。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●全クラス、月間指導計画を策定しています。1歳～2歳児は各月の指導計画と個別計画を策定し、より細

やかに共有し、保育に生かしています。指導計画は日々の状況の自己評価により柔軟に対応し、担当職員

の反省と次期に向けた取り組み方法の見直しの結果は自己評価として指導計画書の自己評価欄に記載し、

次期以降の保育に生かしています。配慮が必要な子どもについては、カリキュラム会議、ミーティング等

で情報を共有し、職員間で共通理解を図っています。保護者とは日々の保育状況を伝え、連携を図りなが

ら共有し、必要に応じて面談を行い、意見や要望を聴いています。家庭からの発信に合わせ、担任だけで

なく他の職員の視点も生かし柔軟に変更、見直しを行っています。療育センターの相談機能も活用し、相

談内容の共有を図り、指導計画に反映して保育に生かしています。食物アレルギー、宗教食の対応では、

園長または主任、担任、調理員、保護者と面談を実施して確認を行い、アレルゲンの場合は医師の診断書

を基に個人記録に記載して対応しています。 

評価分類１－３ 快適な施設環境の確保 

評価 

 

評価分類１－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

評価 
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●子どもの発達過程に応じた記録では、児童票・経過記録・健康台帳の他、園独自の個別面談票に記録し

ています。全園児の個人経過記録は、年間を 2期に分けて記録し、配慮を要する子どもの記録は月間指導

計画の個別配慮の欄に記録して共有しています。また、年度末引き継ぎ事項記録「引き継ぎ書」では、担

任間の確認時間を設け、伝達漏れのないよう引き継ぎを実施しています。担任の異動が伴う場合は、経過

記録ファイルを基に前年度を踏まえ、特に留意しています。転出、転入、就学の場合は保育要録の引き継

ぎや面談を行って対応しています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●細谷戸保育園は、配慮を要する子どもの受け入れを行っています。配慮を要する子どもについては、個

別のケースに関してカリキュラム会議や毎日のミーティング、共有ボードを活用して状況や対応を話し合

い、記録に残しています。会議に出席できなかった職員へはミーティングノートで確認するよう徹底を図

っています。研修にも積極的に参加し学んでいます。職員会議や夕方のミーティング後に報告を行い、全

職員で知識の共有を図り、保育に生かしています。新しい制度や情報に関しては園長から口頭説明とファ

イルを作成して周知しています。巡回相談記録、個別日誌、個別指導計画、個人面談記録等については決

められた場所に保管し、閲覧場所を定める等情報の管理を徹底しています。  

●横浜市西部療育センターの年 2 回の巡回訪問や医療機関、専門機関と連携し、指導・助言を得られる態

勢を整えています。専門機関主催の研修にも参加し、学んだ職員は研修報告を作成して全職員に回覧した

り会議で報告し、学び合っています。障害児保育のための環境整備では、入所時の状況や様子に合わせて

行っています。一人ひとりの状況を把握し、個別に指導計画を立て、会議等で情報を共有し、職員間で話

し合える体制を確立しています。取り組みの事例結果としては、姿勢を保持していられない児童に牛乳パ

ックの利用で支えを作る等しています。障害の特性に合わせて、表や図解等を活用して必要な工夫に努め

ています。さらに、横浜市西部地域療育センターの相談機能を活用し、専門的視点からのアドバイスも受

け、保護者と情報を共有し保育にあたっています。 

●虐待については、虐待防止マニュアルを作成し、周知しています。虐待対応に関する研修を受講し、横

浜市子ども虐待防止ハンドブックより抜粋した定義を職員が目にする場所（事務室、休憩室等）に掲示し

て啓蒙しています。また、瀬谷区役所、保健師、児童相談所等の関連機関の連絡先や連携方法を分かり易

く記載し、職員全体に周知しています。送迎時には単なる挨拶に留めず保護者との会話を通じて家庭での

親子関係の把握を心がけ、受け入れには特に慎重を期し、継続的に見守りを行っています。子どもや保護

者の様子を記録に取り、丁寧かつ迅速な対応を心がけています。身体の変化、傷等気になる点は、嘱託医

に状態観察を依頼して適切な対応を行っています。虐待が明確になった場合や、心配や見守りが必要な場

合には区役所、保健師、児童相談所に通告・相談し、連携して取り組みます。園長は、地域の児童虐待連

評価分類１－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

評価 
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絡会に参加し、地域の情報を共有しています。 

●食物アレルギー疾患のある子どもの除去食を提供する場合は、横浜市が定める「食物アレルギー対応マ

ニュアル」に沿って、かかりつけ医の指示を基に保護者と密に連携を図り、除去食を提供しています。前

日のミーティングで、全体で確認すると共に提供の仕方や対応の確認についてもマニュアルに沿って朝の

人数確認、食事の提供ごとのタイミングで行っています。給食では、色違いの専用食器を用い、名札を活

用して個別配膳と複数職員での確認を徹底し、誤配膳、誤食がないよう努めています。除去食で対応不可

の場合は弁当持参で対応しています。 

●文化が異なる外国籍の子どもへの対応では、入園説明会・懇談会・行事等、必要に応じて通訳の活用も

行い、保護者と情報の共有と理解につなげています。お便りや給食便り等には絵や図、掲示等の工夫をし

たり、ルビを振って対応し、また、子どもに理解できるよう絵カード、図、写真等でコミュニケーション

をとっています。5歳児クラスでは様々な国の言葉での挨拶をしたり、日ごろから楽しめるように工夫し

ています。保護者同士のつながりを大切にし、保護者通訳をして対応してくれることもあります。宗教上

の食文化への対応も毎月（保護者、担任、調理員、主任または園長）関係者で集まり、献立の確認を行っ

て対応しています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保護者からの苦情などに関しては、重要事項説明書に苦情・相談の窓口担当者を明示し、面談、文書等

の方法により相談・意見を受け付けていることを知らせています。第三者員の連絡先は事務所前に掲示し、

横浜市福祉調整委員会・神奈川福祉サービス適正化委員会等の行政窓口の紹介も行い、苦情に対する対応

姿勢と手続方法を示しています。要望や意見等を聞く機会としては、意見箱を玄関に設置しています。行

事後にはアンケートを実施しています。 

●苦情解決マニュアルを作成し、苦情受付担当者および苦情解決責任者は園長と定め、重要事項説明書に

も記載しています。苦情・要望があった場合の対応は、苦情申し立て時に面談を設け、内容は記録に残し、

マニュアルに沿って速やかに検討会議を行い、職員に周知し、対応を見直しています。 

 

 

 

 

 

 

 

評価分類１－６ 苦情解決体制 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●子どもが自発的に活動できるよう、玩具は子どもが自由に取り出して遊べるよう収納棚を年齢に合わせ

