
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービス第三者評価結果報告書 
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１ 事業所基本事項 

ﾌﾘｶﾞﾅ フジサワシリツゼンギョウニュウジホイクエン 

事業所名 

(正式名称を記載) 
藤沢市立善行乳児保育園 

事業所住所 

最寄駅 

〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 2-18-5 

小田急江ノ島線 善行駅下車 徒歩 5 分 

事業所電話番号 0466（82）0521 

事業所 FAX 番号 0466（82）0536 

事業所代表者名 役職名 園長   氏 名 今村 恵美子 

法人名及び 

法人代表者名 

法  人  名  藤沢市 

法人代表者氏名  藤沢市長 鈴木 恒夫 

URL                                    

e－mail                                

問合せ対応時間 ８：３０～１７：１５ 

 

事業所の概要１ 

開設年月日 昭和４９年４月１日 

定員数 60 名 

都市計画法上の用途地域 住居専用 

建物構造 鉄筋コンクリート造り  1 階建て 

面積 敷地面積（ 1413.3）㎡  延床面積（337.7）㎡  

 

事業所の概要２（職員の概要） 

総職員数 ３１名 

 

うち、次の職種に該当す

る職員数 

 

施設長 （ １ 名）  

保育士 （ 25 名）含む主任 

保健師・看護師 （ 3 名）保育課 

栄養士 （ ２ 名）保育課 

その他（事務員等 0 名 調理員 4 名 用務員 1 名 ） 

 

事業所の概要３（受入・利用可能サービスの概要） 

受入年齢 生後  ６ヶ月～小学校就学未満 

延長保育の実施 

有 ・ 無 備考：短時間保育認定 午前 7 時～8 時 30 分 

           午後 4 時 30 分～7 時 

標準時間保育認定   午後 6 時～7 時 

休日保育の実施 有 ・ 無 備考： 

一時保育の実施 有 ・ 無 備考： 

障害児保育の実施 有 ・ 無 備考：3 対１配置で受け入れ 対象児なし 

病後児保育の実施 有 ・ 無 備考： 



 

 

 

保育の方針 

 

 

 

 

 

 

１．総合コメント 

総合評価（優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項） 

施設概要： 

小田急江ノ島線善行駅西口より徒歩五分、隣に善行郵便局のある住宅地に位置している。0 歳児から 2 歳児までを対

象とした乳児保育園である。隣には善行保育園があり、交流を通して幼児転園もスムーズに行われている。園目標は

「心も身体も元気な子」～よく食べてよく眠り生き生きと遊べる子としている。時期は未定であるが、善行市民センタ

ー・公民館近接地へ園舎の移転を予定している。 

優れている点： 

年間３０回を超える地域子育て支援事業を計画、実施し参加状況を生かして次年度につなげている 

月～金曜日の保育園の園庭を開放や、年間 30 回以上（交流 15 回、保健師同席の身体測定９回、誕生会参加８回）の

行事を行い、地域の０～２歳児の保育園に通っていない子どもの子育てと保護者の支援している。行事の内容はホーム

ページ（地域交流～「保育園に遊びにきませんか」）でも告知している。「水遊び」には２倍以上の申し込みがあったこ

とから、来年度は回数を増やす計画もしている。また、予約しなくても参加できる行事の模索や、行事の参加状況から

子育てに関する地域のニーズを把握して計画につなげることにも取り組んでいる。 

第三者評価の自己評価を職員の資質向上の場と捉えて活用している 

今回の第三者評価の自己評価は全職員が受け持ち、日々の保育の振り返りと課題の整理に取り組んでいる。特に「年間

指導計画の作成のプロセス」「月案や週案への落とし込み方法」「期間を定めて取り組んでいる反省後の改善」などは、

訪問調査時のプレゼンテーションおいても適切になされていることが確認できている。職員会議において検証を重ね

て詳しく総括したり、発表方法の向上にもつなげたりしている。第三者評価の自己評価を職員研修の一環として捉え、

相互の学びにつながっていることがうかがえる。 

 

独自に工夫している点： 

駐車場の交通整理を善行保育園と連携して進め、保護者への便宜図ると共に、近隣配慮や、安全確保につ

なげている 

駅近の立地園であり、利用者は広範囲に渡るため子どもの送迎にクルマの利用者が多い。園の契約している駐車場が園

から離れた場所にあり、台数限られているため、「朝の支度の変更 保護者の負担軽減と駐車場の速やかな利用のため」

というルールを定めて、保護者の便宜を図っている。駐車場は隣の善行保育園と連携し、トランシーバーを使って交通

整理をしている。近隣への配慮のため清掃も行い、安全管理に努めている。朝の支度の軽減を進めることも速やかな駐

車場利用に必要であることを鑑み、また利用者による公平性を考慮して全保護者に朝の支度について軽減を行なって

いる。 

 

 

・子ども一人一人の育ちや背景にある家庭の状況を理解するとともに、子どもの人権を守り、最善の利益が得られるように全職員

で協力して保育をすすめる。 

・心地よい環境の中で安心して健康的に過ごし、受容的、応答的なかかわりのもと、身近な環境に関わろうとする力を育む。 

・安心して預けられる保育園として、保護者に寄り添い、子育ての喜びを共有しながら保護者との連携を図る。 

・育児相談、園庭開放をはじめ、行事へのお誘い等関係機関と連携しながら、地域の子育ての拠点となるよう取り組む。 



 

 

善行保育園と行事を通して連携し、幼児クラスへのスムーズな移行に力を入れている 

隣接の善行保育園と合同での防災訓練や運動会、なかよし会などを開催し連携を図っている。日程の調整や内容の確認

など多岐にわたる調整を通して実現している。乳児から幼児となって善行保育園へ移行することがスムーズに進めら

れるように配慮されており、実施年度は不確定だが今後両園が合同になることも踏まえて進められている。 

様々な体験を通して子どもが順調に発育・発達を促すことができるように取り組んでいる 

年齢ごとの機能にあったものを選択し、子どもたちの興味に合わせた内容を取り入れ楽しみながら体力づくりができ

るようにしている。体操、リズム遊び、巧技台遊びなどの運動あそびや、粘土や砂、泥んこ遊び、水遊びなど季節なら

ではの遊びも取り入れながら、子どもたちが五感を使って感覚を楽しみ、様々な体験を通して順調に発育・発達を促す

ことができるように取り組んでいる。 

改善すべき事項： 

子どもの呼称などは園として統一したルールを明文化していくことが望まれる 

人権チェックシートなどを利用し規律を維持しているが、「子どもの呼称」などについてはルールなどを明文化するこ

とも必要とされる。また、行事開催に関わる様々な事項（準備・開催・撤収・反省など）についても、毎年同様の行事

が開催されていることを踏まえ、共通認識を図るための基本的なルールつくりが望まれる。全職員が共通に認識を持つ

ことができるように統一したルールを定め明文化していくことが望まれる。 

 

アンケート結果を踏まえた改善計画を開示し、園の透明性や信頼性を高めることが望まれる 

アンケート結果について保護者に掲示し伝えることは出来ているが、具体的な対応等について保護者に伝えるまでに

は至っていない。また、現在建て替えが決定しているが具体的な計画は定められていないため、憶測による不安を払拭

するためにも今、園として提供できる情報を保護者に共有し、園の透明性を高めることに期待したい。 

 

評価領域ごとの特記事項 

１ 人権への配慮 

  ①「子ども一人ひとりの育ちや背景にある家庭や地域を理解するとともに、子ど

もの人権を守り最善の利益が得られるように、全職員が一丸となって保育をすすめ

る」とする共通理念（出典：H30 今年の保育より）を掲げている。藤沢市保育計画、

保育園のしおり、保育園規則、藤沢市人権推進指針、藤沢市児童育成計画などに、

園児、保護者、職員への人権配慮を明示し、職場研修などを通じて定期的に振り返

りや確認の機会を設けている。また、「一人ひとりの個性を大切にしながら心も身体

も健やかに成長するように援助する」ことを保育園の基本的な役割としており、園

のしおりに記載して保護者に周知している。 

② 人権担当職員を配置しており、職員室に毎年人権目標を定めて掲示している。各

クラスや個別配慮が必要な子どもなどの月単位の保育計画を発表して、共有・検討

している。個別支援の必要な子どもを中心に全職員で検討会を持ち、職員が一人で

抱え込まないように全職員で関わりを持って保育を進められるようにしている。 

③「人権についての振りかえりチェックリスト（20 項目）」を、パートを含めた全

職員に 8 月、11 月、3 月に実施している。回収したシートをもとにパート職員は園

長面談、職員は会議の中で振り返りをして行動を律している。また、人権に関する

ｅ－ラーニングを使うことで、より具体的に自らの保育、言葉遣い、関わりについ

て見直すことができるようにしている。コンプライアンスに関する様々な内容につ

いても掲示してあり、限られた時間で行なえるよう主任がスケジュールと職員の状



 

