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横浜市福祉サービス第三者評価

評価結果総括表 (保育分野）

評価機関

報告書作成日

事業所名　

（実施期間：2019年 5月 9日～2019年 6月 3日）

評価方法

（結果に要した期間 4ヶ月）

うちゅう保育園たんまち

2019年8月16日

　うちゅう保育園たんまちは社会福祉法人翠峰会の系列園です。開所年月日は2002年4月1日で、設立後17年ほ
ど経っています。定員は0歳児から5歳児までそれぞれ10名ですが、2019年7月の時点で各クラスとも12名、計72
名在籍しています。園では、産休明け保育、延長保育、障がい児保育、一時保育、年度限定型保育（1、2歳児の
み）などを実施するようにしています。
　場所は東急東横線反町駅から徒歩で3分ほどの閑静な住宅地の中にあります。付近にはいくつもの公園があ
り、子どもたちが散歩に利用しています。また、緑道もあります。このような環境の中で、子どもたちは伸び伸びと
過ごしています。

施設の特色、施設のよい点・改善すべき点などの総括
＊施設の理念を踏まえながら、施設全体としての特徴を総合的に示すとともに、特によいと思われる点、また
は、より質の高いサービスの提供のために、工夫すべき点・改善点などについての総括を以下にご報告いたし
ます。

利用者本人調査

（実施期間：2019年 5月 17日～2019年 5月 31日）

（実施日：2019年 7月 1日、2019年 7月 2日）

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

第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを
中心に、観察調査を実施しました。また、幼児とは会話の
中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

利用者家族アンケート

《施設の概要》

総評(評価結果についての講評)

①第１日目
ガイダンス、施設見学、保育観察、事業者（職員）ヒアリ
ング（園長、主任保育士、栄養士）、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、主任保育士）、保育観
察

株式会社　学研データサービス

園長、主任を中心に作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：2019年 7月 1日、2019年 7月 2日）
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　近年、子どもへの虐待についての事件が増えています。虐待は何といっても早期発見とそのフォローが重要に
なります。そういった意味において保育園は大きな役割が担える存在です。現在、園においては虐待の事例はあ
りませんが、虐待の類型や早期発見のポイント、通告の仕組み、家庭への援助などについて職員一人一人が熟
知しておくことが求められます。それには園内外の研修の受講や日ごろの話し合いが大切になります。あわせ
て、障がいのある子どもの入園の際、その子どもがどのような障がいなのか、どのような対応をしていけば良い
のか、統合保育の実践なども、やはり、職員同士の定期的な話し合いが必要です。このような虐待や障がいなど
の子どもが在籍していない場合は、どうしても二の次の取り組みになりがちですが、実際にそういったことに直面
した際、適切な対応をするために、計画的に取り組んでいかれることを望みます。

《事業者が課題としている点》

　職員が残業せず業務を終えることを課題とし、働き方改革を導入しています。職員間で休憩や空き時間を見直
し、フリー職員とも連携して、改善に取り組んでいます。また、乳児フロアと幼児フロアが1階と2階で分かれてい
ることにより、各クラスの様子の共有が難しいことが課題でしたが、今年度よりリーダー会議を行うことにし、職員
一人一人が園全体の保育を理解できるよう、共有や改善点の話し合いなどを行っています。行事のマンネリ化
や行事担当の負担が大きいことについては、各クラスで新たなアイディアを出し、それをリーダー会議で共有す
ることで、内容の把握や進行がスムーズに行えるようにしています。

●虐待や障がいについて、定期的に取り組み、深めていくことを期待します

　年齢別に食育年間計画表を栄養士を中心に作成しています。この計画表は縦軸に0歳児からの年齢を年間4
期に分けて記載するようになっています。例えば3歳児の活動のテーマは、第1期は野菜の種蒔き、テーブルマ
ナー、第2期は箸の使用、口腔内の清潔、第3期はいろいろな野菜の収穫、新米の洗米、第4期は少しずつマ
ナーを身につけていくとなっています。この計画の中で、栽培に例をとれば、きゅうり、大根、そらまめ、えだまめ、
トマトなどです。子どもたちは種を購入し、植え付けをし、育て、収穫、そして、食するといった食の循環を体験し
ます。このほか食具の使い方やマナーなど食生活が充実していくように工夫しています。さらには、園内の草の
生えている土地を開墾して土を育てることもしています。このように、食に関する教育を栄養士や職員が協力しな
がら進めています。

●地域支援の広がりを期待します

　地域支援活動として、年3回「アタッチメント教室」を、絵本の読み聞かせや、手遊び、育児相談などのテーマで
行っています。また、「赤ちゃんの駅」という、近隣の乳児を抱える保護者が外出中、急に授乳が必要になったり、
おむつを替えなくてはいけないときに自園を活用してもらう取り組みも行っています。このほか、運動会では小学
生リレーの種目を設け、卒園児や近隣の小学生にも参加してもらっています。
　このように地域支援に取り組んでいますが、まだまだ工夫する余地があるのではと園長や主任は考えていま
す。具体的には、園庭開放や定期的な育児相談をどのようにしていくか、現在、相談し合っています。育児に関
する子育て中の保護者の悩みは近年増えています。どのような支援をしていけば喜ばれるか、また、多くの保護
者に参加してもらうためには告知の方法も大事でしょう。

○ワークライフバランスを考慮した環境を整えています

　園長や主任は、職員のワークライフバランスを考えた環境を整える努力をしています。職員からは、「産休、育
休の制度はもちろん、日常の中で残業はほぼありません」「毎日、定時に帰宅できますし、有給休暇もとりやすい
環境にあります」「私たちの園だけでなく系列園を含む法人全体で勤務時間内に業務を終えてしまうような取り組
みがあります」などといった、勤務に関する前向きな話が聞かれます。そういった就労環境があるので、結果とし
て子どもにより良い保育ができているのでは、という声もあります。就労環境については、子どもの保育、書類の
記入、職員間の話し合い、保護者対応など業務は多岐にわたりありますので、どうしてもきつくなってしまう傾向
があります。そこで、園長や主任は1、2年前から「働き方改革」というテーマで、真剣に取り組んできました。その
結果が実ってきて、今があります。

《特に優れている点・力を入れている点》

○特定教育という名称で多彩な活動を行っています

　子どもたちが小学校へ上がる際、学校生活にスムーズにとけこみ、楽しい生活を過ごすために幼児期から経
験しておいたほうが良いこと、また、好きなことや得意なことが見つけられるように、園では多彩な活動を特定教
育という名称で3～5歳児に設定しています。具体的には、サッカー、体操、絵画、音楽、国語、英語などを、年間
を通して専門講師のもとに実施しています。例えば、サッカーでは技術面の習得、ルールの理解はさることなが
ら、系列園内で合同の大会を開いたり、保護者も巻き込むイベントなどもあり、保護者からも喜ばれています。実
施にあたり、職員の補助の仕方や前後の時間の使い方、子どもとの約束ごとなども決めています。職員はそれ
ぞれ補助につきながら専門講師の技術を身につけていき、日常の保育に生かしています。

○年間食育計画表を作成し、食育活動を進めています

《今後の取り組みに期待したい点》
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うちゅう保育園たんまち

評価領域Ⅰ　子ども本人の尊重

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と全体的な計画等の作成 A

　法人の理念は、「うちゅうのように全てのものを受容する世の中の大きな器となる」、園の保育理念は、「心技
体のバランスを整え、全体と調和しながら光り輝く個性を発揮する子どもを育成する」、そして保育目標は、「大
きな夢、惜しまぬ努力」とあります。これらを基に職員は、各年齢の保育方針や目標を立て指導計画を作成し
ています。また、個々の職員は、必要な情報が記載された書類をとじ込んでいく1冊のファイルを所持していま
すので、そのファイルに理念以下が記載されたものをとじ込み、日常的に確認し、理解しています。保護者に
は、入園のしおり（運営規程・利用規約）を基に、入園説明会や懇談会のおりに理事長や園長、主任が説明を
しています。
　昨年度から保育課程が全体的な計画に変わりましたので、その時点で理事長や系列園の園長たちがどのよ
うなものにしたらよいか話し合いを重ね、骨子を作りました。そして、それぞれ自園に持ち帰り、主任と点検しな
がら、職員会議で報告をしてきました。ただ、作成は、どちらかというと経営層の主導の基に進め、定期的に職
員から意見を聞き職員たちが積極的に作成に参加している、とは言い難い状況でした。今後は、次年度へ向
けての全体的な計画の見直しにおいては、積極的に職員が参加して、みんなで修正や検討を重ねていくことを
期待します。なお、保護者に対しては、全体的な計画の概要を、やさしくかみくだいて園長や主任が説明してい
ます。
　年間指導計画はクラスリーダーが中心となりクラス内で話し合ったり、また、ほかのクラスの意見を収集した
りしながら作成しています。作成後は職員会議で発表し、意見交換をして修正したものをカリキュラム会議にか
けて最終決定をしています。月案に関しては年間指導計画を基に、やはりクラスリーダーが中心となりカリキュ
ラム会議を通して決定しています。これらの指導計画に沿って保育を実施していますが、子どもたちからの要
望や意見には柔軟に対応し臨機応変に変更をしています。具体的には、ダンスの振りつけを子どもたちと相談
して決めたり、発表会の劇のせりふを子どもたちがアレンジしたりしています。また、シャボン玉遊びでは、シャ
ボン玉の液から作りたいという子どもたちの要望があったので、予定にはありませんでしたが急遽変更してい
ます。
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評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　 A