た高さに設置し、発達にふさわしい玩具の取り揃えと、興味や季節に合わせた玩具の入れ替えを行ってい

ます。また、活動に応じて、保育室にコーナーを設定し、子どもが落ち着いて遊びに集中できる環境作り

を行い、個々に好きなことをして遊ぶ自由遊びの時間と、設定保育の時間等、メリハリをつけた保育を行

っています。自由活動では、子どもの希望や意見を遊びに取り入れ、子どもの自由な発想から発信された

ルールや決まりを採用する等、個々に遊び込める時間を十分に設けています。職員は、立ち位置、玩具の

整理整頓等に工夫を行い、環境整備を行っています。 

●一斉活動や自由遊びの時間は、バランスよくデイリープログラムに組み込み、子どもの様子に合わせて

時間や内容を変更する等、柔軟に対応しています。遊びが見つけられない子どもには保育士がかかわり、

好きなことや興味ある遊具で個別配慮を行っています。 

●栽培では、園庭にオクラ、ゴーヤ、じゃがいも・かぶ・茄子や朝顔、向日葵を育て、年長児が当番を決

めて水やりを行い、生長を観察し、収穫の喜びを体験しています。収穫した野菜を園で調理したり、家庭

に持ち帰り、親子で食に関心を持ってもらっています。飼育では、蚕、カブト虫、カマキリを飼育し、観

察を通して命の尊さについて知る機会にしています。散歩や園外活動では、身近に自然に触れ、近隣の高

齢者施設の方々と挨拶を交わし、地域の祭りにも参加して交流を図っています。 

●子ども同士のケンカの場合は、子ども同士で解決できるよう促し、互いの思いを受け止めながら年齢や

発達状況に応じて保育士が仲介する等、状況を見極めて援助しています。外国籍に係る子どもや保護者対

応では、行き違いが無いようジェスチャーやわかりやすい言葉で伝えるよう心がけ、年に数回は通訳を介

して集団生活の様子を伝えるように配慮しています。 

●健康増進の工夫では、天気の良い日は、散歩や園外活動を積極的に取り入れ、子どもたちは体を存分に

動かしています。園庭では鉄棒、縄跳び、かけっこ等を行い、体力作りを行っています。 

子どもの健康状態は、毎朝の視診を丁寧に行い把握しています。また、個別の既往歴の一覧表を作成して

全職員が対応できるようにしています。室内遊びや安静に過ごせるよう配慮しています。戸外遊びでは日

除け帽子着用や遮光ネットを活用し、紫外線対策を行っています。プール遊びの際は、個人ノート、健康

チェック表にて健康状態を把握しています。 

 

 

 

評価領域Ⅱ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●食事を豊かに楽しむ工夫として、年間の食育計画、栽培計画を立案し、１年を通じて目標を定め、夏野

菜のバーベキューやカレーパーティーを催し、園庭で収穫した野菜等を給食に取り入れる等、子どもが楽

しめるよう工夫して提供しています。食事では子ども自身の判断でお代わりできるようにしています。年

齢に応じて調理・配膳片づけ等も行い、食事一連の流れを学び、食事を楽しめるように工夫しています。 

●食事について、保育士は子ども一人一人の食事量や喫食状況、残食量を把握し、ミーティングで報告し、

調理や盛り付けの工夫等の反映につなげ、対応しています。偏食については無理強いをせず、子ども個々

の好き嫌いや、その日の体調等を考慮しながら対応しています。子どもたちが収穫した野菜を給食に取り

入れたり、型抜きして可愛らしく盛り付けする等、見た目に可愛らしさを演出し、楽しく食事ができるよ

う工夫しています。 

●調理員は随時、食事の様子を見廻り、職員同士（保育士、調理員）で伝え合い、量や切り方等を工夫し

ています。1 歳児の食事提供では、きざみ等配慮しています。保護者は、保育士体験事業の中で給食を試

食する機会を設けて好評を得ています。乳児は一日の食事量を記録し、一日の食事量や形態等を伝え合い

連携するようにしています。 

●給食の際は、手洗いの励行とエプロンや三角巾を使用して食事を始める準備をしています。また、食事

中のマナーを伝えています。園では外国籍の園児も増え、それぞれの国の文化を知り、日本の食文化とマ

ナーを伝えて理解を促し、馴染んでいけるよう努めています。食器の工夫では、年齢に応じて形状や大き

さ、食具を揃え、子どもたちも器の大きさが変わることで自らの成長を自覚しています。 

●季節の旬の食材を取り入れて提供し、食事では、楽しい食事の雰囲気を心がけ、食事が楽しみとなるよ

う工夫しています。保護者には事前にポイントを明記した献立表を配付し、幼児クラスに「ぱくぱくだよ

り」を掲示して情報提供や給食のサンプルを展示して家庭での食育につなげています。また、保育士体験

や懇談会、お楽しみ会時に試食の機会を設け、給食に関心・理解が持てるようにしています。 

●午睡については、安心して心地良く午睡ができるように室温、湿度に配慮しながら寝やすい場所を確保

し、午睡中の呼吸や発汗の様子に気を付けています。SIDS の予防では、１歳児は 10 分間隔でブレスチエ

ックを行い、表に記録し、他年齢児にも視診、触診をして見守りをしています。眠れない子ども、眠くな

い子どもには、強要せずに静かに過ごすように促しています。 

●トイレットトレーニングでは、個人差があることを十分に理解し、一人ひとりの発達状況に応じて、保

護者と連携を密にしながら進めています。また、強制や無理強い、失敗を叱ることは効果的ではないこと

を保護者に知らせています。排泄に失敗した際は、子どもの羞恥心に配慮するよう心掛け、やさしい言葉

がけ、対応に努め、シャワーを活用して気持ち良く過ごせるようにしています。 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●健康管理は、年間保健計画を作成してクラスの「お知らせファイル」により保護者に周知しています。

予防接種の接種状況や既往症歴等は保護者に確認し、児童健康台帳に記載し把握しています。毎朝、連絡

帳や口頭で子どもの健康状態を把握し、職員間の引き継ぎはノートと口頭で伝達を行っています。ミーテ

ィングで全職員で共有しています。健康管理マニュアルを活用し、健康台帳、歯科健康診査票、毎月の身

体測定や予防接種等の他、4 歳児で行う視聴覚検査等を記載して管理しています。また、看護師の年 2 回

巡回訪問を活用し、手洗い・うがい指導や、健康に関する最新の情報や日々の様々な子どもケアのポイン

トについて具体的に教えてもらっています。歯磨き励行では手順を絵カードにしてわかりやすく掲示して

いると共に、危険のないように磨く場所を決め実施しています。 

●年 2 回嘱託医による健康診断・歯科健診を実施し、健診結果はファイルに分けて記録し、保護者にも知

らせています。通院が必要な家庭については、結果・経過確認を行い、通院対応や、通院に不安がある保

護者へ丁寧にアドバイスをしています。 

●感染症等について、感染症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、入園時に保護者に説明しています。感染症が発生した場合は、園内での感染症蔓