 

況を見て推進している。 

④ 日常においても子どもに対する関わり方、名前の呼び方など、職員同士で気づ

きのあった時には声をかけあい、事態を放置することがないようにしている。正規

職員は研修で学んだことを実践するようにしているが、子どもの呼称ルールは明文

化して示されていないため都度話し合って統一している。呼び捨てはしない、省略

形も使用しないといった不文律となっている。 

⑤ 職員に向けて 個人情報の保護に関しては、藤沢市個人情報の保護に関する条

例に記載してあり、市の研修、ｅ－ラーニング研修などを通じて学べるようにして

いる。 

⑥ 個人情報に関する書類は鍵付きのキャビネットでの保管とし、利用の際は確

認、声の掛け合いをしあうなど、主任が返却について確認するなど徹底して管理し

ている。また、不要になった資料（家庭連絡票、緊急連絡票など）に関しても、使

用後はシュレッターをかけての廃棄として情報の管理を徹底している。 

➆ 実習生のオリエンテーションの際には、実習生用の園のしおり「個人情報を守

りましょう」に明記事項を説明し、周保育実習誓約書を交わしている。 

⑧ 個人面談は職員室で行い、個別の相談が必要な場合には、空きスペースを利用

し外部に漏れない環境を作って行うようにしている。作品の記名についてはファー

ストネームのみとしている。さらに、管理上のルールを明文化することを課題とし

ており、現在、業務記述書兼リスク管理表を作って管理を進めている。 

⑨ 児童虐待に関しては、担任を窓口にして登園時の様子、オムツ替えなど保育時

に傷の有無、体格の変化など一人ひとりの子どもの状況を把握するように努めてい

る。他機関へつなげるまでには至らないが、配慮を要するケースについては常に情

報共有をしている。出欠状況なども共有し、対応を進められるようにしている。職

員は主任、園長に連絡して、さらに家庭課を通して関係機関との連携が図れるよう

にしている。 

⑩  コンプライアンス研修ではケーススタディを行なって職員の話し合いを持っ

て風通しの良い職場の環境づくりを進めている。 

２ 
利用者の意思・可能性を

尊重した自立生活支援 

 ① 保育園のしおりでは、保育園の役割として一人ひとりの個性を大切にしなが

ら、心も身体も健やかに成長するように援助することを基本的な役割としているこ

とを記載している。園目標を定め、利用者の意思・可能性を育む保育を進められる

よう計画し、実際の保育につなげている。 

② 年間保育実施計画、月間保育実施計画、週（日）保育実施計画において一人ひと

りの子どもを尊重した計画が示されている。計画に従った保育を進め、クラスの保

育については 2 人の主任が目を配り、現場で声かけや支援をしながら子ども意思を

尊重できるように保育を進めている。家庭連絡表や、お便り帳などを通して、保護

者とも個別のやり取りを行い保育を家庭とともに進めている。 

③  年間行事（運動会、なかよし会、保育参観、懇談会）については、年間の行事

予定表に明記し、保護者が予定を組みやすいよう、早めに年間の行事予定を年初の

懇談会で知らせて、保護者の便宜につなげている。 

④  年２回実施の懇談会、担任、担当との年 1 回の個人面談が、家庭の希望や意向

を把握する場となっている。懇談会においては園の方針、クラスの目標を伝えると



 

 

ともに、家庭からの要望や質問等に応じ、信頼関係を築いている。保護者から要望

があった時にはいつでも園長または担任に個人面談の場を持っている。内容はケー

ス記録の特記事項として細かく記録して、保育へつなげる資料として活かされてい

る。 

⑤ 保護者が子どもの発達の差などの理解を深められるよう、子どもの成長を細か

に捉え、一人ひとりの違いの中で成長の喜びを共有しあうことに努めている。年初

の保護者会では年齢における発達の理解に加え、保護者へのアドバイスなど、一人

ひとりの日々の成長の気づきを保護者と共有できるようにしている。 

⑥ 生活全般を通して、少人数の担当制保育を実施し、基本的に同じクラスの担任、

保育士のチームで保育することで、一人ひとりの甘えや要求を受け止め、情緒の安

定を図っている。落ち着いた環境の中で、個々の発達、成長、興味に合わせた遊び

の展開ができ、一人ひとりの成長の変化の気づきも細やかに対応できることが保護

者との信頼関係を築くことにもつながっている。 

⑦ 食事についてはそれぞれのクラスでも月齢だけでなく、一人ひとりの発達状況

に合わせ、また、担当職員による日々の変化を察知して食への興味関心に合わせて、

無理強いすることなく食べることが楽しいと感じられるように関わることを進め

ている。乳児の離乳食の時期においては、子どもの発達と離乳食の段階に差が開い

ていることが多々見られるため、調理員と連携しながらの働きかけをしている。 

⑧ 藤沢市保育過程に沿って、２歳児になると、野菜の栽培、皮むきの手伝いを取

り入れるなどの植物を育て成長を感じ取る食育を計画的に行う中で、苦手な物も自

ら食べられるようになるなど意欲につなげる取り組みをしている。 

⑨ トイレトレーニングは保育実施計画に基づきつつ、家庭と子どもの様子を大切

にして、各担当が個々の排泄のリズムを把握し、個々の段階に応じた関わりを通し

て、子ども自身の意欲を育みながら進めている。 

⑩ 支援の必要な子どもに対しては、発達に沿った関わりをすることを心がけてい

る。職員会議の中でのケース検討において、情報共有、各クラスからアドバイスを

するなど保育の参考にしている。 

３ 
サービスマネジメントシ

ステムの確立 

①  「意見要望等へ解決の仕組みについて」を玄関に掲示し園における苦情・要望

の解決責任者、受付担当者を決めている。また、その旨を入園のしおりなどを用い

て入園面接時保護者に説明し、意見箱についても周知に努めている。年初の懇談会

にて保護者に向けて「藤沢市立保育園における意見・要望等解決実施要領」にて園

での解決が困難な場合には保護者に第三者委員がいる藤沢市市民オンブズマン制

度や神奈川県保育会保育園利用者相談会会員であることを説明し、会員証を掲示し

た（調査時点では職員室内）。 

②  意見や要望の受付から解決までの記録は、意見要望等受付報告書に記載し、保

護者へ回答するルールになっており、多くの場合は園長との話し合いで解決し、意

見要望等受付報告書への記載となっている。要望のあった保護者にはその後も声か

けをするなど、改善への納得を確認している。 

③  保育室の温度湿度は日々測定し日誌に記入し、適切でかつ衛生的な環境が保て

るよう努めている。感染症発生時は玩具、床、壁面などの消毒を行い、ノロウィル

ス対策として、食器の消毒等も行い、感染拡大を防いでいる。感染症については、



 

 