　入園説明会は3月初旬に行い、職員全員が出席しています。説明会では理事長や園長、主任が園の理念以
下をていねいに説明しています。保護者は基本的に子どもと一緒ですので、職員は子どもたちの様子をじっく
り観察しています。説明会の際には、児童票や健康台帳など一連の書類を持参してもらっていますので、その
後の個人面談で活用しています。個人面談は職員が分担してあたります。面談では入園後の生活に関して、
離乳食や排泄、アトピー性皮膚炎、食物アレルギーの有無などについて保護者からの要望を聞きます。そし
て、後日、個々の子どもの特性について職員会議で話し合い、個々の職員に周知するとともに、今後の保育に
生かすようにしています。
　12名の0歳児が入園してきますが、子どもたち一人一人の様子および家庭の状況を勘案し、短縮保育を行っ
ています。およそ2週間の期間で徐々に時間を延ばして慣れていくようにしています。登園の際は、タオルやお
しゃぶりなど子どもたちの好きな物の持ち込みは容認し、徐々に離していくようにしています。入園後は担任は
基本的に担当する子どもを決めて保育をするようにしています。これは、園での養育する人を決めて愛着関係
を築くようにという配慮からです。また、連絡帳を使って、園での様子と家庭での様子を互いに情報交換して、
保護者が安心して園に預けられるようにし、特に、入園直後はていねいに記載しています。なお、在園児には
新しい友達が入ってくることを伝え、期待感を高めるようにしています。
　個々の子どもの状況については、入園の折に提出してもらう児童票や健康台帳など各種資料のもとに、職員
相互で話し合いみんなで情報を共有しています。そして、クラスリーダーを中心に各年齢の指導計画を立てて
いきますが、個々の子どもの配慮点などもその際に話し合い指導の参考にしています。また、年間指導計画は
4期に分けて期ごとに、月案は月ごとに評価反省欄を設けて、振り返りを行っています。その際、話し合いの結
果、軌道修正することもあります。なお、保護者からは連絡帳や口頭で、離乳食やトイレットトレーニングの進
め方など保育について意見や要望を聞いて、保護者の意見や要望が妥当であれば受け入れます。園での進
め方のほうがより良い場合は、ていねいに説明をして理解してもらうようにしています。
　職員は担当制をしいていますので子どもとの愛着関係が強固になっています。その結果、子どもが安心して
喃語を発しますので、子どもが何をほしがっているのか、あるいは、何をしたいのかといったことの理解が容易
にできる環境が整えられています。保育室内は子どもの好きなおもちゃや、絵本ラックに絵本などを用意してい
ますが、そのほかはいはいしながら登り降りできる遊具を置いて、はう、よちよち歩くなど日常的に体を動かせ
る工夫をしています。保護者とは登降園時に、子どもの園での様子などを話したり、また、家庭での様子を聞い
たりして連携を図っています。さらに、ホワイトボードに、その日の子どもの活動を記載して知らせています。
　1、2歳児は自我が芽生えてきて、いろいろなことを主張したり、こだわったりすることが顕著になります。子ど
もたちのそういった特性を理解し、職員たちはできるだけ子どもの言葉に耳を傾けるようにしています。また、
子どもの要求がどこにあるのかも理解するように努めています。また、この年齢に特有な「かみつき」に関して
は保護者にもていねいに説明しています。かみつきが発生したときは、したほう、されたほう、双方の保護者に
は伝えるようにしています。なお、登る、走る、とぶなど全身を使う遊びを好むようになりますので、それに応じ
て園庭や室内でも楽しめるように工夫しています。
　3歳児クラス以上は各年齢に合わせた環境や活動を考えて計画を立てています。具体的な例としては、特定
教育と称して、スポーツ、体操、英語、音楽、国語など教育を実施し、それぞれの年齢に合わせた外部講師に
よる指導を行っています。また、時間帯によっては合同で過ごすこともあり、互いに影響し合いながら過ごすこ
とも経験しています。特に3歳児は、4、5歳児の遊びを見て、まねをしたり、仲間に入って遊ぶことで世界が広
がっています。散歩では、体力的に違いますので、各年齢に応じて行き先の距離も勘案しています。なお、全
体的な計画の表には、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を記載し、その姿を意識しながら小学校につなげ
られるように保育をしています。
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　保育室および共用部分の清掃は、常勤職員および非常勤職員が毎日実施しています。清掃担当表も作成し
ています。したがって清潔な環境が保たれています。さらに、天窓やエアコンなど職員が清掃しにくい場所は専
門の業者に依頼して行っています。各保育室には温湿度計が設置されていますし、定期的に窓を開け、換気
にも注意しています。園は採光も良く、保育室や廊下とも非常に明るい雰囲気になっています。また、低年齢の
子どもの保育室前にはテラスがあり、3階にはバルコニー（屋上園庭）があり、そこでも子どもたちは遊べます。
なお、近隣は住宅地ですので、音を出すピアノなどは時間を決めて、迷惑にならないような配慮をしています。
このように子どもたちが快適に過ごせるように環境には十分配慮しています。
　0歳児の保育室には、沐浴設備があります。夏場は毎日のように子どもたちは温水シャワーを使って沐浴を
します。また、季節を通して排泄のあとはこの設備を利用しています。1、2歳児も排泄などで必要な時にはこの
設備を利用しています。沐浴後は、職員が必ず水気をふき取り、沐浴槽の清掃をしています。なお、3階のバル
コニーにはシャワーが設置されています。このバルコニーは、子どもたちの遊び場で園庭の役割をしています
が、夏場にはプールが設置されますので、プールで遊んだ後はこのシャワーを使います。
　家具や本棚、サークルなどを使ってスペースを作り、そのスペースにはウレタンのジョイントマットを敷いて、
小集団で過ごせるように工夫されています。0～2歳児の保育室は食事の際に食事用マットを使用して、子ども
たちにも視覚的に食事の場所がわかるように工夫しています。食事後は保育室の別のスペースを確保して午
睡をするように工夫しています。3～5歳児は各保育室で食事をとりますが、食事後は3歳児の保育室を清掃し
て、3～5歳児が一緒に午睡をします。異年齢で過ごす時間として、朝は0歳児、1、2歳児、夕方は0～2歳児が
一緒に遊びます。3～5歳児は、朝は一緒に園庭で、夕方は3、4歳児の保育室のパーテーションを取り払って
合同で遊ぶように工夫しています。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　0、1歳児の個別指導計画は、先月の子どもの姿、ねらい、内容と配慮（乳児保育3つの視点から）、保護者支
援、自己評価の柱で記載するようになっています。ただ、2歳児の個別指導計画は作成されていませんので、
今後は作成されることを望みます。3～5歳児でも特別な配慮を必要とする子どもには個別指導計画を立てるよ
うにしています。なお、個別指導計画の見直しは月ごとに自己評価を基に実施していますが、月の途中でも話
し合う必要が生じたときは柔軟に対応をするようにしています。なお、保護者には個別指導計画について連絡
帳で個々に伝えていますが、変更がある場合は要望を聞き入れながら進めています。
　保育所児童保育要録は5歳児の担任が作成します。作成後は主任が目を通し、その後園長が見ます。その
過程において修正があれば協議のうえ修正します。そして、小学校へ送付する手順になっています。子どもの
成長の記録は0歳児から、「保育経過記録」という形で継続して記録しています。その記録をもとに保育所児童
保育要録に反映させています。この記録については全職員が目を通し、周知されています。なお、進級時の申
し送りの場合は、新担任がこれまでの記録を見るとともに、旧担任から申し送りの説明があります。また、やむ
なく転園する子どもの場合は転園先の保育園に情報を伝えるようにしています。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力 B
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評価分類Ⅰ－５　保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み A