延に注意し、注意喚起の掲示を行い、職員に対して必要な情報をミーティングやノートで速やかに周知し

ています。保育中に発症した場合は、速やかに保護者に連絡を行い、可能な限り別室で個別に対応してい

ます。地域、最新の感染症情報は、行政や地域等から入手し、職員間で情報を共有し、掲示板、口頭で保

護者にも周知しています。また、横浜市の「すくすく」を配付して保護者に健康についての関心を高める

ように啓蒙しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価分類Ⅱ－２ 安全管理［健康管理］ 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を徹底しています。外部研修や情報等を参考にして年 1 回、全職

員で衛生マニュアルの見直しを行っています。マニュアルにトイレや保育室、共用部等の清掃を定め、園

内の清掃・衛生管理に努めています。職員は、毎月検便を行い、調理員は横浜市の衛生管理のチェック表

に基づいて給食指導訪問を受け、適切な衛生管理を行っています。アタマジラミ等の感染症の場合の対応

についても、横浜市感染症情報センターより随時、感染症について情報を受け、全職員に周知すると共に

保護者にも周知しています。ノロウイルス対策では嘔吐処理セットをトイレ、各クラスに備え、職員は使

い方を習得しています。 

 

 

 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●安全管理では、保育室や事務室の家具に転倒防止ストッパーを取り付け、備品等の落下、転倒防止を講

じています。緊急時に備え、園内の避難経路図や緊急時の職員体制を整え、各クラスに掲示し、事故や災

害時に的確に対応できるようにしています。保育・教育班活動マニュアルを活用して細谷戸保育園防災組

織を編成し、所轄消防署や関連機関と連携を図っています。毎月、避難訓練を実施し、災害時に対応がで

きる地域の避難場所を保護者に伝え訓練しています。職員は毎年、消防署の協力のもと、救命救急法を身

に付け、緊急時に備えています。 

●事故やケガにおける対応法は、健康・衛生管理マニュアルに明示しています。保護者の連絡先を日々確

認し、救急・医療機関の一覧表を備え、緊急時に対応できるようにしています。園内で事故やケガが発生

した場合は、園長、主任の指示に従って職員が対応しています。また、事故報告書を作成して報告を上げ、

会議等で対応策を検討して共有化を図り、ヒヤリハットの管理も強化して再発防止に努めています。子ど

もの事故やケガについては、ケガの部位、軽重にかかわらず保育日誌に記録を残し、保護者に連絡および

説明を行い、速やかな対応に努めています。 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［衛生管理］ 

評価 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［安全管理］ 

評価 
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●外部からの侵入に対して、不審者対応マニュアルに沿って訓練を実施し、侵入経路と避難体制の確認を

行っています。門は電子錠を使用して安全に配慮し、インターホンで来訪者の確認を行っています。また、

園内に緊急時の 110 番自動通報装置を設置し、直通で警察に連絡できる体制を整備しています。行事等の

来園者多数時の対策ではリボン着用とし、不審者侵入防止に努めています。午睡時は、各クラスの窓を施

錠し、カーテンを少し開けて戸外の様子をうかがえるようにしています。不審者情報は、瀬谷区こども家

庭支援課、近隣保育所等と連携しており、速やかな情報伝達と安全管理を徹底しています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●職員は、叱り方・呼び方等に威圧的な言葉遣いや無視の他、強制等を行わないよう心がけ、子どもの気

持ちに寄り添い、穏やかにわかりやすく話すよう努めています。また、瀬谷区主催の人権研修に参加し、

人格を尊重する認識を深めています。職員は、子どもの人権を尊重し、名前の呼び捨て、差別用語、子ど

ものプライドを傷つける行為、声のトーンや言葉遣い等に留意し、共通認識を図り、保育にあたっていま

す。子どもの呼び方は入園時に家庭での呼び方を確認して園でも引き続き踏襲しています。 

●他児の視線を意識せずに過ごせる場所としてパーテーションや棚を活用して子どもが落ち着いて遊べる

コーナーを設け、集中して遊べるよう配慮しています。事務室の片隅やテラスを活用し、必要に応じて子

どもが個別に過ごす場を工夫しています。  

 

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、個人情報の取り扱いについてのガイドラインを備え、個人

情報の管理・扱いについてガイドラインに沿って園内研修で確認し周知しています。全職員（ボランティ

ア、実習生含む）に、定義・目的について周知し、共通認識を図り、誓約書を交わしています。保護者に

は、入園時や懇談会時に個人情報の守秘義務について説明を行い、個人情報の取り扱い（肖像権等）の確

認を行い、同意を得ています。各クラスの保育日誌や名簿類は所定の場所に保管し、閲覧場所を定めて管

理しています。また、散歩時には子どもの帽子に個人のマークのみを表示し、名札は付けないよう個人情

報管理に留意しています。 

●性差に関する配慮では、全園児が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

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はしていません。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をしないように心得、職員会議等で性差について話し合

い、共通認識を図る体制を整えています。 

 

 

 

評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●保育方針・園目標は、入園説明会時に重要事項説明として行ったり、懇談会など折に触れて説明してい

ます。また、各クラスに園目標を掲示して理解を促しています。また、クラスだより、園だよりでは保育

の実施内容を記載し、日常保育を通して保育方針等が理解されるよう努めています。行事、年度末には保

護者にアンケートを実施し、意見や要望を把握し、園運営に生かしています。 

●園生活での様子や活動内容は、乳児は連絡ノート、3 歳児以上は、クラスボードを活用したり写真を掲

示して、その日の様子を伝えています。保護者との連絡、伝達事項は、職員間で情報を共有し、送迎時に

伝える等きめ細かに対応に努めています。外国籍に係る保護者に対しては、書類・文章だけでなく直接説

明したり、伝え合い、対応しています。 

●クラス懇談会は園の運営についてや、子どもの様子を知らせたり、保護者同士の交流を深める機会とし

て年 2 回実施しています。また、子どもたちの日ごろの様子を写真で掲示したり、映像を見せて保育内容

について伝えています。都合のつかない保護者に対しては資料と共に内容を口頭で伝えています。個別相

談・面談については、事務室を活用して行い、入口に面談中の表示を出し、入室を制限してプライバシー

を確保できるよう配慮しています。相談を受けた場合は複数の職員で対応し、相談内容は園長や他の職員

に報告および助言を得、相談記録を作成し、必要に応じて継続的にフォローしています。 

●園生活に関する情報は、毎月、園だより、クラスだよりを発行し、その日の保育については連絡ノート、

クラスボードで知らせています。また、保護者の同意の下、園だよりに園生活の様子やクラスでの写真等

を掲載してわかりやすく伝えています。園の外の掲示板には園だより、すくすくだより、瀬谷区役所から

の情報、園の移管情報等を情報提供しています。 

●保護者の保育参加・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。保育士体験については、クラスの活動予定を掲示し、定めた期間、日程以外でも