県の感染症情報で情報提供を行い、周知をしている。クラスには衛生点検表(清掃／

おもちゃ)に、実行者名を記入してチェックしたものが、ケースに入れて掲示してあ

り、保護者も見ることができるようになっている。 

④  危機管理マニュアルに基づき、薬品類は事務室薬品棚にて一括管理とし、エタ

ノールに関しては持ち出し表を利用し、ピューラックスは各クラスの鍵付きの棚に

保管し持ち出し表を用いて管理し事故防止に努めている。また、衛生管理マニュア

ルでは、嘔吐処理の方法、おむつ交換時の衛生、調乳の際の衛生などが明記されて

おり、マニュアルに従い進めている。 

⑤ 乳児のみの園であるため、善行保育園との連携はどちらにとっても欠かせない

ものとなっており、特に善行保育園への進級を控えた２歳児クラスは、計画的に幼

児クラスとの交流を計画し、その様子を保護者にも伝えながら、子どもも保護者も

不安に思うことなく、進級できるように取り組んでいる。スムーズな進級を進めて

いる。 

⑥ 今年度より毎月実施の防災訓練、適宜実施の防犯訓練を善行保育園同日実施と

し、職員同士が連携し、様々な事態を想定し行うことで、より実践に即した訓練が

実施できている。反省での気づきを、会議や両園の園長、主任で行う連絡会で検討

し、非常時に備えている。防災訓練実施計画及び記録の中で、それぞれの園での反

省点を明記し、連絡会での記録に両園での反省を通して課題を記録し、次回の訓練

に反映していくことにしている。 

⑦  苦情に関しては意見箱を設置している。場所を明確に示すため大きな矢印を貼

って意見箱の場所を示している。口頭での苦情の受付に関しても、担任、主任、園

長それぞれ希望する者に伝えられるよう懇談会で話している。意見があった場合

は、早めの対応を心掛け、状況に応じて園長が対応している。その経過は園全体に

周知し対応策を話し合う場を持ち、園全体の課題と捉えられるよう心掛けている。

内容によっては課への報告を行い対応する体制である。園長会でも共有をはかり、

共通理解のもと、再発防止を進めている。意見・要望等受付（報告）書に記入し、

園内で共有し、職員間で討議し改善につなげている。 

４ 地域との交流・連携 

①  地域向けのイベントとして、毎月の誕生会をはじめ、水遊び、人形劇、年齢別

のクラスの子どもと過ごす体験保育、身体測定などを計画し、「すこやかメール」の

配布、メール配信を行っている。 

来年度は予約なしでも来られるような行事を計画し、より多くの人が気軽に参加で

きるようにしていくことを目指している。 

園庭開放のリピーターもおり、安心して遊べる場として園庭の利用をされている。

園見学に来園される方も多く、その際には、離乳食について、断乳についてなどの

相談に応じている。また、子育てふれあいコーナー「あいあい」では育児の悩みの

相談に応じている。保育士の専門性を活かし、地域に根差した保育園を目指して取

り組んでいる。 

② 乳児保育園ならではの取り組みとして、ホームページやすこやかメール地域交

流～「保育園に遊びにきませんか」の中には地域の方々に保育園の園庭開放（毎週

月～金）以外に、体験保育（親子）、身体測定、誕生会など、年間 30 以上の行事案

内を掲載して、地域の０～２歳児の保育園に通っていない子どもの子育てと保護者



 

 

の支援をしている。 

③  保育園の概要、生活の様子などはホームページ担当を決め、年間計画に従って

年間 4 回ホームページの更新をして公開し、入園希望者や就職希望者に向けて情報

提供している。 

④  地域の方々との交流、子育て支援の場として公民館まつり、善行子育てメッセ

に参加し、地域の保育園の紹介、保育園の生活、子育ての相談なども実施している。

具体的には公民館祭り（1０月）善行地域のサークルの発表の中で、自園だけでな

く、善行地区の保育園についての紹介や、子どもが遊べるコーナーも用意している

ほか、園から担当者が参加して子育て相談等にも応じている。ふれあい子育てひろ

ば（９月）では、公民館からの依頼で、乳児の遊びの紹介や体操、パネルシアター

などを通して、育児相談なども受けながら地域の子育て支援を行なっている。子育

て支援委員を園で決め、地域交流を推進運営することを、子育てメールふじさわの

発信をしている。善行発！子育てメッセ（2 月）では子育てに特化したサークルが

集まる中でブースを設けて子育て相談、子育ての各グループとの交流を図るなど

様々な地域支援を行っている。 

⑤ 近隣の２歳児までの家庭的保育室の「保育ルームばんび」と連携し、消火訓練

のお誘いや、誕生会、人形劇の参加など交流の場を設けている。子どもに集団の経

験ができる場の提供や、救急法講習会への参加など経験と情報の提供を行ってい

る。 

５ 
運営上の透明性の確保と

継続性 

①  保育園の運営に関する市や当園から保護者等へのお知らせは、玄関ホールの掲

示板に、また、園目標、クラス目標についても各クラスに掲示されており、各種の

情報の共有化が図られている。 

②  保護者からの意見、要望などの解決の仕組みや、意見・要望などの受付担当者

や解決責任者を明示するとともに、保護者の求めに応じて直接相談や助言を求める

ことができる「第三者委員会」への連絡方法などを掲示している。 

③  藤沢市ホームページに園の概要、保育目標、年間行事、園の生活の紹介などの

園に関する情報が掲載されている。子育てガイド、保育園に遊びに来ませんかなど

のパンフレットを市民センターや地域子どもの家などに設置し情報の提供を図っ

ている。 

④ 藤沢市の保育園についてのアンケート結果は各家庭に配布し、行事のアンケー

トについてはおたより（たんぽぽ）の中で意見を紹介している。結果の公表をし、

透明性を高め、サービスの更なる向上を図っている。結果をもとに園としての捉え

方、対応をどう考えてくかを示し、保護者の意向や要望に対応できるようにするこ

とを課題としている。 

⑤ 懇談会では１年間のプロセスについて写真などを用いて保護者に、子ども成長

の流れをみせるなど、日常の保育を保護者にも共有し、さらに日々の保育では日々

の姿をできるだけタイムリーに伝えられるように進めている。保育参観（春）ほぼ

100％が参加、保育参加（秋）51 名が参加しており、保護者だけでなく祖父母など

の参加もあることから、保育への関心の高さが伺える。 



 

 

６ 職員の資質向上促進 

① 今回の第三者評価の自己評価を全職員が受け持ち、日々の保育の振り返りと、

課題の抽出にと努めた。また、職員会議において検証を重ねて詳しく総括したり、

発表方法の向上にもつなげたりしている。第三者評価の自己評価を職員研修の一環

として捉え、相互の学びにつながっていることがうかがえる。 

② 市職員としての段階別の研修や、保育に関わる研修、年間を通しての職場研修

を計画して実施し職員の資質向上に努めている。研修受講者は園内で報告会を行い

研修内容の共有をしている。平均すると１職員 2 回／年程度研修に参加できるよう

シフトを工夫している。市の研修では公務員倫理規程、コンプライアンスなどの研

修も実施されている。研修参加後は研修報告を作成し、内容によっては研修報告会

などに参加して発表を行なっている。パート職員には嘔吐処理など実践的な研修を

行っている。 

③ 個々の職員が業務の「目標管理シート」を作成し業務に関する取り組みをして

いる。人事評価制度により職員個々が個人目標を立て、主任、園長と面談して目標

の確認をしている。中間での達成を確認とアドバイスの後、自己評価をしたうえで、

コメントをして職員の能力向上に結びつけている。全職員の目標管理シートから抜

粋した目標業務一覧を作成して市に提出しており、作成時には全職員に回覧して共

有している。 

④ 職員会議、各クラス、学年の話し合い等で意見交換、具体的なケース検討を主

任がリードしケースを共有する中で、一方的にならないよう様々な視点からの情報

を出し合い、職員の資質向上を図っている。トップダウンにならないように、職員

一人ひとりが自分なりの考えを伝えられる組織づくりを進めている。 

⑤ 善行保育園との合同研修として、保護者との信頼関係を築くためのコミュニケ

ーションの取り方や、職員同士の交流を目的として年間 8 回実施されている。藤沢

市 15 園の保護者アンケート結果を踏まえた検討も行なっている。各回に善行乳児

保育園からは２～5 名の職員が参加している。終了後は両園の主任による反省およ

び来年度の検討を行う計画になっている。将来、両園が合同になることのみならず、

現状でのスムーズな移行につながるように進めている。 

⑥ 主任部会で人材育成に関する課題が挙げられ、善行乳児保育園では「保育の質の

向上（生き生きした保育の実践を目指す）」「職員のモチベーションの向上」「事務作

業の効率化」を挙げ、それぞれの解決に向けての取り組みを定め、経過及び今後の

取り組みを確認している。さらに若手を中心とした意見交換の場を設け、若手職員

が自由に意見を言い合える場（ピーチ会）を作って若手の育成につなげている。 

⑦ 園長会、主任部会、保険部会などを通して 15 園それぞれの取り組みを共有して、

有用な取り組みは自園で取り入れ、園としての質向上につなげている。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．自己評価の結果 

大項目 1 保育環境の整備 

評価項目に添って、自己評価を行った結果です 

 

大項目１全体（調査確認事項全 81 事項）を通してのサービスの達成状況 

 

 

１００％ 

 

大項目１の内容(概要) 