　配慮を必要とする子どもは、保護者からの要請があれば受け入れる用意があります。配慮を必要とする子ど
もといっても、いろいろなケースがありますので、その対応や知識については、外部の研修を受け知識を深め
ることや内部でのケース会議の在り方など、あらかじめ理解しておくことが求められます。実際にそうなった場
合のために、常日ごろから日常の計画に組み入れておくようにと園長は考えています。実際に配慮を必要とす
る子どもが入所した場合は、園長、主任、担任、看護師で相談しながら保育を行う予定です。なお、過去の記
録はファイルされています。
　身体に障がいのある子どもの入所に関しては、玄関前のスロープ、多目的トイレ、エレベーターの設置などを
行い、園内での活動に支障のないように工夫しています。また、ほかの精神的、知的障がいのある子どもが入
所してきた場合は、園長をはじめ全職員で対応をするようにしています。そして、保護者の同意のもとに地域療
育センターの職員の指導を受けながら進めていく計画です。なお、身体的障がい、その他の障がい、いずれの
子どももほかの子どもたちとともに育ち合うような統合保育を実施していくことは、全職員に周知しています。園
には、「障がいを持っている児童の保育」というマニュアルが作成されています。職員は、そのマニュアルに目
を通して理解をしています。
　虐待は放置しておくと重大な結果になることが予測されます。したがって、早期発見と早期の保護者への対
応が求められます。そのためにも園では、毎朝の受け入れ時にていねいに、異常な傷やあざ、また、子どもの
顔色、無気力、ふだん感じられない体臭など細かく観察しています。そして、異常が感じられた場合は、写真や
口頭で主任や園長に報告し、適切な判断を仰ぐようにしています。ふだんから、子どもの話を聞いたり、保護者
とも顔を合わせコミュニケーションを取り、家庭環境を把握するようにしています。なお、「保育園における虐待
の発見、初期対応について」というマニュアルがあります。そこには、発見のポイントや、予防、記録、対応など
が記載されています。
　食物アレルギーのある子どもには除去食および代替食を提供しています。保護者には入園の際に食物アレ
ルギーの有無を聴取し、ある場合は栄養士も交え、対応をていねいに説明し了解してもらっています。また、除
去食や代替食の提供は、専用トレーを使用しています。0歳児はスペースを分けてとるようにして、そのほかは
専用トレーを使い、職員が傍らに着くように配慮しています。そのほか、全職員がいつでも確認できるように、タ
ブレット端末の日誌や、職員室、給食室、事務室に掲示しているアレルギー一覧表で周知するようにしていま
す。なお、「アレルギー疾患生活管理指導表」や「除去解除届」「アレルギーマニュアル」なども常備していま
す。
　職員の基本姿勢として、どこの国の子どもでも互いの考え方を尊重して保育するように心がけています。子ど
もの中には日本語がわからなかったり、聞き取りが難しい場合もあり、ジェスチャーや絵カードで気持ちをくみ
取るようにしています。現在は、言葉や考え方に違和感を感じることなく過ごせています。外国籍の子どもの家
庭には、事前に保護者の考え方や要望を聞き取っています。保育の中では個別に対応しつつも、みんなと同じ
ように楽しめるよう配慮しています。子どもたちには、外国籍の子どもも分け隔てなく遊べるように話し合ってい
ます。

　「苦情解決規定」の文書が作成され、これを基に運営されています。そこには、苦情受付担当者に主任、解決
責任者に園長、そして、2名の第三者委員の氏名と電話番号が記載されています。そのほか、苦情解決の方
法、神奈川県の運営適正化委員会の紹介などもあります。また、直接申し立てることがしにくい保護者もいま
すので、「意見箱」を設置しています。無記名で、苦情のみならず日ごろ感じていることを気楽に書いて入れる
ように保護者には話しています。そのほか、連絡帳や口頭でも言えるように、園長以下職員は話しやすい雰囲
気を作っています。
　「苦情解決の流れとポイント」というマニュアルを作成しています。そこには、苦情処理の流れや職員の対応
のポイントの詳細、実践課題、申し出受付書、報告書などがあります。苦情まで至らないけれど保護者から意
見や要望があがった場合は、直ちに園長、主任に報告をあげる体制は日ごろから徹底し、迅速に対応して事
が大きくならないようにしています。大きな苦情については、理事長が出向いて対応するようにしていますし、
第三者委員との連携も取るようにして、最終の解決手順としています。現在までに、第三者委員まで行った事
案はありません。直近の苦情としては、1歳児同士が手を出したときに職員がややきつい口調で注意したことを
保護者が見て、注意の仕方についての苦情がありました。園長と職員がすぐに謝罪し、納得してもらいました。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 A
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うちゅう保育園たんまち