柔軟に受け入れ、同日に個人面談の要望も受け付けています。保育参観は、保護者参加行事で実施し、参

加ができなかった保護者に対しては、資料を渡して口頭でも伝えています。 

●保護者の自主的な組織は現状、設けていませんが、写真ボランティアの保護者とコミュニケーションを

図り、卒園に関する相談や、他の保護者にも必要に応じて場所の提供等に応えて対応しています。園長は

じめ職員は、常に保護者とコミュニケーションをとり、意見交換がしやすい雰囲気作りや、環境作りに努

めています。 

 

 

 

 

評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●地域の子育て支援では、育児支援計画を作成し、年度末に自己評価および反省を行い、次年度の計画と

実施に生かしています。地域の子育て中の親子に園庭開放や、育児相談、育児講座、絵本の貸し出し、親

子の集いの場を提供し、交流保育等を通じて子育て相談等を適宜受け付けて支援を行っています。子育て

イベントとして「瀬谷っこまつり」や地域別の合同育児講座にも積極的に参加しています。その際には、

必ずアンケートを実施し、意見を把握して子育てニーズの対応に努めています。育児相談は毎日 9：30～

12：00 に実施しています。また、地域の民生委員や主任児童員と連携し一緒に子育て支援活動を行ってい

ます。 

●育児支援の活動内容を載せたチラシ「遊びにおいでよ」を作成して園庭開放や見学に来た親子や、散歩

で出会った保護者に渡して周知しています。また、授乳やおむつ替えを行える「赤ちゃんの駅」となり、

地域の親子のお出かけをサポートしています。その際に子育てに関する悩みや相談にも応じています。地

域の子育て支援事業の「子育てお母さんの集い」に参加し、遊びの提供や絵本の読み聞かせ、パネルシア

ター、ペープサート等を行い、園児も一緒に参加して交流を行っています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●瀬谷区の子育て情報サイト、広報よこはま瀬谷区版等に掲載して情報提供しています。相談事業につい

ては瀬谷区の広報誌や、瀬谷区のホームページに子育て相談の案内、交流保育の受け入れ、園の紹介を掲

載し、育児相談に応じる旨を発信しています。また、子育て支援事業の利用者や園見学者にも園の情報を

提供し、掲示板での告知や地域の親子にチラシを配布し、情報を提供しています。 

●園長は、各種連絡会に参加し、入手した情報は職員に周知しています。関係機関・団体等の連絡先リス

トを作成して事務室にファイルし、職員で共有しています。関係機関（瀬谷区こども家庭支援課・瀬谷区

役所保健センターの保健師・ケースワーカー・近隣小学校・地区センター・西部地域療育センター・児童

相談所・警察・消防署等）との担当は園長・主任とし、連携を図っています。 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

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 

評価 

 

評価分類Ⅲ－２ 保育園の専門性を生かした相談機能 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●地域への園の理解促進のための取り組みとして、園行事（運動会・お楽しみ会・卒園を祝う会）に地区

内の小学校長、中学校長、第三者委員、高齢者施設の方等を招待して園の理解を促しています。地域の細

谷戸盆踊り大会では子どもたちの山車・踊り等を披露し、交流を図っています。5 歳児は地域の公園の落

ち葉拾いにボランティアで参加して美化運動を行っています。 

●子どもと地域との交流では、ネットワーク事業を通じて近隣保育所の中屋敷保育園、二ツ橋保育園、瀬

谷愛児園、ゆたか保育園と「ミニランランデー」、ドッチボール大会等を企画し、近隣の公園で他園の職員

や子どもたちと交流を図っています。また、高齢者施設を訪問し、世代間交流を深め、幼保小の交流では、

就学を見据え、相沢小学校、瀬谷愛児園、相沢幼稚園と定期的に交流を行っています。「子どもの日」には

近隣の遊水地で鯉のぼり見学や幼児クラスが鯉のぼり作成に参加して地域の方々と交流をしています。 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の保育内容・保育方針等の情報提供は、瀬谷区のホームページ、区の子育てカレンダーやパンフレッ

ト、瀬谷区の子育て支援ブックや、横浜市の「ヨコハマはぴねすぽっと」にも情報を掲載しています。地

域子育てイベント「瀬谷っこまつり」でも園の情報提供をしています。また、交流保育に関するポスター

を自治会や商業施設等の協力を得て掲示する等、地域に周知しています。 

●見学は保護者の意向に沿って保育に支障がない範囲で行っています。利用希望者からの電話問い合わせ

等については、どの職員もが対応できるようにし、丁寧な対応に努めています。利用希望者には園見学を

案内し、園の保育方針や利用条件等についてパンフレット、資料に基づいて対応できる体制を整えていま

す。見学者には「ほいくえんのしおり」、「あそびに来ませんか」のしおり等を手渡し、年齢に合った保育

室の見学や育児支援事業を案内し、質問にも丁寧に対応しています。入園の契約等は瀬谷区役所で案内し

ています。 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

評価 

 

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●マニュアルに沿って事前にオリエンテーションを行い、基本的な考え方や園の方針の説明を行い、理解

を促しています。小中学生の職業体験や地域のボランティアを積極的に受け入れ、次世代育成にも力を入

れています。 

●実習生は、担当職員を決め、実習生受け入れのマニュアルに沿って事前にオリエンテーションを行って

います。園の保育方針、子どもへの接し方、保護者の対応と守秘義務、留意事項を説明しています。保護

者に対しては掲示にて周知して理解を促しています。実習では、実習生の計画、目標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、毎日終了時に反省を行い、実習終了日には全体の反省会を行

い、気付き、意見交換を図り、成果に結び付けています。 

 

 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園長は毎年、現状と環境背景等を捉え、重点項目、視点、期待する人材像を明確に示しています。横浜

市人材育成ビジョンや人事考課制度に則り、園長は年度初めに、職員個々の目標の共有を図り、年度末に

達成状況の確認と反省を含めて面談を行い、課題解決と育成につなげています。職員は「目標共有シート」

を使用して保育所運営に必要な各自の年間目標を設定し、具現化に向けて取り組んでいます。さらに、職

員はキャリアラダーを活用し、自己評価を行います。園長は職員個々の職位や必要なスキルアップを目指

して、年間目標に沿った内・外部研修の受講をすすめる等、職員個々の資質向上を図っています。 

●常勤職員、嘱託職員、アルバイト職員の研修体制については、研修の担当がニーズに応じて計画を立案

し、職員会議後に定期的に内部研修を設け、全職員が参加できるようにして知識・技術の向上を図ってい

ます。外部研修受講後は研修報告書を作成し、職員会議時に報告を行い、職員間で共有を図り、報告書は

ファイリングして閲覧できるようにしています。 

評価分類Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

評価 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類Ⅴ－１ 職員の人材育成 

評価 
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●園長は、「常に冷静に子どもにとって最善のための保育を行う」心構えを福祉員会議やクラス会議等を通