１ 人権の尊重 

子どもや保護者に対する態度や言葉遣い 

出生や国籍、性差などによる差別の禁止 

子どもの虐待予防や早期発見のための地域の関係機関・団体との連携 

2 プライバシー確保 
プライバシー確保への配慮 

個人情報保護の体制整備 

3 
家庭と保育園との 

信頼関係の確立 

家庭との連絡、情報交換の体制 

家庭の意向・希望の把握 

4 苦情解決システム 苦情解決の体制整備 

5 環境整備 

温度や湿度等の管理 

洗剤等の危険物の管理 

おもちゃ、遊具等の管理 

6 
健康管理（感染症対策・救

急救命を含む） 

体調不良児、けがへの対応 

感染症への対応 

救急事態発生時の医療機関・家族等との連携 

7 危機管理（防災･防犯） 
火災や震災等の対応 

日常の防災･防犯体制の整備 

8 地域の子育て支援 地域内の子育てニーズの把握と支援 

9 自己評価と情報開示 

自己点検･改善活動の実施 

地域への情報提供、情報開示 

見学や保育参観の機会の設定 

10 職員研修 
職員研修の実施 

実習生の受入れ、指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

大項目２ 保育内容の充実 

評価項目ごとに、事業所の取り組みを記載して下さい 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

子どもと保育

士とのかかわり

において、子ども

の情緒の安定を

はかることや、順

調な発育･発達を

促すためにどの

ような取り組み

をしていますか 

①   担当制保育を取り入れ、担当保育士が抱

っこや「ラララ雑巾」「一本橋」などのふれあ

い遊びを通して十分関わり、愛着関係を築い

ている。子どもたちの気持ちを汲み取り十分

受け入れることで、一人一人の成長を育み情

緒の安定を図っている 

②   家庭との連携を密に取り、子どもたちの

成長をともに喜び合うことで、信頼関係を築

いている 

③   一人一人の体調や発達状況を把握し、

個々にあった対応をしている。 

④   体操、リズム遊び、巧技台遊びなどの運

動遊び、水・砂などの感触遊びを取り入れ、運

動機能の発達を促している体操、リズム遊び、

巧技台などの運動遊び、水・砂などの感触遊び

を取り入れ運動機能の発達を促している。 

① 保育指針、園の年間、月、保健計画を参考にしな

がら子どもの様子を把握し無理のないような計画を

立案している。乳児では特に同じ保育士が関わるこ

とで、生活リズムや発達を把握し子どものサインを

見逃さないように努めている。ふれあい遊びを通し

て一人ひとりと充分に関わり情緒の安定を図ってい

る。 

② 乳児では家庭連絡表に子どもたちの成長した

姿、日々のちょっとした出来事も記録し、保護者と共

有している。子どもの成長を見逃さないように、保護

者に発信できるように心がけている。保育参観、運動

会では、日ごろの様子や練習の成果を見てもらいと

もに喜びあい、信頼関係を築くことができている。運

動会の練習の様子を事前に掲示して保護者にも楽し

みしてもらえるように工夫している。 

③ 児童票は１，２歳児と０歳は別フォームを使用

している。職員会議で共有しアドバイスをもらうよ

うにしている。 

④ 年齢ごとの機能にあったものを選択し、子ども

たちの興味に合わせた内容を取り入れ楽しみながら

体力づくりができるように取り組んでいる。 

０歳児は、はいはいが十分行えるようなスペースの

確保、手足の指先の力を使う戸板のよじ登り。1，2

歳児はバランス感覚が養えるようにバランス平均

台。乳児、幼児ともにリズム遊び、ピアノに合わせて

手足を動かし体幹をきたえるなど、運動あそびの中

で子どものがんばったことを認め、次の意欲につな

がるようにしている。 

隣接園の幼児と行動することで散歩でのルールなど

お手本になる、距離が延びるなど子ども同士での刺

激も大切にしている。巧技台などほかの年齢がして

いることでがんばってみようと前向きになることが

できている。けがの記録からも子どもの運動機能に

ついて検討している。転んだときには手をつくなど、

大きなけがに至らないようにしている。 

色水づくり、ビニールでつくった金魚すくい、片栗粉



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

粘土、どろんこ遊び、など季節ならではの遊びや年間

を通して行っている砂遊びなど、五感を使い様々な

感覚を楽しむことができるような遊びを取り入れ、

様々な体験ができるように取り組んでいる。 

子ども同士の

かかわりにおい

て、個の違いを認

めあうことや他

者と自分を大切

にする心をもて

るようにするた

めにどのような

取り組みをして

いますか 

①   愛情を注ぎスキンシップを十分にとりな

がら気持ちを受け止めることで、自己肯定感

をもてるようにしている。 

②   子ども同士の関わりを大切にし、保育士

が仲立ちとなりながら子どもの思いを代弁

し、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちに

気付けるような援助をしている。 

③   異年齢交流をしている。善行保育園の幼

児と関り、遊びを真似したり、優しく接しても

らう経験をすることで、自分より小さい子に

対して優しく接したり、思うやりや人への関

心を広げられるようにしている。 

① 家庭的な雰囲気の中で安心して過ごせるように

担当制保育を取り入れている。同じ保育士が生活の

援助をすることで、信頼関係を築き気持ちの安定を

図れるようにしている。声をかける、抱っこする、食

事の説明などスキンシップをとりながら楽しいこと

うれしいことを共有することで信頼関係を深め、自

己肯定感を育んでいる。年間計画、月案、週案をもと

に計画的に行っている。 

② 子どもの姿を見守りながら子どもの気持ちを代

弁し、こう思ったんだよね、などと声をかけ、お互い

の気持ちに気づけるように、また自分の気持ちを話

せるように援助している。 

友達と一緒が楽しいと思えるように、一緒にやると

楽しいね、こんなことができたねと声をかけている。

保育士を介して一緒に遊べるように、ままごと、電車

ごっこ、お医者さんごっこ、など最初は保育士も中に

入り一緒に遊び、子ども同士で遊び楽しさを共有で

きるように援助している。 

③ 年間計画の中に異年齢交流を位置付け、隣接保

育園の幼児と２歳児の交流保育をしている。それぞ

れの施設や園庭遊具で遊んだり、誕生会やお店屋さ

んごっこなどの行事に参加したりしている。交流を

通して幼児に対するあこがれの気持ちを持ったり、

自分がしてもらったように小さい子やさしくできる

ようになったりしている。体験保育では地域の子ど

もたちと触れ合う機会もあり、おもちゃをかしてあ

げるなどのやり取りができている。 

子どもと社会

とのかかわりに

おいて、人に役立

つことの喜びを

感じたり、人と関

わることの楽し

①   担当制保育を行う中で一人一人の気持ち

を受け止め、愛着関係を築きながら、安心して

過ごせるようにしている。その中で人との関

わりが楽しめる遊びを工夫していく共に、そ

の心地良さが感じられるようにしている。 

②   用務員と苗植えや収穫、調理員と一緒に

① 自分の気持ちを受け止めもらう、受け入れても

らう場所があることで安心につなげている。食事、排

せつ、衣服の着脱などを同じ保育士が関わることで

小さな変化にも気づくことが出来ている。 

個人差や月齢差に対応し担当グループに分かれて行

動することで落ち着いて過ごし、また保育士は体調



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

さを味わうこと

ができるように

するためにどの

ような取り組み

をしていますか 

食事をしたりすることで、食への意欲や好奇

心がもてるようにしている。 

③   保育士の手伝いをし、認められたり、褒

められたりすることで喜びを感じたり満足感

が持てるようにし、次への意欲につながるよ

う関わっている。 

の変化や成長になどに早く気づくことができるな

ど、一人ひとりに目が届きやすくなっている。だっ

こ、おんぶなど大人との関わり、ままごとや手をつな

ぐなど友達同士での関わりを楽しめるように援助し

ている。 

② 地域の親子、用務員、調理員、保健師など保育士

以外の専門職との関わりを積極的に持つことができ

ている。用務員の援助により教えてもらいながら一