評価領域Ⅱ　保育の実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　保育室の棚には年齢や発達に応じておもちゃや絵本が置かれており、おもちゃの入ったかごに写真やシー
ルなどを貼って、子どもたちが好きなものを選びやすくしています。牛乳パックや洗濯ばさみなどで職員がおも
ちゃを手作りし、触感を楽しんだり、手先を使ったりできるよう工夫しています。棚やゴザを用いたコーナーや、
高さの低いソファを設置し落ち着いて遊び込める環境作りを行っています。調査日には人形と並んでソファに
座り、楽しそうに遊んでいる子どもの姿がありました。職員はカリキュラム会議で、遊びが深まったり発展性が
持てるよう、環境構成やおもちゃ、絵本の入れ替えなどについて話し合い、遊び込める時間の確保を考慮して
計画を作成しています。
　5歳児は、絵本を題材にした劇のせりふや衣装などを子どもたち同士が意見を出し合って作成し、誕生会など
で発表しています。調査日には風呂敷のマントを身につけ、友達とヒーローごっこをしている子どもや、絵本棚
の前に座り込み絵本をじっくり選んでいる子ども、クレヨンを何色も使い集中して絵を描いている子どもなど、そ
れぞれが自由に遊んでいる様子がありました。また、4、5歳児がドッジボールのルールを自分たちで考えて遊
んでいると、その様子を見ていた3歳児が一緒に加わるなど、子どもたちが楽しみながら、ルールや友達関係
を作っていけるよう職員は配慮しています。そして、一人一人の様子を見ながら、子どもの気持ちに寄り添い、
興味や関心を持って遊べるよう援助しています。
  園庭にある「うちゅうばたけ」できゅうりやそらまめなど、さまざまな野菜の栽培を行っており、子どもたちが水
やりなどをしています。4、5歳児は近隣の店に種や土、肥料を買いに行き、店の人に育て方のコツを聞いて畑
の土作りも行っています。5歳児は収穫した大根を使ったみそ汁作りや、一人1本ずつひまわりを育てるなどし
ています。調査日には4歳児の保育室で収穫間近のミニトマトを見ることができました。木々豊かな公園でばっ
たやかまきりなどを観察したり、どんぐりや葉っぱを拾ったり、自然に触れる機会を日常的に活動に取り入れて
います。職員は散歩で出会う地域の人と積極的に挨拶を行い、子どもたちも自然と挨拶ができるよう配慮して
います。
　年齢や発達に応じて、クレヨンや絵の具、画用紙、はさみなど、さまざまな素材を使って製作活動ができるよ
うにしています。また、子どもたちが公園で拾ったどんぐりや葉っぱなどの自然の素材や牛乳パック、ペットボト
ルの蓋、広告紙などの廃材を製作に使用できるように準備しています。保育室には絵画や水墨画など子ども
たちの作品を展示し、送迎時に保護者が見ることができるよう配慮しています。職員は子どもたちが自由に自
分の気持ちを表現できるよう、一人一人の様子を見ながら、対応することを心がけています。調査日には友達
と一緒に歌をうたいながらスキップしたり、粘土遊びをしたり、子どもたちが思い思いに体を動かしている様子
や製作している姿がありました。
　朝夕の自由遊びや散歩など、異年齢で交流できる機会を日常的に多く設けています。また、月に一度の誕生
会は全クラス合同で行っています。職員は日々の昼礼などで子どもの様子を報告し合い、担当以外のクラスの
子どもの様子も共有して、園全体で見守る体制を構築しています。子ども同士の小さなもめ事などは危険のな
いよう見守りながら、子どもが自分の気持ちを言葉で伝えられるよう援助しています。子どもへの声かけや対
応方法について、カリキュラム会議やリーダー会議などで事例検討を行っているほか、園長や主任がアドバイ
スを行い、温かい態度、言葉遣いで子どもに接することを職員間で共有しています。
　全クラスとも天気が良い日は近隣の公園などに散歩に出かけています。また、大型遊具や鉄棒、砂場などの
園庭遊びや、うちゅうばたけでの栽培など、屋外での活動を多く取り入れています。0～2歳児は保育室横のテ
ラスでボール遊びをしたり、室内でも階段や斜面のあるマットなどで遊んだりしています。特定教育には専任指
導者によるスポーツ保育（3～5歳児）や、サッカー（4、5歳児）などがあり、子どもたちが楽しみながら全身を動
かせるプログラムを計画的に実施しています。屋外活動の際は帽子を着用し、紫外線対策を行っています。一
人一人の健康状態を把握して遊びの内容を考慮しており、子どものアレルギー状況などについては全職員で
確認して、細心の注意を払い対応しています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　職員は子どもが自分で食べようとする意欲を大切に一人一人の様子を見ながら援助しています。3～5歳児
は年齢に応じて配膳や後片付けを行っています。食育では、キャベツちぎりやいんげんの筋取りなどの野菜の
下ごしらえをして、食材に触れる機会を作っています。また、絵を用いて食器の配膳位置や箸の使い方などを
子どもたちにわかりやすく説明するなど、食に対する興味や関心を持てるよう取り組んでいます。授乳や離乳
食については保護者とも相談しながら子どものペースを考慮して進めており、必要に応じて冷凍母乳の対応も
行っています。調査日には職員が一人一人の名前を呼びながら話しかけ、離乳食を食べさせている様子や、
抱っこして声をかけながら授乳をしている様子が確認できました。
　栄養士は旬の素材を多く取り入れ、季節感が感じられる献立作りを心がけています。盛り付けは食材の色取
りに配慮し、クラス名の星や月のイラストをあしらった旗を手作りして料理に添えるなどして工夫しています。あ
じさいに見立てたぶどうのゼリーやみかんの蒸しパンなど、手作りのおやつも提供しています。食事の前にみ
んなで給食の歌をうたい、和やかな雰囲気作りをしています。米は産地から直接取り寄せており、栄養価を考
慮して七分づき米を提供しています。野菜や肉などはできるだけ国産のものを使用し安全面に配慮していま
す。子どもの年齢や発達に応じて、食器と食具の大きさや重さ、形状を調整して使用しています。食器や食具
の消耗度は栄養士がチェックして、子どもたちが安全に食事ができるよう適宜買い替えなどを行っています。
　栄養士は毎食後、残食量を確認して管理日誌に記録しています。また、子どもの喫食状況を日々、担任から
報告してもらい、好き嫌いの把握に努め、盛り付けや調理方法に反映させています。残食の多かった鶏肉とき
のこのドリアはソースとごはんの量のバランスを改善して、ほとんどの子どもが完食するようになりました。新メ
ニューを提供した時は新メニューアンケートと称して子どもたちの意見や様子を担任に記入してもらい、献立作
りの参考にしています。栄養士は子どもたちの食事の様子を直接見て回り、会話をしたり、箸やスプーンの持
ち方などを教えたりしています。また、担任と連携してアレルギーのある子どもの食事介助にあたっています。
　食材の産地などを掲載した献立表を毎月保護者に配付しています。うちゅう通信（園便り）の中に「給食室よ
り」と題したコーナーがあり、旬の食材の効用や献立作りのポイントを掲載しています。玄関前にその日のメ
ニューサンプルを展示し保護者がお迎え時に確認できるようにしています。子どもに人気のあったメニューのレ
シピを記載したカードを玄関に置いて、保護者が自由に持ち帰れるようにしています。保育参加や誕生会の際
に保護者が給食を試食できる機会を設けています。栄養士は保護者から試食の感想を聞いたり、調理方法や
味付けなどについて話したりしています。また、離乳食を進める保護者と送迎時などに直接話をして、子どもの
様子を情報交換し味付けや固さ、量などを確認し合っています。
　午睡の際は保育室の明るさを調整し子どもたちが安心して眠りにつけるよう配慮しています。眠れない子ども
には午睡を強要することなく、別室で過ごすなど個別に対応しています。また、無理に起床させず、子どもの状
況を見ながら、気持ち良い目覚めとなるよう心がけています。乳幼児突然死症候群(SIDS)の対応策として、0歳
児は5分おき、1歳児は10分おき、2歳児は15分おきに、それぞれ呼吸や顔色などをチェックしブレス表に記録し
ています。あおむけで寝かせることや、掛布団が顔にかからないようにするなどの、午睡時における留意点を
職員間で共有し確認を行っています。5歳児は就学に備え、10月ごろから徐々に午睡の時間を減らしていま
す。
　日々の生活表に子どもの様子を記載して、子ども一人一人の排泄のリズムの把握に努めており、カリキュラ
ム会議などで職員間で情報を共有し、個人差を尊重した対応を行っています。0、1歳児はおたよりノートに子ど
もの様子を記載して保護者と情報を共有しているほか、登降園時に直接会話して家庭での様子、園での様子
を情報交換しています。トイレットトレーニングは保護者の意向を尊重し、子どもの気持ちやペースを大切にし
て個別に対応しています。子どもがトイレでできたことを褒めて自信につなげるよう配慮しており、うまくできな
かった時には子どもの気持ちに寄り添って対応することを職員間で確認しています。なお、おもらしなどは羞恥
心に配慮して、ほかの子どもたちにわからないように処置しています。
　長時間保育の際はマットや布団を準備するなど環境を整え、子どもがゆったりとくつろいで過ごすことができ
るようにしています。職員は子どもが選んだ絵本を読み聞かせたり、様子を見ながらおもちゃを適宜換えたりす
るなどの配慮をしています。登園時に保護者から家庭での様子を聞いて職員間で申し送りを行い、情報を共有
しています。また、日々の昼礼で子どもの様子を報告し合っているほか、個々の様子を生活表に記録してお
り、お迎え時に担当する職員は必ず読んで必要な情報を保護者に伝えています。なお、保育時間の長い子ど
もたちには、補食などを用意することも職員会議の話題にすることをお勧めします。

A
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　施設管理マニュアルに保育室や玄関、トイレ、園庭など各場所の清掃手順と、おもちゃや備品の消毒方法に
ついて明記されており、園内外の衛生管理について職員に周知しています。昼礼やカリキュラム会議などでマ
ニュアルの内容について職員が意見交換し、業務の実態に沿って見直しを行っています。マニュアルの内容に
ついては入社時研修で周知し、毎年必ず看護師指導による嘔吐処理方法の実地研修を行っています。清掃
手順や玩具消毒チェックリストを必要箇所に掲示し、職員が業務をスムーズに遂行できるよう工夫しています。
マニュアルに基づいて日々の清掃と消毒が適切に行われており、園の内外は清潔な状態が保たれています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　保健マニュアルに健康管理について明記されています。毎日の健康状態の観察ポイントを保育室に掲示し
て子どもの健康状態の把握に努めています。児童健康台帳に予防接種の記録や既往歴、アレルギーなどを
記入し、入園後に受けた予防接種などについて保護者から情報を聞き、看護師か主任が追記して職員間で共
有しています。登園時に子どもの健康状態を保護者から聞き、保育中の様子で体調の変化があれば必ず保
護者に口頭で伝え、必要に応じて受診を勧めるなどしています。1歳児は時期を見ながら、うがいの練習を少し
ずつ始めていき、2歳児から食後の歯磨きを実施しています。3～5歳児は歯科健診後に歯科医と歯科衛生士
による歯磨き指導を受けています。
　保健目標を「発育、発達に適した保育環境の中で心身ともに強い身体をつくる」と掲げ、年間の保健計画を作
成しています。健康診断と歯科健診はそれぞれ年に2回ずつ、身体測定は毎月実施しています。健康診断と歯
科健診、身体測定の結果は児童健康台帳に記録して職員間で共有しています。保護者には結果通知カードを
渡し、必要に応じて留意点や受診などについて話し合っています。健康診断と歯科健診はそれぞれ園の嘱託
医によって実施されており、結果に基づいて嘱託医と連携を図り対応しているほか、日常的にも電話などで相
談しアドバイスをもらったり、受診をしたりするなどしています。
　保健マニュアルに感染症の特徴や予防策、対応について明記されており、職員に周知しています。感染症の
疑いが生じた場合の対応は入園のしおり（運営規程・利用規約）に、登園停止基準は登園許可証明書に記載
して、入園時に保護者に配付し説明を行っています。うちゅう通信に「保健より」のコーナーがあり、感染症の予
防や症状などの情報を掲載して保護者に知らせています。保育中に感染症の疑いが生じた際は速やかに保
護者に電話連絡し、お迎えまで3階の別室で様子を見ています。園内で感染症が発生した際は玄関に状況を
掲示し、保護者に注意喚起を行っています。看護師が外部研修などで入手した感染症対応に関する最新情報
を、昼礼やカリキュラム会議などで職員に周知して共有しています。