して伝え、全職員で共有認識を図っています。常勤職員、嘱託職員、アルバイト職員等も外部研修に参加

できるよう配慮し、職員会議に参加して研修報告を共有しています。また、ミーティングノートや会議録、

共有ボード等を活用して、常勤職員、嘱託職員、アルバイト職員間で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。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●計画的に職員個々のスキルの段階に応じた技術向上に取り組み、「保育職キャリア自己分析表」や保育所

の自己評価を職位やキャリア別に評価できる仕組みを整備し、質の向上につなげています。外部からの技

術指導では、大学講師や専門職による研修に積極的に参加し、良いサービス事例等を会議等で報告し、活

用しています。また、保育所運営では課題や疑問について記録に残し、継続的に取り組んでいます。 

 

●職員の自己評価は、会議等に持ち寄り、保育内容や技術について話し合いや意見交換を行い、園全体の

保育の質の向上につなげています。クラス間や乳・幼児ミーティング、調理員が参加した会議等でも意見

交換を行い、振り返り、良いサービス提供につなげています。保育所の自己評価は行事後の利用者アンケ

ートと、全職員の自己評価から年末にまとめ、保護者へ公表しています。今年度、第三者評価を受審し、

保育所全体の運営の向上に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●総合的な人事管理では、園の理念、保育方針に基づいて人材育成計画を行い、人事基準は横浜市の公立

園として明確に定められた基準に基づいて運用しています。横浜市では職場のコミュニケーションの円滑

化を図り、職員一人ひとりの人材育成や能力開発につなげていくことを目的として人事考課制度を確立し

ています。人事考課、昇任、昇級等のあらゆる側面から人事給与制度の改革に取り組み、全職員にも周知

しています。 

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 

 

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 
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●園長は、職員の面談時に評価内容のフィードバックを行い、成果を認め、次のステップに向けた努力や

改善を要する能力について職員と共に考え、共通認識を図っています。より効果的な人材育成により昇進

や昇給に反映させ、モチベーションアップにつなげています。各考課要素の評価は全職員に開示し、期待

水準を自己評価票に明文化して「みえる化」を図り、研修体制も確立しています。職員からの意見等は、

会議の場だけでなく、いつでも園長や主任に改善提案や意見を述べることができるようにしています。 

●園長は、年度末に職員一人ひとりと面談し、満足度・要望等を把握しています。横浜市の人材育成、保

育士人材ビジョンの職位に沿った期待水準を基に、職員の面談で年間目標の設定と年度途中に自己評価を

実施し、年度末に達成状況の確認を行い、全職員の意向、満足度を把握し、次年度の希望・要望等を確認

してスキルアップにつなげています。 

 

 

 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育所、職員として守るべき法・規範・倫理等の周知は、公務員としての横浜市職員服務規定や職員行

動基準が定められ、全職員に周知しています。コンプライアンスの規則、規定・要領を備え、園長は他施

設の事故・不祥事等の事例について、職員に周知し、事例を通して啓発を行っています。定期的に研修を

行い、職員は規範について再確認し、日々の保育に生かしています。また、マニュアルに沿って個人情報

の扱い、義務遵守の徹底を心がけています。 

●ゴミ減量化、リサイクル・省エネ促進と緑化推進では、横浜市職員行動基準に則り、園児や地域に向け

たリサイクルに関する環境教育を実施し、土壌混合法やゴミ減量化の意識向上に取り組んでいます。ゴミ

の分別では子どもにもわかりやすい色分けを行い、木や葉は乾燥させて減量を図る等の取り組みを行って

います。幼児クラスは散歩時に公園のゴミ拾いを行い、ゴミ減量やリサイクルの意識付けを行っています。

また、園内の節電を心掛け、夏季、冬季に分けた温度管理表を作成し、温・湿度計に適正な目安を示して

管理を実施しています。園庭で野菜栽培やゴーヤを栽培し、夏季にはゴーヤカーテンの活用で省エネおよ

び緑化を促進しています。コピーの裏紙使用等の励行を図り、環境教育への取り組みを行っています。職

員は、オフィス３R 夢プラン策定と総合環境の研修に参加し、意識を高めています。また、ISO 担当者に

よるゴミ量の集計を全職員に周知を図り、園全体で環境整備に取り組んでいます。 

 

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 

評価 
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評価の理由（コメント） 

 

●園の理念・基本方針は明文化し、園目標・保育方針・保育姿勢を玄関、事務室、各保育室に掲示し、職

員、保護者等が目に触れるようにしています。職員に対しては、会議等で説明し、細谷戸保育園の「ほ・

そ・や・ど」で構成されたキャッチフレーズが記載されたカードを配付し、唱和をして意識統一に努めて

います。園長は、職員が運営に主体的にかかわれるよう、心構えを積極的に伝え、保育に反映されるよう

指導力を発揮しています。 

 

 

●重要な意思決定にあたり、園長は、保護者懇談会、個人面談等を通じて積極的に保護者の意見を聞き、

保護者と顔の見える関係を大切にして決定につなげています。重要事項の決定では、職員間で共通理解を

図り、保護者の理解が得られるよう丁寧に説明を行っています。園長は、各クラス担任と連携を第一に、

日常の役割分担の他、プロジェクトを推進し、年間を通して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、横浜市の保育士育成ビジョン・キャリラダー等の育成プ

ログラムを基に主任会議や研修等に参加したり、区内の他保育園の主任と学び合う等、研鑽を図っていま

す。主任は、職員の業務状況を実務や書類等で進捗を把握し、職員個々の精神面、体調等に配慮して必要

に応じて応援体制の調整を行っています。細谷戸保育園では主任を補佐する職員を配置しており、主任を

助け、不在時にはその役割を果たしています。主任と主任補佐は、職員一人ひとりの能力や経験に応じて

助言や指導を行う等、園長の補佐としてまとめ役およびパイプ役となり、円滑な園運営に努めています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の運営面における情報は、横浜市こども青少年局保育・教育人材課や瀬谷区こども家庭支援課から得

ています。責任者会議や園の会議において分析し、園運営に生かしています。情報は職員全体に周知し、

話し合い、園全体で取り組んでいます。保育所の自己評価や改善課題についても全職員で話し合い、より

良い園作りに向けて取り組んでいます。 

 

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

評価 

 

評価分類Ⅵ－３ 効率的な運営 

評価 
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30 年度 福祉サービス第三者評価 本人（園児）調査結果報告書 

 

横浜市細谷戸保育園 

 

 