緒に野菜を育て、調理員が給食に食材を取り入れて

くれる。調理室は中庭に面しているので、子どもたち

が調理室を訪れたり話しかけたりしやすい環境であ

る。体験保育では地域の親子と一緒に遊ぶ機会を持

つことができている。 

③ 調理では野菜洗い、皮むきなどの手伝いをした

り、保育士と一緒に園庭の落ち葉掃除をしたり、遊び

以外にも生活の中でできるお手伝いを通して、でき

たことをほめてやる気につながるように援助してい

る。 

 生活や遊びな

どを通して、言葉

のやりとりを楽

しめるようにす

るためにどのよ

うな取り組みを

していますか 

①   名前を呼ばれて応えたり、「いただきま

す。」「ありがとう」等の挨拶や言葉のやりとり

を、生活や遊びの中で保育士と一緒に楽しみ

ながら行っている。 

②   経験したことを動作や言葉で表すごっこ

遊びを楽しんだり、反復言葉のやりとりを楽

しめる絵本をみたり、歌遊びや手遊びを多く

取り入れ、保育士の模倣や一緒に歌う楽しさ

や言葉で表現する楽しさを味わえるようにし

ている。 

③   保育士と子どもの一対一の関わりの中

で、子どもの指差しや発語に丁寧に応え、子ど

も同士の関わりの中で「かして」「どうぞ」等、

言葉のやりとりや会話を楽しめるよう仲立ち

となっている。 

① 年間保育実施計画での期ごとのねらいを保育実

施に落とし込み、日々の保育の中に、あいさつや言葉

によるやり取りを楽しむ遊びなどを取り入れてい

る。1 歳児から朝の挨拶、歌、名前を呼び返事をして

手を挙げることを伝えている。２歳児からは、ごっこ

あそびを通して生活の中にある多くの言葉を伝えて

いる。お片付けの歌などを取り入れることで、歌と行

動が結びつき言葉の理解がしやすいように取り組ん

でいる。 

② ごっこあそびでは、お店、保育園など経験をイメ

ージしながら楽しくやりとりできるようにしてい

る。イメージがふくらむように具体的な問いかけを

して援助している。０歳から反復言葉を楽しむ絵本

でリズムを楽しみ、２歳ではストーリーのある絵本

など年齢に応じて絵本を提供している。歌や手遊び

は活動の節目に取り入れ、次の行動が予測できるよ

うにしている。 

③ 子どもの指差した物や場所の名前などを言葉で

伝え、覚えらえるようにするとともに、それで遊んで

みようかなどの気づきにつなげている。貸し借りに

ついても、子どものしぐさや動作を見逃さないよう



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

に伝えるようにしている。 

生活や遊びな

どを通して、話す

こと・聞くことが

楽しめることや

言葉の感覚が豊

かになること、自

分の伝えたいこ

とが相手に伝わ

る喜びを味わう

ことができるよ

うにするために

どのような取り

組みをしていま

すか 

①   担当保育士とふれあい遊びなど一対一の

心地よい関わりの中で、安心して発声や発語、

笑いあったりしながら、楽しい雰囲気の中で、

言葉のやりとりを楽しむようにしている。 

②   指差しや身振り、手振りでの表現に対し

て「そうだね。飛行機飛んでるね。」と言葉で

返したり、「どんぐりあった。」という発語に対

して「よく見つけたね。」「どこにあったの」な

ど、一緒に喜びを味わったり、受け止めること

により、より伝えたい気持ちになるよう関わ

っている。 

③   絵本や歌を通して繰り返し言葉を楽しん

だり、ごっこ遊びの中でイメージを広げ実際

に真似をしたり、言葉のやりとりを楽しめる

ようにしている。また、保育士の簡単な手伝い

や、なかよし会、誕生会でみんなの前で歌を歌

ったり、劇ごっこを楽しむ喜びや満足感を味

わうことで、自信につなげ、伝えたい気持ちや

話を聞こうとする気持ちになるよう関わって

いる。 

① 言葉にならない表現（泣くなど）をくみ取り、お

むつを替えて気持ち良くなったね、など声をかけ自

分の気持ちが伝わったことを知らせるようにしてい

る。 

② 伝えたい気持ち、表現したい気持ち、言葉を引き

出せるように一緒に喜んだり驚いたり、子どもの気

持ちに寄り添いながら関わることで、言葉での表現

が豊かになるように取り組んでいる。 

③ たくさんの言葉を吸収する時期であることか

ら、保育士からの言葉だけでなく歌や絵本を多く取

り入れ、様々な言葉を伝えられるように取り組んで

いる。朝やお昼寝前には絵本の読み聞かせをしてい

る。なかよし会、誕生会ではみんなの前で歌をうたう

機会もある。 

生活や遊びな

どを通して、楽し

んで表現するこ

とができるよう

にすることや表

現したい気持ち

を育むためにど

のような取り組

みをしています

か 

①   一人一人と十分に関わりながら信頼関係

を築き、安心できる環境の中で、保育士や友だ

ちと一緒にブロックやままごとなどの好きな

遊びを楽しみ、のびのびと表現できるように

している。 

②   保育士や友だちと一緒に歌ったり、踊っ

たり、楽器遊びやリズム遊びを取り入れ、表現

できるようにしている。また子どもたちが楽

しんでいる気持ちに共感し、表現することが

楽しいと感じられるよう関わっている。 

③   年齢や季節、子どもの興味に合わせて感

触遊びや絵描製作を取り入れ、感じたことを

表現したり、作る楽しさを味わえるようにし

① ４月、５月はどのクラスも新しい環境に慣れる

ことができるように一人ひとりと十分に関わり、環

境が変わる中でも好きな遊びや玩具を見つけられる

様ように配慮している。０歳は音の出る玩具、１歳児

はブロックや車、２歳児はプラレール、ままごと遊び

など年齢と発達に応じた玩具と室内の環境設定をし

ている。 

② 保育士や友だちと一緒に歌ったり、踊ったり、楽

器遊びやリズム遊びを取り入れ、様々な表現活動が

できるようにしている。子どもたちが楽しんでいる

気持ちに共感し、表現することが楽しいと感じられ

るように援助している。 

③ 片栗粉、砂などを使った感触遊びや夏には水遊



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

ている。 び（たらい）やどろんこ遊びを楽しんでいる。絵画制

作、シール貼り、スタンプ押しなどを通して作品作り

に取り組み、作品を飾り保護者に見てもらえるよう

にしている。 

生活や遊びな

どを通して、自発

的に表現する意

欲を育むことや

みんなで一緒に

表現する喜びを

味わえるように

すること、創造的

に表現すること

ができるように

するためにどの

ような取り組み

をしていますか 

①   成長発達に合わせた玩具や遊びを用意

し、ままごとや見立て遊びなどを通して自ら

の表現や表現する意欲、子どもたちのイメー

ジする力を十分に発揮できるようにしてい

る。 

②   片栗粉や絵の具などの様々な素材に触

れ、感触に親しみながら自分の欲求や思いを

自由に表現できるように、楽しさを共感する

とともに、気持ちを受け止めている。 

③   保育士や友だちと一緒に、絵本や歌遊び

などを通してことばやフレーズのやりとりを

重ね、楽しさを共有している。また、その積み

重ねからごっこ遊びなど豊かな表現遊びに展

開できるように環境設定している。 

① ０歳児では言葉での表現が十分でないため音が

でるおもちゃ、ベビードラムなど様々な玩具や遊び

方を通して、喃語や発声などで声をあげたり、手足を

動かしたり身ぶり手ぶりで気持ちを表現できるよう

にしている。大きな布を上下させて「いないいないば

あ」をするなど、安全や衛生に配慮しながらいろいろ

な使い方をして表現を楽しみ、イメージがふくらむ

ような声掛けをして表現する楽しさや意欲を大切に

している。 

② 遊びや制作の素材として自然物以外にも、新聞

紙をやぶいて遊んだり、粘土や砂をいろいろなもの

に見立て、型抜きや山づくりをしたりしている。一人

ひとりの気持ちをくみとり代弁し、寄り添いながら

自由に表現できるように関わっている。様々な素材

の感触を楽しみ、体をつかって表現することで指先

手足脳などの発達を促している。 

③ ０歳は他児との関わりが出てくるまで、並行遊

び（同じ空間で一人ひとりが違う遊びをしている）で

あるため、保育士との関わりの中で思いや楽しさを

代弁し共感するとともに、絵本や CD、歌などから

色々な表現を伝えられるようにしている。動物の動

きや鳴きまね、わらべうた遊びなど言葉やフレーズ

のやりとりを重ねて遊びが展開され、のびのびと自

由に表現できるようにしている。ままごとでは必要