A

A
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評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　危機管理マニュアルと災害対策責任者マニュアルに災害時の対応や指示系統などが明記されています。
プールマニュアルに入水中の留意点や監視の徹底などが明記されており、カリキュラム会議で職員間で確認
しています。睡眠中や食事中の事故予防についても職員間で話し合い、子どもの安全を第一に対応することを
確認しています。棚などにストッパーを整備し、地震などでの転倒防止対策を講じています。医療機関や関係
機関のリストは事務室に整備されており、保護者への緊急連絡は一斉メール配信アプリを用いて行っていま
す。さまざまな場面を想定した避難訓練と通報訓練を実施しており、神奈川消防署立ち合いのもと、消火訓練
やAED（自動体外式除細動器）使用方法について研修を実施しています。訓練実施後は実施報告書を記入し
課題点や注意点を職員間で共有しています。
　保護者や救急機関のリストは事務室に整備されており、緊急時の連絡体制が確立されています。子どものけ
がについては小さなけがでも、降園時に保護者に口頭で報告し翌日の登園時に様子を確認するなど、継続し
て経過観察を行っています。園児事故報告書には発生時の状況や子どもの様子、職員の動きなどについて記
録し、職員間で原因や課題を考察し再発防止について検討して、改善策の実施につなげています。散歩マップ
には、子どもが歩いたり遊んだりする際の注意点を記載し、危険箇所などの写真を貼って、子どもが安全に屋
外活動ができるよう取り組んでいます。
　不審者などの侵入を防ぐため、園の門扉には2か所に鍵を設置しており、玄関はオートロックで施錠していま
す。保護者にはICカードを配付して登降園時に使用してもらっています。また、民間の警備会社と契約しセキュ
リティ対策を行っています。不審者対応訓練を年に一度実施して、職員の動きや通報体制の予行演習を行っ
ています。訓練実施後は訓練内容を報告書に記録し、課題点などを職員間で確認しています。神奈川区こども
家庭支援課や近隣の交番から、地域の不審者などの情報を入手して、速やかに職員に周知し対策を検討す
るとともに、保護者に情報を提供して注意喚起を行っています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　「子どもの権利擁護について」という文書があります。そこには、子どもの権利擁護についての基本的な考え
方、不適切なかかわりの防止について、虐待の疑われる場合の対応・体制整備について、自尊心への配慮点
検・検証体制についてという項目で、具体的な記載があります。職員はこの文書に目を通していますので、名
前を呼び捨てにしたり、乱暴な言葉遣いをしたり、乱暴な所作をしたりすることがないように注意し合っていま
す。そして、子どもの発言についてはていねいな受け答えをし、子どもの気持ちを傷つけることのないように職
員同士注意し合っています。万が一、職員が保育に熱中するあまり、つい声が大きくなってしまった場合は園
長や主任が注意するようにしています。
　子どもたちが落ち着いて過ごせるように各年齢ともに小集団で過ごせるコーナーを工夫しています。そのコー
ナーではブロック遊びや絵本、ままごとなどで静かに遊んでいます。また、廊下の隅やテラスなど職員が目を
通せる範囲で静かに過ごせるようになっています。5歳児の保育室は、友達とのけんかや言い合いなどでクー
ルダウンするスペースとして、壁で仕切られた箇所があり、ほかの子どもたちから見えないようなスペースもあ
ります。なお、子どもと職員が1対1で話し合うケースも時にはありますが、そういう時は5歳児の保育室の壁で
仕切られたスペースを使うか、ときには、事務室なども使用することもあります。
　「特定個人情報取扱規程」というマニュアルが作成されています。そこには、個人情報取得の目的、利用範
囲、安全管理、開示請求についてなど詳しく記載されています。職員はそのマニュアルのもとに個人情報保護
の意義や対応を周知されています。また、入園のしおりの中にも、「個人情報保護方針」の文書を入れ、個人
情報とはどういうものなのか、どのように開示するか、保護の方法、子どもの肖像権、秘密の保持など具体的
に記載し、保護者の理解を求めています。なお、個人にかかわる情報が記載されている文書については児童
票をはじめいろいろありますので、鍵付きの書棚で保管しています。そして、園長が管理し、個人情報が流出し
ないようにしています。
　職員は、日ごろから性差の区別をして保育をしないように注意しています。したがって、ぬいぐるみや自動車
のおもちゃ、折り紙での遊びなどいろいろな場面でことさら男女を意識して、男の子は乗り物、女の子は人形と
いった区別をせず、整列も男女で分けることなく誕生日順や背の高さで行っています。トイレのスリッパもことさ
ら男女で色分けをしていません。このように子どもたちが男女を意識することもなく活動しています。ただ、性差
については、一般的には長年の慣習でついついしてしまうこともあります。そこで、職員会議や年度初めの会
議では必ず、日常の中で固定観念による性差での区別をしないように、園長や主任は伝えるようにしていま
す。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　法人理念と保育教育理念、保育目標を園のパンフレットと入園のしおりに掲載し、入園時の説明会で保護者
に説明しています。また、入園後は懇談会の際に園長が各クラスを回り、説明する機会を設けています。夏祭
りなどの行事開催後に保護者アンケートを実施し、園の方針が理解されているかどうか把握に努めています。
送迎時など、園長や主任は積極的に保護者とコミュニケーションを図り、日常的な会話から保護者の意向をく
み取るようにしています。なお、うちゅう通信やクラス便りに活動の内容やねらいを掲載し、保護者に園の方針
が理解されるよう努めています。
　登園時に保護者から家庭での様子を聞き、降園時には園での様子を個別に口頭で報告しています。0、1歳
児のおたよりノートは子どもの様子を家庭と園で記載し、睡眠、トイレ、食事、健康状態などを双方で共有して
います。2～5歳児は連絡ノートを用いて家庭での様子、園での様子をやり取りしています。5歳児クラスは1月
ごろに個別の面談を行っているほか、保護者の希望に応じて、随時面談を受け付けています。0～4歳児クラス
は保護者の意向を尊重し希望に応じて面談を実施できるよう、体制を整えています。クラス懇談会は5月と11
月に開催しており、保護者にクラス全体の様子を伝えています。
　日常的なコミュニケーションを大切にすることを心がけ、保護者が意見や要望、相談などを話しやすい環境作
りに努めています。保護者からの相談は内容によって、空いている保育室を利用するなど、保護者が安心して
話ができるよう配慮しています。対面での相談のほか、意見箱やメールでも受け付けており、解決に向けて迅
速な対応を行っています。相談を受け付けた職員に園長や主任がアドバイスを行っており、必要に応じて、園
長や主任が同席し複数で対応しています。保護者支援のための研修に主任や職員が参加しており、カリキュ
ラム会議などで報告して実践につなげています。相談内容は個別面談記録に記入して関係する職員で共有
し、継続的な支援ができるようにしています。
　うちゅう通信（園便り）とクラス便りを月に一回、配付しています。うちゅう通信には園全体の予定や取り組み、
子どもたちの様子を掲載しているほか、園長の思いや子育てのヒントとなるような情報を記載しています。クラ
ス便りには活動内容とともに、さまざまなことを体験している子どもたちの様子をエピソードを交えて記載し、保
護者に伝えています。玄関のボードや各クラスの入り口に、その日の保育内容や子どもたちの様子を写真とと
もに掲示し、保護者がお迎え時に確認できるようにしています。日々の活動や行事の際に撮影した写真を、保
護者専用のインターネットサイトで閲覧できるようになっており、学期ごとに年3回販売しています。クラス懇談
会では子どもの様子を撮影した写真やビデオを用いて、園での活動をわかりやすく保護者に伝えています。
　保育参観、保育参加の日程を記載した年間行事予定を年度当初に保護者に配付しています。年に2回、期
間を設けて保育参観、保育参加を開催し、ほとんどの保護者が参加しています。保育参加では子どもたちと散
歩に出かけたり、保護者に絵本を読んでもらったり、一緒に給食を食べてもらうなどしています。また、毎月の
誕生会も参観できるようになっているほか、親子サッカー大会なども開催しています。園ではふだんの子どもた
ちの様子を知ってもらう良い機会と捉え、保育参観、保育参加を積極的に受け入れています。参加できなかっ
た保護者に対しては後日保護者の都合に合わせて、ビデオを見てもらったり、資料を渡して直接説明を行った
りしています。
　卒園児の保護者が謝恩会を主催して開催しており、打ち合わせの際に保育室を提供しています。謝恩会は
近隣の自治会館などで開催され、園長はじめ全職員が参加して、園生活を振り返りながら保護者や子どもたち
と会食などをしています。運動会では事前にアンケートで希望を聞き、保護者競技に参加してもらったり、保護
者と職員がリレーを行ったりしています。また、夏祭りでは子どもたちの歌の発表の際に審査員を保護者にし
てもらうなどしています。園では保護者との日常的なコミュニケーションを積極的に図るとともに、行事などを通
じて交流を深め、双方で協力して子どもを見守る環境作りに努めています。