＜1 歳～5 歳の子どもの様子＞ 

【1 歳児】 

１歳児（ひよこ組）の保育室は玄関を入って右側に位置し、事務室とも近く、3 歳～5 歳児の保

育室が 1 歳児の保育室の奥になっています。お兄さんやお姉さんたちが保育室の前を通るので

手を振ってくれたりして交流が常にあります。12 人を 2 名の保育士で保育にあたり、子どもた

ちは保育士を信頼し、人懐っこく元気の良い子どもたちが楽しく過ごしています。調査者が保育

室前に行くと、何人かが入り口に寄ってきて、手を差し出すと小さな手を広げてタッチをしてく

れます。まだよく言葉にはなっていませんが、指をさして何かを話しかけてくれたり、一生懸命

話をしてくれる姿が印象的です。散歩に出かける際は、出かける前に靴を保育士に履かせてもら

いますが、一人で頑張って挑戦している子どももいました。2 台のバギーに乗り、園庭で 3 歳児、

5歳児が運動会の練習を行っているのを見てから散歩に出発しました。午睡は12時から始まり、

食事後保育士に一人一人着替えをさせてもらいながら、1 歳児の保育室に布団を敷いて午睡しま

す。入眠時はゴソゴソしていますが、保育士が傍について優しく背中をトントンすると、心地良

いリズムに眠りに入っていきました。 

 

【2 歳児】 

2 歳児（りす組）の保育室は玄関を入って左側にある落ち着いた場所に位置しています。進級、

保育室の移動等、変化が大きく生じることを考慮して年明けから意識して 3 歳～5 歳児の保育室

で一緒に遊ぶ時間を徐々に設け、慣れるように工夫し、特に 3 月後半から担任の保育士と一緒

に 3 歳児保育室に移って慣れ親しんでいます。子どもたちは、保育士と一緒に歌ったり、好き

な玩具で遊び、自己主張がありながらも保育士の仲介でお友だちと仲良く楽しく遊んでいます。

午前中はお散歩に出かけました。幼児クラスの子どもたちと一緒に出かけたり、リズム遊びに参

加し、遊びや生活を通して自然に交流ができています。 

 

 

 

調査日程 平成 30 年 9 月 12 日・13 日 

保育観察 保育園を調査者 2 名で訪問し、全クラスの視察、観察を行いました。生活環境の保育観察

を行い、午睡の様子と保育観察を継続する中、園外活動での散歩に同行し、食事場面も同

席して子どもと保育士とのかかわり等を観察し、園児の食事の様子観察を行いました。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。 
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＜散歩の様子＞ 

【4 歳児】 

調査訪問初日に 4 歳児（らいおん組）と散歩に出かけました。子どもたちは玄関の門前に並び

点呼と注意を受け、調査者も紹介してもらい子どもと手をつないで瀬谷市民の森に向います。散

歩の道中は車の往来も少なく、歩道の舗装も整備され安全に落ち着いて行動できる環境ですが、

交通ルールを教えるために交差点では立ち止まり、左右の確認と手を挙げて渡っています。辺り

は草深い空き地が続き、四季折々の自然を味わいながら林への狭い地道では保育士の声かけで 1

列に並んで進み、15 分ほどで目的の瀬谷市民の森に到着しました。到着後は保育士から「林の

中では先生（保育士）が見えないようなところまで行かないでね」と注意を受け、今日の目的で

ある園で飼育しているカブトムシ用の腐葉土を採取することと、どんぐり集めを行います。林の

中は落ち葉が積もり地面は「ふかふか」で、空気も爽やかで心地良い中、子どもたちは足元に緑

や茶色のどんぐりがいっぱい落ちているの見つけ、「ここにもいっぱい！」と言いながら楽しん

でビニール袋にたくさん集めます。子どもが木の根元に空いた穴を見つけ、「何かいるみたい、

ここを掘って」と保育士に言い、スコップで土を取り出してみましたが何もいませんでしたが、

子どもたちは自然の興味や発見のわくわく感を持ちながら楽しい時間を満喫していました。林の

中には蜘蛛や蚊もいますが子どもは慣れている様子で元気良く遊び、みんなが楽しんだ頃合いを

見て、園に戻る準備をして帰路に着きます。帰り道はで道路の向かい側の高齢者施設の職員から

声を掛けてもらい、子どもたちは手を振って応えていました。 

 

＜運動会の練習＞ 

【3 歳児～5 歳児】 

運動会の練習を見学する機会を得、園庭には 3 歳児（うさぎ組）、5 歳児（ぞう組）の子どもた

ちが決められた位置に座わり、練習が始まります。5 歳児は「進め明日に向かって‥宝島へ錨を

上げて‥海賊船で」の曲に合わせて遊戯の練習と行進の練習を行い、続いて 5 歳児が前に出て

「らいおんさ～ん」、「うさぎさ～ん」、「りすさ～ん」と呼び、続いて「ひよこさ～ん」と散歩に

出かける１歳児の子どもたちにも大きな声で呼びます。3 歳児の子どもたちは元気に返事をして

応えます。その後、「お魚体操」を 5 歳児が前で行い、音楽がかかり体操が始まると 3 歳児の子

どもたち、バギーに乗った 1 歳児の子どもたちも楽しそうに笑顔で体を動かしています。徒競

走の練習では、3 歳児が最初に走り、4 人ずつスタート位置に並び、園庭の中ほどに設けられた

ゴールを目指して走ります。「よ～いどん」に出遅れたり、フライングがあったり、スタート時

の並びを拒んでいる子ども等、保育士が説明してやっと揃って笑顔でスタートができました。5

歳児では夏季に行った異年齢交流保育時の組分けを活用して「人魚組」・「鮫組」に分けてリレー

の練習が始まり、スタートの順番は子どもたちが作戦を話し合って決めています。リレーは練習

でも大いに盛り上がり、両組接戦で少しの差でゴールを切りました。また、散歩から帰ってきた

4 歳児も走りたいと申し出があり、同様にして走りました。運動会当日は保護者のたくさんの声

援でさらに盛り上がることでしょう。 
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＜給食＞ 

給食で調査者 2 名が 4 歳児と 5 歳児に分かれて食事を摂る予定でしたが、保育室の配置上 4 歳

児の保育室を抜けて 5 歳児の保育室に行くので、途中 4 歳児の子どもたちからの要請が強く、

調査者 2 名は 4 歳児の保育室で子どもたちの喫食状況を観察することにしました。保育室では

子どもたちがそれぞれに「ここに座って」、「こっち！」と自分の隣を指さして呼びます。空いて

いる席に座ると、今度は調査者が持参したお弁当を見て「お弁当を見せて」、「中身は何？」と興

味津々に接してきます。一緒に散歩をした子どもたちということもあり、親しみを持ってくれた

ようです。和やかな雰囲気の中、おいしく楽しく食事時間を過ごしました。調査 2 日目の昼食

時間も園長先生から「子どもが待っていますよ」と声をかけていただき、子どもたちと一緒に食

事を摂ることにしました。今日は 5 歳児と一緒に摂ることにし、子どもたちはテンションが高

まっているのか、当番による配膳が始まる前から調査者が持参したお弁当に興味があるようで、

「お弁当見せて」と接してきました。保育士は大らかに子どもたちの成り行きを自然に任せ、と

ても穏やかで和やかな雰囲気です。やがて、当番から今日のメニューの紹介と、みんなで揃って

「いただきます」を唱和し、食事が始まりました。子どもたちは食欲旺盛でお代わりもし、主食

もおかずのブロッコリー、魚も好き嫌いなくほとんどの子どもが残さず摂り、気持ちよく完食し

ていました。細谷戸保育園の子どもたちは元気いっぱいで、笑顔がいっぱい溢れ、楽しい食事の

時間を過ごしていました。 
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【横浜市細谷戸保育園 利用者アンケートの特徴】 