なものを自由に使えるように環境設定している。日

ごろの遊びを発展させて発表するなかよし会では、

子どもがやってみたいことを取り入れ、運動会では

３歳児クラスにあがる準備としてまた、日々の運動

遊びの積み重ねの場として２歳児が参加している。 



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

 生活や遊びな

どを通して、聞

く・見るなど感覚

の働きを豊かに

することや身体

を動かす楽しさ

を味わうこと、身

近なものに対す

る興味や関心を

引き出すために

どのような取り

組みをしていま

すか 

①   絵本などから聞いたり、見たりしたこと

や水遊びなどを通して五感で感じたことを大

切にし、その驚きや喜び、不思議さや楽しさな

どを共感して、豊かな感覚を育んでいる。 

②   年齢や一人一人の発達段階に応じて、斜

面の上り下りや凹凸面を歩いたり、くぐる、ま

たぐなどの遊びや、リズム遊びなど、保育士と

一緒にのびのびと体を動かす楽しさを感じら

れるような運動遊びを取り入れている。 

③   身の回りのことに興味や関心が持てるよ

う、また、自分でしようとする意欲を育てるた

め、マークや表示を付けて子どもにとってわ

かりやすいような環境づくりをしている。 

① 室内遊びのほかにも園庭遊びでは水遊びや、ア

リ、バッタ、ちょうちょう、とんぼ、せみなどを見た

り触れたりしながら、五感に働きかけられるように

取り組んでいる。 

② 室内にマットのやまを設定したり、巧技台で高

いところに上ったり、雨の日でも自由にからだを動

かして遊べるように環境設定をしている。 

③ トイレのスリッパを、絵とマークに合わせてそ

ろえておけるようにしている。また、入園時より子ど

も一人ひとりのマークを決め、自分のマークを覚え

て身支度がしやすいように取り組んでいる。おもち

ゃのかごにイラストをつけて片づけがしやすいよう

にしたり、ままごとのプロンやスカートを仕切りの

ついた箱に入れられるようにしたり、自分で片づけ

て満足感を得られるようにしている。 

生活や遊びな

どを通して、身近

な様々なものに

対する探索意欲

を満足させるこ

とや社会や自然

の事象や、動植物

への興味や関心

をもてるように

するためにどの

ような取り組み

をしていますか 

①   一人一人が安心、安定して過ごせるよ

う、落ち着いた環境設定を用意し、愛着関係

がしっかり築けるよう少人数での担当制保育

を行っている。 

②   身の回りのことに興味を持てるよう園庭

での遊びや散歩の中で自然と触れ合えるよう

働きかけたり、「これなあに。」「どうして～

なの」などの気づきや疑問に丁寧に答えた

り、保育の中で季節を感じられるよう拾って

きた自然物を使って製作も楽しんでいる。 

③   野菜（花）の栽培や収穫、野菜の皮むき

などの体験や生き物の世話を行い、動植物へ

の興味、関心を持てるようにしている。 

① 一人ひとりが安心し安定して過ごせるような工

夫として、担当制保育を行っており、あそびや食事の

時間などもゆっくりと対応することができている。

保育室内はプラレール、ままごと、運動遊びなど場所

を仕切り、集中して遊べるように工夫している。 

② どの年齢においても探索活動が活発にできるよ

う、公園でどんぐり拾いや虫探しなどの活動を積極

的に取り入れている。七夕飾りやこいのぼりなどわ

かる範囲で制作や飾りつけなどに取り組んだり、季

節の制作では、千日紅を育てて積む、乾燥させてどん

ぐりとリースづくりに取り入れている。年齢に応じ

て夏祭り、ハロウィンなど季節を楽しめる制作や活

動をしている。 

③ ２歳児はオクラの種まきから水やり、収穫まで

を行い、調理室に届けて給食に出してもらうなどの

活動を通して、野菜の苦手な子も食べることができ

た。給食のお手伝いとして、調理と連携しグリンピー

ス、とうもろこし、玉ねぎの皮むきなどに意欲的に取

り組む姿が見られている。敷地内にある園庭までの

通り道に野菜や植物を植えているので、他のクラス

も見て楽しむことができている。鈴虫を飼育中は、え

さを事務室にもらいにいくなどのお手伝いもしてい

る。 



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

自分から食べ

ようとする意欲

を育んだり、排泄

をしようとする

意欲を育むため

にどのような取

り組みをしてい

ますか 

①   調理室からの食事のにおいに気づかせ話

す機会を作ったり、体操や外遊びなど活動的

に遊んで、空腹感を感じておいしく食べられ

るようにしている。また用務員、調理員と連携

を取り、自分たちで育てた野菜を収穫したり、

給食で使う玉ねぎの皮むきやじゃがいも洗い

など調理の準備の手伝いを通して、食べ物へ

の興味や関心を育て、食べる意欲につなげて

いる。 

②   担当保育士と一緒にグループごとに楽し

く落ち着いた雰囲気の中で食事をしている。

一人一人の状態に合わせて、ほめたり励まし

たりしながら、食事の援助を行っている。食事

の形態については、家庭や調理員と連携をと

りながら、すすめている。手づかみ食べや、ス

プーンなどを使って自分で食べようとする意

欲を大切にし、個々の発達に合わせた声掛け

や援助をしている。 

担当保育士が「気持ち悪いから取り替えよう

ね。」「さっぱりしたね。」などの声をかけなが

ら、温かい雰囲気の中でおむつ交換を行って

いる。トイレットトレーニングでは一人一人

の発達状態に合わせ、家庭と連携を取りなが

らすすめている。子どもの気持ちを大切にし、

排泄の意欲を育んでいる。 

① 月案、週案を通して計画的に食育活動を取り入

れている。2 歳児が用務と連携して行っている栽培活

動、調理との連携では献立を確認して野菜洗いや皮

むきなどを行っている。絵カードを使い、ごはん、お

かず、お味噌汁の中に入っている野菜や肉など見せ

る工夫、紙芝居、絵本等を使って食材や食べることに

興味がもてるように取り組んでいる。中庭に面した

調理室の前を通ると匂いなどを感じ、給食を楽しみ

にできるような声掛けをしている。 

② 担当制保育によっていつも決まった保育士と食

事をすることで落ち着いた雰囲気の中で食事をする

ことができている。一人ひとりのペースに合わせ、ほ

めたり励ましたりしながら楽しい食事時間となるよ

うにしている。スプーンの使い方、持ち方も成長に応

じて上手に持てるように指導している。離乳食の進

みについては調理員と保護者と連携しながら個別に

すすめている。 

トイレトレーニングでは、子どもの成長と発達の状

態に応じて個別に対応している。嫌がる子には無理

をしないで、トイレに入りたくなるようにシールを

はるなどの工夫をしたり、トイレに行くことやパン

ツをはくことをほめたり、次につながるような声掛

けを大切にしている。 

身の回りのこ

とを自分でしよ

うとする意欲を

育むことや基本

的な生活習慣を

身につけること、

食事や休息の大

切さを理解する

ことができるよ

うにするために

どのような取り

組みをしていま

すか 

①   ロッカーやテーブルに個人マークを貼り

自分の場所などわかりやすくしたり、絵カ

ードを使って次の活動を知らせたり環境

を整えている。 

②   一人一人の発達を捉え「やってみよう」

「できた」という達成感や満足感を味わえ

るような援助を行っている。また、保護者

や保育士に認められたり、褒められたりす

る嬉しい気持ちを共感してもらうことで、

意欲へつながるようにしている。 

③   担当制保育を通して身の回りの事に意欲

が持てるよう、温かく見守ると共に、一人

一人の子どもの気持ちや欲求を丁寧に受

け止めながら、援助や声かけをしている。 

① 動物など身近な絵を個人マークとしてロッカー

など場所や持ち物に貼り、繰り返し伝えることで自

分のマークをみつけて楽しみながら片づけなどがで

きるように繰り返し伝え、自分でできた満足感、やり

たい気持ちを大切にしている。２歳児ではタオルと

エプロンを決められた場所にしまうことまで段階を

経て出来るようになっている。絵カードを使って食

事、手洗い、トイレ、着替えなど次の行動をわかりや

すく伝えている。 

② 担当制保育により、一人ひとりの気持ちを理解

して対応することができている。食事や排せつへの

働きかけなど小さなサインも見逃さないようにして

いる。靴のかかとに紐をつけてひっぱりやすくした

り、脱いだり着たりしやすい洋服にしてもらうよう



 

 