A
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うちゅう保育園たんまち

評価領域Ⅲ　地域支援機能

B

A

　園で行っている「アタッチメント教室」のパンフレットに、育児相談や離乳食の相談など、子育てに関する相談
を受けていることを記載しています。そして、園の見学で来園される方などに配付しています。主にアタッチメン
ト教室の利用者や見学での来園者からの育児相談に対応しています。現在は定期的な育児相談は実施して
いませんが、今後は園として、定期的に育児相談や園庭開放を行う方向で職員間で検討が行われています。
子育て支援サービスのポスターは、多くの方に園の活動を知ってもらい、積極的に参加してもらえるように、園
の外壁に掲示しています。なお、園長は神奈川区のイベントなどに参加するときには、必ず園のパンフレットを
持参し、イベント会場に置いてもらうようにしています。
　事務室に、役所や病院、警察署、消防署、児童相談所、保健所など関係機関の連絡先一覧を掲示して、問
題に対して適切かつ迅速な対応ができるように職員全員に周知しています。医療機関の窓口は看護師が担当
し、児童相談所などは園長が担当しています。また、感染症の情報など必要に応じて、神奈川区の保健師や
他園とも日常的に連絡を取り合い連携しています。園長や主任が、かかりつけ医との日常的な連携をしていま
す。さらに、園長が医師会の小児科の勉強会にも積極的に参加して、小児特有の病気などの知識を深め、そ
の内容は園の昼礼などを利用して、職員に情報共有しています。

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供

　園では地域への子育て支援サービスとして、「アタッチメント教室」を年3回行っており、参加者に直接保育園
でどのような子育て支援をしてもらいたいかなどを聞き取りして、ニーズの把握を行っています。また、見学に
来る保護者にも同じように聞き取りを行っています。子育て支援のニーズを把握し、今後どんなサービスを提
供すべきかなど、職員間で話し合いをして、サービスの実施内容や方法について検討しています。園長は神奈
川区の子育て支援サービスの会議に参加し、他園で行っている子育て支援サービスの実施内容や利用状況
について情報を収集し、地域の子育て支援サービスについて検討しています。その会議の内容を園に持ち帰
り、今後どのようなサービスを園で提供していくべきなのかについて、職員と検討を行っています。
　年3回、生後3か月から1歳未満の親子を対象に、絵本の読み聞かせや親子のふれあい遊び、子育て相談
会、栄養士との離乳食相談や看護師との育児相談、身体測定などを行う「アタッチメント教室」を開いてます。
毎回、すぐに定員に達してしまうほどの人気です。また、一時保育は、リフレッシュ利用の方なども含めて1、2
歳児のクラスで可能な範囲での受け入れを行っています。神奈川区内の保育施設を授乳やおむつ替えのため
に利用できる取り組み「あかちゃんの駅」としても園の施設を提供しています。園玄関脇に絵本の本棚を設置
し、アタッチメント教室の参加者や、見学での来園者など地域の親子を対象に絵本を貸し出す「あかちゃん図
書」を行っています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を生かした相談機能
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うちゅう保育園たんまち

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園のホームページに、保育園の紹介や一日の流れ、年間行事の情報や、法人全体の保育方針、園の特徴
でもある特定教育（サッカー、体操、音楽、国語、英語など）の内容について情報が公開されています。また、
ホームページのインフォメーション欄では、季節の行事の様子について、随時情報を更新しています。さらに神
奈川区や横浜市のホームページにも園の基本情報は掲載されています。また、地域の不動産情報誌などにも
園のアクセス情報などについて提供しています。
　電話での見学の申し込みや問い合わせについては、平日は事務職員が対応しており、その際には見学者
ノートに、名前や子どもの年齢、連絡先など必要な情報を記入して、見学者の情報を管理しています。見学の
日程は、園の行事などに重ならない限り見学者の希望に合わせて対応しています。見学の案内は、主任が
行っています。見学者には園のパンフレットを配付し、施設を案内し、園の基本方針や保育内容についてパン
フレットに基づいて説明しています。見学者からの質問で、その場で回答できない内容があった場合は、後日
確認のうえ、電話などで回答しています。見学者から育児相談を受けるケースが多いので、相談時間も考慮し
て、見学の時間に余裕をもたせて対応しています。

評価分類Ⅳ－２ 保育所における福祉サービスに関する情報提供

評価分類Ⅳ－１　保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ

　卒園児を中心として、近隣の小学生や中学生を園の運動会に招待しています。そして、リレー競技に参加し
てもらいます。園は自治会に加入しています。園長は地域の祭りの際には、4、5歳児たちと一緒に祭りの神輿
の準備をしている所を訪ねて、地域の方から神輿のことなどの説明を受けて、地域の人と交流しています。近
隣の小学校を就学前の5歳児たちが訪問し、小学生に学校を案内してもらい交流しています。また小学生をイ
ンターンシップ（職業体験）として受け入れており、園で子どもたちと遊んで保育体験をしています。今期は近隣
の小学校より、1クラス全員を一度に職業体験で受け入れてほしいとの要望があり、その要望に応えて受け入
れを行います。そのほか、日ごろから散歩のときには笑顔で挨拶を心がけており、近隣との友好な関係を築け
るようにしてます。
　子どもたちは、園の近隣の公園4、5か所を、日々の散歩で利用しています。散歩では近くの商店街の人たち
と挨拶や会話をして交流しています。また、園内では畑やプランターなどでいろいろな季節の花や野菜を育て
ています。職員や子どもたちは近隣の園芸店に種や苗を買いに行き、子どもたちは店員に、購入する花や野
菜の育て方について教えてもらい、交流しています。系列園の子どもたちとは、毎年サッカー大会を行って交
流をしています。なお、神奈川区の祭りでは、職員たちが「かめ太郎体操」を披露し、園の子どもたちや家族、
近隣の方々にも喜ばれています。

A

A
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　小学校、中学校、高校、専門学校の生徒のインターンシップ（職業体験）のボランティアを受け入れています。
主任が担当となり学校の先生と事前の打ち合わせなどをし、生徒たちには事前にオリエンテーションを実施し
て、園内で知り得た子どもたちの個人情報の取り扱いには守秘義務があることなどの注意点や、園の方針や
特徴について説明しています。保護者にはボランティア受け入れについて、うちゅう通信に掲載したり、園内に
案内を掲示したりしています。さらに、ボランティア受け入れの説明をし理解を得ています。ボランティアの学生
からの感想やお礼の手紙は職員に回覧して、その感想についてどのように理解をしたらよいか、あるいは、改
善につなげるにはどのようにしたらよいかなど話し合いをすることもあります。
　園長と主任が各学校との窓口となっています。主任が事前のオリエンテーションで、園の基本方針や環境構
成、一日の保育の流れなど詳しく実習生に説明しています。そして、各学校のプログラムを確認し、それぞれ
の実習生の実習目的をヒアリングし、充実した実習が行えるようにしています。実習期間中は毎日保育終了
後、各クラスの担当保育士と実習生が意見交換をして、実習の振り返りや感想を聞くようにしています。実習最
終日には、園長と主任と実習生で、実習の振り返りをする時間を設けています。また、実習生の受け入れにあ
たっては、園の掲示板やうちゅう通信を通して、保護者に説明し理解を得ています。なお、実習中の園内の各
種情報については守秘義務のあることも説明しています。
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うちゅう保育園たんまち