 

  

＊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「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、「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、「ほぼ満足」において

98％を得ています。『満足』に特化した高い項目では、「自然に触れたり地域に関わるなどの園

外活動」についてが、『満足』は 80％を得ています。また、「クラスの活動や遊び」について、

「あなたのお子さんが大切にされているか」についての 2 項目でも、『満足』は 73％となってい

ます。「ほぼ満足」とする高い項目では、上記 2 項目（98％）と、「クラスの活動や遊び」につ

いてが、『満足』73％、どちらかといえば満足 24％、その他 2％にて、「ほぼ満足」は 97％を示

しています。また、「入園前の見学や説明など、園からの情報提供」について、「園の目標や方針

についての説明」、「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」、「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、「お子さんが保育園生活を楽しん

でいるか」についての 5 項目では、「ほぼ満足」は 96％を示しています。他の項目についても、

「ほぼ満足」について高い評価を得ています。 

 

実施年度 / 評価項目手法 30 年度 / 横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配付世帯数（世帯数 67） 

有効回答数 49 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％）  73％ 

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

1 世帯 10 世帯 12 世帯 9 世帯 6 世帯 11 世帯 
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●アンケートの自由記述からは、各年齢の保護者から、「園長先生が優しくて話しやすい。小さ

なことも気づいてもらえ嬉しい」、「毎日、子どもが嬉しそうに登園してくれるのでこちらも嬉し

い」、「我が子の「イヤイヤ」も先生（保育士）たちが、広い心で見守ってくれている様子が伺え

る」、「幼児クラスに上がって外遊びやプール遊び等、遊びの幅が広がるのを楽しみにしている」、

等、喜びと感謝の意見が多く挙がっています。細谷戸保育園では子どもを第一にした保育が行わ

れていることが保護者の意見から確認ができ、保護者から安心感、満足度が得られています。 

 

●『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、「施設設備について」

が、『不満』6％と中でも特化しています。『満足』として低い項目では、「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」が挙げられ、年間の行事について事前に配付し、説

明も行われていますが、より理解を促す工夫が期待されます。 

 

●保育園の基本理念や基本方針についてでは、よく知っているが 14％、まぁ知っている 59％、

どちらともいえない 14％、あまり知らない 6％、まったく知らない 2％、無回答 4％という結果

になっています。しかし、それらの賛同については、賛同できる 55％、まぁ賛同できる 20％、

無回答 24％にて、75％がほぼ賛同を示しています。保育の根幹なる保育方針、目標は目にでき

る場所に掲示し、懇談会、園だより等でも周知が図られており、保育に満足していることと方針

等の理解の一致が比較的弱い点については、より一層の周知・理解を促す工夫を期待いたします。 

 

●アンケートの主な意見では、「親が参加できる行事を増やしてほしい」、「運動会を雨天の場合

は室内で行わないでほしい」、「懇談会ではなく個別面談を希望」、「先生（保育士）の人数が少な

くなり話す機会が少なくなった」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、利用者の理解や協

力につなげられるよう工夫が望まれます。細谷戸保育園の良い点をさらに生かし、継続してより

良い園作りへの取り組みに期待いたしております。 

 

●総合的に、『満足』は 55％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 43％、『不満』2％にて、

サービスの提供について、98％が「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） 

 

横浜市細谷戸保育園 

 

 

【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 

【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 

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。 

14% 59% 14% 6% 2% 4% 

7人 29人 7人 3人 1人 2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。 

55% 20% 0% 0% 0% 24% 

27人 10人 0人 0人 0人 12人 

 
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 57％ 33％ 0％ 0％ 10％ 0％ 

28人 16人 0人 0人 5人 0人 

《その他意見》 

 

・見学をしていない。（3） 

・わからない。 

・特に見学、説明会に行っていない。 

 

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 

59％ 37％ 2％ 0％ 2％ 0％ 

29人 18人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

5 園の目標や方針についての説明には 63％ 33％ 0％ 0％ 2％ 2％  

 31人 16人 0人 0人 1人 1人 

《その他意見》 
・わからない。 
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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 

61％ 27％ 4％ 0％ 8％ 0％ 

30人 13人 2人 0人 4人 0人 

《その他意見》 ・面接なし。 

・記憶にない。 

・入園時の個別面接はなかった。 

・わからない。 

7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 

 

55％ 39％ 4％ 0％ 2％ 0％ 

27人 19人 2人 0人 1人 0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） 

54％ 38％ 4％ 0％ 4％ 0％ 

17人 19人 2人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

 

  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 35％ 53％ 6％ 0％ 4％ 2％ 

17人 26人 3人 0人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・運動会の場所が狭い。 

・少ないと思います。 

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 

27％ 55％ 4％ 0％ 12％ 2％ 

13人 27人 2人 0人 6人 1人 

《その他意見》 

 

・わからない。（4） 

・保護者参加の行事が少ない。 

・要望を聞かれたことがない。 

・不明。 
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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） 

73％ 24％ 0％ 0％ 2％ 0％ 

36人 12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 71% 24% 0％ 0％ 2％ 2％ 

35人 12人 0人 0人 1人 1人 

《その他意見》 

 

・2歳児も幼児と同じ園庭で遊べるとさらに良いです。 

 

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) 

65％ 27％ 6％ 0％ 2％ 0％ 

32人 13人 3人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・身体を動かす子どもと、本を読む子どもを分けてほしい。 

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 

80％ 12％ 2％ 0％ 2％ 4％ 

39人 6人 1人 0人 1人 2人 

《その他意見》 ・水遊び、泥遊びの回数がもう少し増えると嬉しいです。 

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 

67％ 29％ 2％ 0％ 2％ 0％ 

33人 14人 1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 

59％ 35％ 4％ 0％ 2％ 0％ 

29人 17人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 
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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 69% 22％ 2％ 0％ 2％ 4％ 

34人 11人 1人 0人 1人 2人 

《その他意見》 

 

・おやつが少ないと思う。 

・献立をいろいろと考えてくれている。 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 65％ 27％ 4％ 0％ 4％ 0％ 

32人 13人 2人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・わからない。 

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 

63％ 35％ 0％ 0％ 0％ 2％ 

31人 17人 0人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 

 

 

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 

69％ 24％ 0％ 2％ 4％ 0％ 

34人 12人 0人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・わからない 

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 

47％ 27％ 8％ 0％ 12％ 6％ 

23人 13人 4人 0人 6人 3人 

《その他意見》 

 