項 目 
事業所による取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

④   生活リズムや休息の大切さを掲示や懇談

会等で保護者へ情報提供している。また、

2 歳児クラスでは簡単な集会を行いわかり

やすく伝える機会を持っている。 

に保護者に伝え協力をお願いしている。 

手洗いの大切さを伝える。保護者にも掲示している。

２歳からはうがいもできるように指導している。 

③ 個人面談、懇談会では早寝早起きの大切さにつ

いてイラストなどを使い分かりやすく伝えている。

トイレトレーニング、手洗い、感染症防止などについ

て保護者と情報を共有しており、感染症状況（人数）

を速やかに掲示し予防や注意喚起に努めていること

から最低限に抑えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

大項目３ 保育園の特徴 

評価項目ごとに事業所の取り組みを記載して下さい 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

子どもの豊か

な心と身体をは

ぐくむための特

徴的な取り組み

について説明し

てください 

①   生き生きと過ごすための土台として、生

活リズムを整えることの大切さを職員が

学び、保護者にも周知している。一人一人

のリズムを受けとめつつ、デイリープログ

ラムに添って生活し、日中の遊びを充実さ

せ、夜の良い睡眠につなげられるよう取り

組んでいる。 

②   各年齢とも担当制保育を行い、一人一人

が安心して自分の姿を出し、保育士もその

姿を十分に受けとめられるようにしてい

る。個々の発達や家庭の状況を踏まえ、子

どもたちにも保護者にも温かい関わりを

心がけている。 

③   個々の発達状況や身体の動き等を把握

し、職員間で情報を共有しながら状態に合

った援助を行っている。保育士や友だちと

関わりながら楽しく身体を動かしたり、園

庭遊びや散歩を通して、季節の変化を感じ

ながら戸外で過ごす心地良さを知らせて

いる。 

④   当園の２歳児は次年度全員が隣の善行保

育園に進級するが、大きな環境変化の中で

スムーズに進級できるよう、自然な形での

交流を重ねている。合同での遊びや行事

等、両園の子どもたちにとって、思いやり

の心の育ちや模倣体験等良い刺激となっ

ている。 

① 本年度は園目標を「よく食べよく眠り生き生き

と遊べる子」と定め、子どもの育ちの基礎作りとして

生活リズムを整えることを大切にとらえ、職員会議

でも生活リズムについて勉強会を行った。懇談会や

掲示物で保護者への啓もうにも努めている。午前だ

けでなく午後も中庭や園庭で外気に触れて遊ぶ時間

を持つことで、夜の睡眠にもつながるように取り組

んでいる。 

② 乳児のアタッチメント形成と心身の発達とし

て、寄り添ってもらうことでの共感、理解から主体性

をもって生活することにつながるという前提のもと

担当制保育を進めている。支援の必要な保護者もい

るので子どもと共に配慮している。 

③ クラスごとの話合い、学年の話し合いにより計

画を立案し実践している。個人面談記録、職員間で発

達状況を確認しながら発達に合ったおもちゃ、あそ

びを提供している。はいはい（四つ這い）が十分にで

きる環境を整えることに加え、様々な体育遊びを行

うことで筋肉、体幹、手先の発達を促し、土踏まずの

形成を助け安定した歩行ができるように取り組んで

いる。豊かな感性を育むように歌やリズム遊び、ピン

ポン玉あそびなども取り入れている。 

④ ２歳児全員が隣接の善行保育園に進級するた

め、交流保育以外にも日常的に交流の機会を多く持

つようにしている。移行時の負担の軽減にむけては、

遊具、保育室、トイレなどに慣れるための使用や職員

間での合同研修も行い親睦を深めている。防災防犯

訓練、運動会、生活発表会は合同で行っているほか、

４月当初は受け入れ、午睡のときに元担当の保育士

が手伝いに行き子どもの不安軽減に努めている。 



 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

保育環境に特

別な配慮を必要

とする子ども（長

時間保育、障害児

保育、乳児保育、

外国籍園児）の保

育に関しての特

徴的な取り組み

について説明し

てください 

①    保育時間が長くなっても負担が大きく

ならないよう、年齢ごとに保育室を分け、でき

るだけ落ち着いてすごせるよう配慮してい

る。また個々の状態について保護者への連絡

事項は、連絡帳やノートを活用し、伝達もれの

ないよう気を付けている。 

②    個別に配慮や支援が必要な子について

は、クラス・学年の話し合いや会議の中で、関

わり方や支援の方法について皆で共有してい

る。アセスメント表や支援シートを活用し、客

観的に子どもを見ることや保育の方法を振り

返るようにしている。また実際の保育の様子

を発達コーディネーターが見学、保育の方法

について考え合う機会をもち、保育の改善に

つなげている。 

③    一人一人が保育士との愛着関係を築き、

安定した気持ちで、安心して自分を出して過

ごせるよう、担当制保育を行っている。発達や

状況に応じてグループ替えをしたりしなが

ら、愛着関係のもと、年齢なりに社会性を広げ

られるようにしている。 

① 長時間保育においても年齢ごとに保育室を分

け、子どもの移動が少なくなるように設定してい

る。落ち着いて過ごせるように捕食の提供も行って

いる。各クラス連絡帳はどの職員が見てもわかるよ

うに基本情報の確認事項が記載されている。登降園

チェック、連絡事項の有無は赤で記載、早番保育士

から担任、担任から遅番保育士、翌日の早番保育士

へと連絡もれや確認もれのないように伝達してい

る。 

② 個別に配慮や支援が必要な子については、支援

会議ワークシートを使用し、いいところ、気になる

ところ、これまでに試したこと、その結果、現時点

での目標などを記録しクラス、職員会議で話し合い

共通の認識をもって対応できるようにしている。発

達コーディネーター（研修を受講した保育士）を中

心に保育実践見学を行い、子どもが落ち着ける環境

づくりや声かけ、関わり方について検討し、合わせ

て市のサポート巡回のアドバイスを受け、保育方法

や空間のレイアウトなどの改善を行っている。 

③ 一人ひとりの状況に配慮してクラス内において

担当制保育を行い、子どもが落ち着いて過ごせるよ

うに配慮している。子どもの状態や必要に応じてグ

ループ替えを行っている。 

健康管理に特

別な配慮を必要

とする子ども（ア

レルギー疾患を

もつ園児、乳児保

育、病後時保育な

ど）の保育に関し

ての特徴的な取

り組み（アレルギ

ー食対応、個別

食、離乳食など）

について説明し

てください 

①    食物アレルギーを持つ園児に対して、

は、アナフィラキシーショックを起こすこと

があるため、誤食がないよう「藤沢市食物アレ

ルギー対応の手引き」をもとに一貫性のある

対応をしている。 

②    除去食は医師の指示のもと保護者、園

長、担任、調理員で面談を数種類の申請書類や

資料により綿密な確認の上で行っている。 

③    毎月、前月中に毎月の献立表を保護者に

配布し、除去する食材にチェックをしてもら

い、その後、園内で確認する。また、配膳時に

は、クラスに保管している成分表を持参し、調

理員とともに確認してから運び、専用のシー

トの上に一度置き、除去食でないものから先

に配膳している。 

④    調理室では、アレルギー食を最初に調理

① 藤沢市食物アレルギー対応の手引きに基づき、

全職員が共通の認識のもとで対応できるように努め

ている。 

② 個別ファイルには申請書（経緯、経過などの詳細

事項）、医師の指示書（食材、内服薬、医療機関名）、

面談事前・事後チェックシートがまとめられ個別の

詳細な内容を把握している。毎月 1 日に依頼書と内

容変更がないか保護者に確認をしてもらっている。

体重測定後は個別に担任が記入している。 

③ 食物アレルギー児用献立表は保護者に３部を蛍

光ペンとともに渡してチェックしてもらい、除去食

は医師の指示のもと保護者、園長、担任、調理員で面

談の上確認し提供につなげている。提供できない場

合は代替え食となり保護者と確認した上で、持参代

替え食連絡表に記録、冷蔵庫に保管し提供している。 

④ アレルギー食の提供は、名前・除去食品のシール



 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

し、専用の食器に盛り付け除去食材が混入し

ないよう蓋をしている。 

⑤    乳児保育としては、SIDS などの事故が

ないように０歳児は５分、１歳児は１０分、２

歳児については、新年度及び入園２ヶ月間は、

１５分間隔で午睡時の呼吸チェックを行って

いる。 

⑥    病児保育は行っていないが、気になる症

状が見られた場合は早めに保護者に連絡した

上で、症状によっては事務室での保育を行っ