A

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　年度末に園長と個々の職員との面談で、目標の達成状況や反省点、気づきなどを確認し、個々の評価を行
うとともに、園全体のチームワークや行事について次年度に向けて、目標や要望などの聞き取りを行っていま
す。園の方針や理念を踏まえた、職員の資質向上に向けて、年1回行われる系列園合同の全体会議において
も、保育や保健、絵本の読み聞かせなど理事長が行う研修を職員全員で受けています。そのほか、園長と主
任が、職員の日々の仕事の様子などを見ながら、職員のスキルアップなども考慮し、理事長と相談のうえ、人
材配置をしています。なお、ここ数年、定職率が高く、人材が安定的に確保されています。
　園では職員の勤務年数、職種などに応じた個人別育成計画があります。そして、求められるスキルや役割、
職務内容について明文化されています。園として各職員に求める資質向上と職員が希望する研修の両方を考
慮しながら、そのつど各職員に見合った園外の研修を受講できるように計画しています。また、熱中症や感染
症などの内部研修も全職員参加で行っています。園外研修の受講後、研修報告書を作成し、研修の内容や感
想を書いています。昼礼の際は、研修を受講した職員が研修内容を簡単に説明しています。さらに、詳細につ
いては研修報告書を閲覧してもらうようにしています。このように、研修の成果を職場で生かせるように工夫し
ています。
　保育中、常勤職員と非常勤職員をバランスよく組み合わせるように、主任は、配置を考慮して勤務シフトを組
んでいます。また、シフト表には非常勤職員の配置も記載して、だれが保育に入るかを明確にしています。園
には、10年以上と長期にわたり勤務している非常勤職員がいて、どの職員も園内の実情に詳しくなっていま
す。なお、通常はクラス内で常勤職員が非常勤職員に対して指導を行っていますが、経験の長い非常勤職員
は保育の引き出しをたくさん持っていますので、伝承遊びなど実技の指導などは逆に非常勤職員から教えら
れることもあります。このように、お互いに良いコミュニケーションをとりながら保育をしています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　月1回カリキュラム会議を開き、保育の振り返りやまとめをして、課題についても話し合っています。また、各ク
ラスのリーダーによるリーダー会議は年3回実施し、現状報告をし合い、情報の共有を行っています。そして、
現状はどうなのか、改善していくものは何か、次月につながるにはどのようにしたらよいかなどを話し合い、そ
の結果をクラスに持ち帰ります。年度末の3月に、保育士、栄養士、看護師、非常勤職員全員が参加して、本
年度の反省と新年度の目標について、園の理念や方針に沿ってどのようなクラスにしていきたいかなど職員一
人一人が意見を出し合って、園全体の保育の向上を図っています。保育の経験年数や担当クラスなどに応じ
て、外部のキャリアアップ研修を受講しています。また、系列園の保育の様子を観察する研修も行っています。
　職員は、一日の保育の様子、職員の反省をクラス日誌に記録し、保育の振り返りを毎日行う仕組みになって
います。特に、0、1歳児のクラスは、成長の度合いが視覚的にも明瞭にわかりますので、クラス日誌に一人一
人の子どもの成長の様子を記録することにより、これからはぐくんでいきたいことや保育の内容について考え
ることができるようになっています。なお、行事の記録では、各種行事の振り返りや職員の反省を記載していま
す。そして、園全体としての行事への取り組み方について振り返りを行っています。なお、職員は、一人一人自
己評価表のチェック項目で評価し、取り組むべき課題や目標を定め、年度末に振り返りをし、次年度につなげ
るようにしています。
　園では、職員全体で保育の中から出てきた課題を見つけて、カリキュラム会議やリーダー会議を通して、どの
ようにその課題に対処していくか話し合って、しっかりと対策を考えて対処するようにしています。それらの会議
の内容は、職員全員に朝礼ノートや昼礼で必ず周知するようにしています。また、職員は自己評価表を基に自
己評価をして、職員個々の課題のほかに、そこから園の課題も見つけるようにしています。園としての自己評
価は、保育方針や理念に沿って保育が行われているかを評価し、保護者にはその内容を、保護者会で説明し
ています。また、うちゅう通信（園便り）で毎月、園の自己評価の内容を保護者に知らせています。
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　個々の職員の役割や期待水準は、雇用契約書に明記されています。法人で定める役職の定義は、就業規
則の中の「社会福祉法人翠峰会　職位表」に明記されています。就業規則は職員室にあり、職員はいつでも閲
覧することができます。年度末に園長が職員一人一人と面談を行って、本年度の個々の業務の振り返りを行
い、次年度の担当希望やどのような研修を受けたいかなどをヒアリングしています。勤続2年目以降の職員
は、保育士分野リーダーなどの役職を与えられることがあります。評価については雇用契約書と就業規則に明
記されており、職員に開示しています。
　初任者から主任までそれぞれの経験やスキルに応じた、園が求めるスキルや役割、職務内容について、個
人別研修計画に記載され、園長と主任はこれを活用し職員の評価を行っています。就業規則内の「うちゅう保
育園たんまち　組織運営管理」の中に、園の指揮命令系統がフローチャート化され記載されています。また、職
務権限の委譲についても明文化さています。年度末の全職員が参加する会議において、職員から意見を聴取
しています。またおもちゃの購入について、職員は新しいおもちゃの購入を希望するときには、どうしてこのおも
ちゃが必要なのか説得力があるプレゼンテーションを園長に行っています。園長は年度末に職員と面談して、
個々の目標の達成度を確認しています。また、職員からの提案や意見、満足度、要望などを面談時や日常の
会話の中からも把握するように努めています。

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 A
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うちゅう保育園たんまち

評価領域Ⅵ　経営管理

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　就業規則に守るべき法や規範、倫理などについて明記されており、新人研修でも個人情報の取り扱いには
十分に注意することと、必要以上に情報を入手したり他言したりしないように細かく説明して、職員に周知して
います。事業報告書と決算報告書は、園のホームページにも公開し、一般の方も見ることができます。他園で
の事故などの情報は、直ちに昼礼で報告し、全職員が認識するようにしています。園の経営状況などについて
の情報は、毎年2月に開かれる系列園合同の全体会議において詳細を資料に掲載して、全職員に説明してい
ます。系列園との密な連携により、事故や検討が必要と思われる事例に関しては、全体ミーティングなどで職
員に報告し、事故防止に向けて周知徹底できるようにしています。
　年度ごとの園の組織図と職務分担表に、それぞれの職務分担と権限が明文化されています。また、法人の
内部監査を実施しています。そのほか、外部監査、会計事務所の監査などを実施し、定期的に事務、経理など
について確認しています。法人内系列園合同の事務担当者会議、また、月1回の園長会などを開催し、それぞ
れの園の実情や経営状況の報告を行い、問題点や改善点について定期的に話し合いを行っています。
　ゴミ箱はだれもがわかるように分別のラベルを貼って、職員も子どもたちもゴミの分別をしています。また水を
出しっぱなしにしないように節水を呼びかけるポスターを掲示し、節水を心がけています。そのほか、ペーパー
タオルをむだ使いしないように子どもたちに説明して実行しています。おもちゃなどは、手作りのものも活用す
るようにしています。例えば、段ボールで作ったパズルは子どもたちが気に入って遊んでいます。さらに、ミルク
缶を使って太鼓を作ったり、牛乳パックなども利用して子どもたちが遊ぶ教材も職員が作成しています。このよ
うにゴミの減量化、活用など資源を大切にするような活動をしています。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　園の理念や方針は、毎年クラスに配付されている入園のしおり（運営規程・利用規約）に記載されています。
また、パンフレットやホームページにも明記されています。そのほか、職員ハンドブックにも記載されています。
園名は「うちゅうのように大きな器となる」ことを願ってつけられています。職員は、採用時と年度初めに、法人
理念と保育理念、保育目標の読み合わせを行って、確認しています。また、昼礼の時間を使って、保育の方向
性や園の方針について、職員に周知できるようにしてます。年度末の法人全体の会議で、理事長から職員に
理念や基本方針について説明があり、職員が理解しているか確認しています。
　保護者が意見を出しやすいように、無記名でも意見が入れられる意見箱を園玄関に設置しています。保護者
からの意見や、離乳食やトイレットトレーニング、食物アレルギーなど保育に関する要望は、意見箱だけでな
く、おたよりノートや口頭で伝え合うようにしています。なお、重要な変更事項は、おたよりノートやうちゅう通信
で保護者に知らせています。書面の連絡だけでなく、卒園式後に行われるクラス別の懇談会や個人面談にお
いて、意見交換して、種々の問題に向かうようにしています。本年度の重要な変更事項としては、新しい登降
園システムを導入しましたが、保護者からの理解を得たうえで変更を実施しました。
　主任は外部のマネジメント研修を受講し、管理者としてなすべきことといった研修を受けて、スーパーバイ
ザーとしての資質を高めるようにしています。そして、保育士一人一人の能力や性格に合ったアドバイスを行
い、本人の持っている良いところをどんどん伸ばしていけるように助言、指導をしています。また必要と思われ
るときには、園長や理事長に、それぞれの職員の育成において適している人員配置を提案しています。副主
任と連携をして、職員の体調管理や、精神的に安定して仕事に取り組めるよう配慮しています。