・わからない。（3） 

・まだ始めていない。 

・まだ、その段階ではなく不明。 

・こちらからアクションしないと進めてくれず、進み具合も教えてもら

えない。 

22 お子さんの体調への気配りについては 71％ 24％ 2％ 0％ 2％ 0％ 

35人 12人 1人 0人 1人 0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 
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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 

59％ 29％ 8％ 0％ 4％ 0％ 

29人 14人 4人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・子どもは怪我をするものなので、配慮され過ぎる気がします。謝

罪が多いので、申し訳なく感じています。もう少し簡単な説明で

いいです。 

 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 29％ 35％ 20％ 6％ 8％ 2％ 

14人 17人 10人 3人 4人 1人 

《その他意見》 

 

・駐車場・駐輪場は線を引いた方がいいと思います。 

・少し古い。（2） 

・全てが古い。壊された篭を使っていたことがあり、少し心配で

す。 

・蚊が多く虫刺されが怖い。（蚊からの感染が心配） 

・補修すべき点が沢山あります。 

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 

51％ 43％ 0％ 0％ 4％ 2％ 

25人 21人 0人 0人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・お迎えの際、遊び方でエリア分けをしてほしい。 

・狭い 

 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

41％ 49％ 6％ 0％ 4％ 0％ 

20人 24人 3人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・ロックがされていない平日は、誰でもはい入れるから少し気にな

ります。 

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 

57％ 41％ 0％ 0％ 2％ 0％ 

28人 20人 0人 0人 1人 0人 

《その他意見》 
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   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 

47％ 35％ 10％ 0％ 6％ 2％ 

23人 17人 5人 0人 3人 1人 

《その他意見》 

 

・回数が少ない。 

・乳児も個別面談があると良い。 

・担任と会う機会が少ない。 

・参加できなかったため、わかりません。 

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 

61％ 35％ 2％ 0％ 2％ 0％ 

30人 17人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・園便りでクラス便りがない。 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 51％ 41％ 2％ 0％ 6％ 0％ 

25人 20人 1人 0人 3人 0人 

《その他意見》 ・配慮しすぎでイベントが少ない。 

・仕事をしているのに、平日に集められるのは…。 

・まだわからない。 

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 

59％ 29％ 8％ 0％ 4％ 0％ 

29人 14人 4人 0人 2人 0人 

《その他意見》 ・1日の様子が少しわからない。 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

61％ 29％ 4％ 0％ 6％ 0％ 

30人 14人 2人 0人 3人 0人 

《その他意見》 ・連絡帳があると良いと思います。 

・わからない。 

 

  

 

33 保護者からの相談事への対応には 53％ 41％ 0％ 0％ 6％ 0％ 

26人 20人 0人 0人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・先生方が忙しそうで、相談するタイミングが少ないです。 
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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 

55％ 31％ 2％ 0％ 12％ 0％ 

27人 15人 1人 0人 6人 0人 

《その他意見》 

 

・そのような機会がなかったので不明です。（2） 

・利用したことがない。（2） 

・まだ、経験してないです。 

 

   

 

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 73％ 20％ 4％ 0％ 2％ 0％ 

36人 10人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・もっと話しかけてあげてほしい。 

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 

82％ 14％ 2％ 0％ 2％ 0％ 

40人 7人 1人 0人 1人 0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 

61％ 24％ 2％ 0％ 12％ 0％ 

30人 12人 1人 0人 6人 0人 

《その他意見》  

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 69％ 20％ 6％ 2％ 2％ 0％ 

34人 10人 3人 1人 1人 0人 

《その他意見》 ・わからない。 

39 意見や要望への対応については 57％ 33％ 8％ 0％ 2％ 0％ 

28人 16人 4人 0人 1人 0人 

《その他意見》 
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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 55％ 43％ 0％ 2％ 0％ 

27人 21人 0人 1人 0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：   横浜市細谷戸保育園    横浜市瀬谷区瀬谷町 5945 番地 

回答世帯数：67 世帯中 49 世帯 ＜0 歳児（1 世帯）、1 歳児（10 世帯）、2 歳児（12 世帯）、3 歳児（9 世帯）、4 歳児（6 世帯）、5 歳児（11 世帯）＞ 

  定    員 ： 71 名 調査期間： 2018/06/21 ～   2018/09/13 
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事業者コメント 

施設名： 横浜市細谷戸保育園          

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

保育を振り返り、保育所運営に関わる全ての職員で保育の質の向上を目指し取り組みました。 

平成 28 年度から保育所運営に関わるマニュアルの見直しや整備を行ってまいりましたが、平成 29 年度から

は受審に向けて取り組みました。園長、主任が第三者評価研修を事前に受け、園内でプロジェクトチーム(園長、

主任、乳、幼児リーダー)を立ち上げ園内で研修を計画的に行いました。評価表を基にクラスや職種別に細谷戸

保育園の保育理念に基づいて保育の内容を確認し、保育所運営に関わる全ての活動について丁寧に振り返り、

見直しました。見直した内容や改善策や提案はプロジェクトチームでまとめ、年間を通じて計画的に園内研修

や職員会議での共有を繰り返し行いました。それぞれが振り返る中での気づきを伝え合い、相違点を認め、短

時間で資料に目を通しまとめ、情報共有を進めていく過程でチームとしての連携強化と細谷戸保育園で働く全

職員が様々な形で参加し関わり、保育所運営への意識を高める良い機会となりました。 

 

今回評価をしていただいた結果、細谷戸保育園の日常の保育内容全般や他の項目についても高い評価を頂い

たことや利用者アンケートにおいて満足度が高かったことは努力してきたことが認められた喜びと今後の励み

となりました。併せてご意見やご要望をいただきました事を受け止め、職員皆で話し合い期待に応えられるよ

うに工夫してまいります。 

今回評価いただきました細谷戸保育園の良いところをさらに生かして、利用者様のご理解とご協力を得てよ

り良い園づくりに取り組んでまいります。 

 

今後も職員一同細谷戸保育園の保育理念に沿い子ども自身が自分を愛し自信を持って生きていかれるように

環境を整え、思いやりと愛情にあふれた適切な援助をしてまいります。そして目の前の子どものありのままを

受け止め、伝え合い、保護者の皆様と子育ての悩みや喜びを共有しパ－トナーとして信頼やつながりを大切に

保育するとともに地域に愛される保育園つくりを目指してしてまいります。 

 

今回第三者評価受審に当たり評価機関の皆様が温かく接してくださり、訪問の際も園児が普段通りの姿で緊

張せず過ごすことが出来ましたことや職員も安心して受けることが出来ましたことに感謝申し上げます。 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

１．保育士との個別面談時間の確保 

２．様々な職種、勤務形態の違う職員間での情報共有の為の連携会議の取り組み 

３．雨の日の靴置場の整備 

４．園目標や保育の取り組みを知らせるために掲示する場所を工夫 
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５．園の職員体制や職員の写真などを玄関に掲示 

６．行事や保育内容についてより丁寧な説明と周知の工夫 

 

 

 