ている。 

⑦    健康面に関しては、登園時に口頭で確認

し、保育園での様子も健康面に関してはきめ

細かく保護者に伝え、家庭との連携を密にし

ている。 

⑧    離乳食については、まずは家庭で食べ、

アレルギー症状が出ないかを確認してから、

保育園で食べるようにし、家庭と連絡を密に

とりながら進めている。 

のついたトレイを使用し専用食器に蓋をして、ひと

つずつ運んでいる。調理員、園長、担任、で試食し確

認している。 

⑤ 午睡時の SIDS チェックは０歳児５分、１歳児

１０分、２歳は新年度及び入園 2 か月は１５分間隔

で呼吸チェックを行っている。呼吸に心配がある子

どもは２歳児でも１５分間隔でチェックをしてい

る。 

⑥ 検温の数値だけでなく咳の状態など全体的な体

調の変化に気を付けて個別に対応するようにしてい

る。体調不良については必ず日誌にも記録をしてい

る。感染症においては、速やかに保護者に連絡してい

る。感染症サーベイランス情報を掲示、感染症情報掲

示、嘔吐処理の手順、研修も実施している。嘔吐処理

用セットは各保育室と事務室に準備している。洋服

についた場合は二重に袋に入れて外のバケツに保

管、保護者には処理方法を記載したプリントととも

に渡している。 

⑦ 月曜の朝は爪のチェックをしており、伸びてい

る場合は家庭で切ってもらうように伝えている。ダ

イアップを預かる場合には一人分ずつケースに入れ

て冷蔵庫で保管し有効期限も記録している。 

⑧ 離乳食アレルゲン一覧表を保護者に渡し、食べ

たら丸をつけて提出してもらうようにしている。保

護者が家庭でも離乳食に取り組みやすいように、食

べ方、進め方のめやす、レシピの紹介や助言をしてい

る。 

食に関しての

特徴的な取り組

みについて説明

してください 

①    食育の年間計画を作成し、季節の野菜や

花を育てたり、収穫した野菜を調理してもら

い、保育園で友だちと一緒に食べている。 

②    調理室と連携し、２歳児は野菜の皮むき

やキャベツちぎりなど、下準備を経験し、食欲

へとつながげている。0～5 歳児の保育園で

は、野菜作りや皮むきは、幼児が中心で２歳児

は機会が少ないが、乳児のみの保育園なので

２歳児の経験の場が多い。 

③    年に数回、栄養士巡回があり、調理や子

どもたちの食事の様子を見に来ている。また、

栄養士、調理員、保育士で献立を見ながら、子

① 食育の年間計画を作成し、保育の中に食育活動

を取り入れている。春と秋には野菜、花の苗植えを行

い、水やりと観察、収穫までを行っている。収穫した

野菜は、調理との連携により給食にも提供してもら

っている。 

② 調理室と連携し、２歳児は野菜の皮むきやキャ

ベツちぎりなど、野菜にふれ食材に興味がもてるよ

うに取り組んでいる。乳児のみの保育園のため、２歳

児が中心となり様々な経験をする機会を持つことが

出来ている。 

③ 藤沢市より栄養士が年数回巡回し、調理や子ど

もの食事の様子を確認している。子どもの喫食状況



 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

どもたちの喫食状況を伝えたり、きざみの大

きさなどについての話し合いを実施してい

る。 

④    毎日玄関に、その日の給食を現物で展示

している。玄関に食育コーナーを設け、調理員

が作成した食に関する情報提供をしている。 

や離乳食の内容等については、栄養士、調理員、保育

士で話し合いの機会を設けている。 

④ 給食献立表に、ラインマーカーとクラス名を記

入して食育活動がわかるように掲示している。離乳

食献立表の掲示もある。毎日の給食サンプルを掲示

して献立や盛り付け、量などを保護者にわかりやす

く伝えている。 

家庭とのコミ

ュニケーション

に関しての特徴

的な取り組みに

ついて説明して

ください 

①    家庭連絡表や、ホワイトボード（今日の

保育）でお子さんの様子やその日の活動内容

を連絡しあっている。 

②    毎月発行のほいくえんだより（保育課）

や園内だより（たんぽぽ）等で行事や生活、遊

びの様子を知らせている。子育て情報発信も

している。 

③    昨年の保護者アンケートのご意見をも

とに園内研修のテーマにあげ、隣接の善行保

育園とともに研鑽している。 

④    当園の 2 歳児は、隣接の善行保育園に進

級することや、きょうだい関係があるため、掲

示物の内容や、掲示日、保護者との連絡内容な

ど善行保育園と連携を密にとりながら、常に

きめ細かく配慮した上で進めている。行事の

実施方法も２園にお子さんがいる保護者に負

担がないように考慮している。 

⑤    年に２回懇談会を実施している。園目標

やクラス目標、子どもたちの様子、発達の特徴

などを伝えたり、保護者同士で育児に関する

懇談できる場を設け、そこに保育士も加わり

情報交換や、保護者が、思っていることなど把

握したりする場を設けている。 

⑥    年に一度は、個人面談を実施している。

保護者の希望や必要に応じて年に数回実施す

ることもある。 

① 家庭連絡表、ホワイトボードで子供の様子や活

動内容を伝えている。送迎時には挨拶だけでなく、子

どもの様子についても一言伝えられるように心がけ

ている。 

② 担任が送迎時に保護者と会えない場合には、家

庭連絡表への記入や当番職員が伝えるなど、確実に

伝わるように取り組んでいる。各クラスにおいて、保

護者の不安や相談には必ず答えるように努めてお

り、保護者の気持ちに寄り添って対応している。 

④ 毎月連絡会を行い、行事の確認や兄弟関係の配

慮から活動日程を調整している。合同研修、保護者ア

ンケートの防犯、防災に対する不安について答える

ため合同研修のテーマとして検討し、写真などで実

施状況をわかりやすく掲示して伝えるようにした。 

⑤ 当園の 2 歳児は、隣接の善行保育園に進級する

ことから、きょうだい関係にも配慮し、掲示物の内容

や、掲示日、保護者との連絡内容など善行保育園と連

携を密にとりながら、配慮した上で進めている。行事

の実施方法も２園に子どもが通っている保護者に負

担がないように考慮している。 

⑥ 懇談会を年 2 回開催し、園目標やクラス目標、

年齢ごとの子どもの成長や発達、クラスからのお願

いなどを伝え、保護者同士で話し合う時間も設けて

いる。 

保育参加を年２回設定し保育に興味を持ってもらえ

るように取り組んでいる。年度当初は参観型で普段

の様子を保育室外から見学してもらい、後半は参加

型として一緒に保育室に入って遊んでもらってい

る。 

個人面談を年 1 回実施している。希望や必要があれ

ば個別に随時対応している。 



 

 

項 目 
事業所による特徴的取り組みのアピール 

(事業所が記載した原文のまま公表します) 
第三者評価での確認点 

地域の子育て

支援に関しての

特徴的な取り組

みについて説明

してください 

①    地域交流年間計画表を作成し、年に１５

回地域のお子さん（保護者同伴）と交流してい

る。内容は体験保育、水遊び、七夕誕生会や節

分誕生会、人形劇などの行事への参加の場を

設けている。また、保健師同席で身体測定を年

に９回、誕生会参加を８回設定している。 

②    園庭開放は、平日のみではあるが、１０

時から１６時の間行っている。 

③    園見学は、予約制で通年実施している。 

④    保育実習生や、看護実習生の受け入れを

し、次世代育成を意識し丁寧に対応している。 

⑤    公民館祭りや、善行メッセ、こどもふれ

あい広場など、地域のイベントに参加してい

る。 

⑥    子育て支援事業のひとつである企画課

主催の子育てふれあいコーナー「あいあい」に

子育てアドバイザーとして地域のボランティ

アの方と一緒に参加する。 

① 地域交流年間計画に基づき、年 15 回地域の親子

と交流の機会を設けている。園の行事が少ないこと

から地域交流を多く実施するように努めている。保

護者の相談等にも応じ、藤沢市育児支援事業の紹介

なども行っている。 

② 体験保育、水遊び、七夕誕生会、節分誕生会、人

形劇などの行事への参加のほか、身体測定も実施し

ている。体験保育、園庭開放では、問診表を記入の

上、名札をつけてもらっている。体験保育の様子は写

真とともに掲示してアピールしている。 

③ 見学は電話予約のうえ、年間を通して受け入れ

ている。受付表、体調確認票を記入してもらったうえ

で園内に入ってもらう流れとしており、リーフレッ

トを渡して園内を案内している。 

④ 保育実習生や、看護実習生の受け入れがあり、次

世代育成を意識し対応している。 

公民館祭り、善行メッセ、こどもふれあい広場など地

域のイベントに参加している。作品展示や保育園紹

介、金魚すくいコーナーなどを設け園での遊びの紹

介もしている。 

また子育て支援事業のひとつである子育てふれあい

コーナー「あいあい」に職員が出席し、保育園の紹介

や離乳食、子どもの発達や育児についての悩みの相

談にも応じている。 

 