A

A
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は法人系列園の園長会や、神奈川区の園長会、横浜市の福祉部会などに参加して、園の運営に影響
のある情報を収集しています。法人内の園長会では各系列園の実情や課題、最近の福祉情勢など、区や市
の園長会や福祉部会では、行政の動向や近隣の子どもたちの課題など、それぞれ情報を得ています。それら
は職員会議や昼礼の際に職員に伝えるようにしています。また法人の年度末に行われる全体会議において、
保育について実例をあげて職員間で議論する機会を設けています。園長または主任は、職員にも周知しなけ
ればならない重要事項については、昼礼で全職員に報告し、周知しています。また職員室にも各種情報を掲
示しています。
　法人として5年の計画期間で中長期計画を作成していますが、1年に1回および随時見直し修正を行っていま
す。経営組織、事業管理、財務管理、人事管理の、4つのそれぞれの項目において計画を立てており、なかで
も人事管理では、養成学校を理事長と園長が訪問し、園の紹介をして、人材確保に努めています。他分野から
の人材や、若い人材を積極的に受け入れています。法人全体で「働きやすい職場づくり」を目ざし、育児休暇
や年次有給休暇の取得促進を図っています。会計事務所や中小企業協会、弁護士などから、運営のアドバイ
スを受けています。中長期の計画を踏まえて、毎年単年度の事業計画を園長が策定しています。本年度は「働
き方改革」、省エネ対策を踏まえた経費削減などを課題とし計画を策定しています。
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うちゅう保育園たんまち

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　階段や斜面のあるマットの上をハイハイしたり、保育士に手をつないでもらって歩いたりしています。いちばん
上まで登れると、保育士に「すごいね。上手！」とほめてもらいました。保育士を囲むようにみんなで座り、絵本を
読んでもらいます。保育士の声に合わせるように体を横に揺らしたり、声をあげて絵本を指さしたりしています。
音の出る絵本も読んでもらい、保育士が「タンバリン、鳴らしてね」と言いながら一人一人に絵本を近づけると、子
どもが絵本をタッチして音を鳴らしています。手遊びが始まると、保育士の歌に合わせて手拍子したり、立ち上
がって声をあげたり、みんな楽しそうに笑っていました。
　テーブル付きの椅子に座り、エプロンを付けてもらいます。右手でスプーンを持って左手で手づかみで食べてい
る子どもや食べたいものを保育士に伝えているのか、「あ～あ～」と言いながら、お皿を指さしている子どもがい
ます。保育士は、一人一人の様子を見ながら、「○○ちゃん、大きなお口であ～んだよ」「△△ちゃん、モグモグモ
グ、おいしいね」などと、名前を呼びながら声をかけ、援助しています。眠くなってぐずってしまった子どもを抱っこ
して膝に座らせ、落ち着かせるように対応したり、食事の終わった子どもから、トイレのマットでおむつを替えた
り、保育士は連携して個々の様子に応じて対応していました。布団の上に横になり、子守歌をうたってもらった
り、背中をトントンしてもらったりしています。みんな気持ち良さそうに眠りにつきました。

第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを中心に、観察調査を実施しました。また、幼
児とは会話の中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

【０歳児】

【１歳児】

【２歳児】

　マットの上で車や動物などのおもちゃで遊んでいます。両手に車を二つ持って、保育士に渡している子どもがい
ます。保育士が「どんなブーブーにしようかな？」と、車をつなげると、嬉しそうに手に取って車を走らせています。
保育士が「これ、なーに？」と聞くと、「おうまさん～」「きりんさ～ん」「あかちゃんきりんさ～ん」と答えています。棚
の下のスペースに入り込んでおもちゃを手に持って遊んでいる子どもがいます。しばらくすると、保育士が「○○
ちゃん、どこかな～？」と、見つけてくれました。テラスではフラフープの中に体を入れて腰のあたりでしっかり握
り、友達と一緒に「しゅっ、しゅっ、ぽっぽ～」と言いながら、電車ごっこをしたり、保育士が転がしたボールを走っ
て追いかけたり、みんな思い思いに遊んでいました。
　保育士が「ごはんの準備にしようね。ナイナイできるかな？」と、おもちゃのかごを出すと、手に持っていた車や
マットの上のおもちゃを拾って、かごに入れています。保育士に「上手ね、ありがとう」とほめてもらうと、嬉しそう
に笑っていました。保育士が「今日のメニューは、な～にかな？」と献立を紹介し、みんなで給食の歌をうたって
手を合わせ、「いただきます」をします。スプーンを使って上手にすくって食べている子どもや、時々手づかみで食
べている子どもがいます。保育士は、すくいやすいようにおかずを集めたり、食器の位置を直したりしながら、「お
野菜も食べようね」「あともう少しだよ」と声をかけ、援助していました。

　雨の日の午前中の保育の様子です。子どもたちはそれぞれに好きな遊びを選んでいます。保育室横のバルコ
ニーに出て、ボール遊びをしていたり、好きなパズルを選んで遊んでいます。保育士はパズルをしている子ども
に「すごい、上手だね～」と声をかけて、子どもたちはその言葉にニコニコしながらパズルを楽しんでいます。市販
のパズルも使っていますが、段ボール紙で作成したオリジナルのパズルもあります。完成図を見ながら「ここには
ちょうがあるよ」と子どもたち同士で助け合いながら、子どもたち同士仲よくパズル遊びをしている様子を見ること
ができました。また、パズルの遊びを終えて、テラスに出ていく子どももいます。保育士は「お帽子かぶってね」と
子どもたちに声をかけています。子どもたちは自分で引き出しから帽子を出して、かぶってからテラスに出て遊ん
でいます。訪問日は天気が悪く、終日室内遊びでした。ただ、テラスには屋根がついていますので、そこでは
ちょっぴり外の雰囲気が味わえます。子どもたちも嬉しそうです。
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【５歳児】

　今日は収穫したえだまめの観察画の時間を見学しました。画用紙やクレヨンなどを用意して2つのグループに
分かれて座っています。それぞれのテーブルの中央には、子どもが収穫したえだまめを4つほど構図を考えなが
ら保育士が置きます。そして、「さあ、みんなの育てたえだまめよ。よく見て描いてね」など、声をかけています。子
どもたちは、みんな静かに、じっと観察をしていました。その後、やおら画用紙に描き始めます。面塗りのように描
く子ども、輪郭線から始める子どもなどさまざまです。みんな基本的には緑色のクレヨンを使って描いています。
中には、真ん中に置かれているえだまめの位置を注意深く観察して、描いている子どもが数人いました。また、
大胆に画用紙いっぱいに、構図を気にしないでおおらかに描いている子どももいます。園では外部講師による絵
画の時間があり、どの子どもも、それぞれ上手です。
　給食を初日に一緒に食べました。静かな雰囲気の中で食べていました。そして、ときおり隣の子どもと会話を交
わしています。栄養士や保育士による食育活動があり、その活動の中にテーブルマナーという内容もあります
が、みんなマナーが身についています。

 　訪問2日目です。この日も天気が悪く室内遊びになりました。室内でのボール遊びです。まずは保育士がピア
ノの周囲にマットをかぶせ安全対策です。そのほか、子どもたちが動き回ることを考えて、危険なところはないか
チェックをしています。この日は、実習体験の学生もいましたので補助をお願いしていました。「さあ、これからドッ
ジボールをするよ。だけどみんなで立って投げると危ないから、コロコロボールでするよ」と言って、2チームに分
かれ、陣地の内外にいることなどルールを説明しています。遊び方やルールの説明はホワイトボードを使ってし
ます。「早くやりたいな」といった子どもの声も聞かれます。保育士は「ちょっとでもボールに触ったら、外に出るん
だよ」「つま先に当たってもだめだよ」などと確認しています。さあ、始まりです。コロコロボールがくると、ひょいと
上手に避ける子ども、当てられるのを待っているかのようにしている子どもなどさまざまです。遊んでいると内と
外の子どもが混じってしまいがちです。そのつど保育士が注意しています。しばらく攻防戦が続きました。そして、
ひと段落後、保育士の「白の勝ち」という宣言で終わりました。
　給食も一緒に食べました。元気な子どもが多かったのですが、食事のときは静かに食べています。どの子ども
もご飯も鶏肉もスープも全部食べています。みんな上手に箸を使っていました。実習体験の学生も一緒に楽しそ
うに食べていました。

【３歳児】

【4歳児】

   雨の日で、散歩に行けない午前中の保育室での様子です。コーナーで着せ替え人形を出して遊んでいる子ど
もがいます。また、ブロックを出して遊んでいる子どももいます。風呂敷を巻いてマントのようにして、友達と駆け
回っている子どももいます。保育室の奥では、運動会の練習として、鉄棒の前まわりを練習しています。保育士
が補助して、「はい、次はおなかを見て～」と動作を一つひとつ確認しながら、安全に十分気をつけながら、前ま
わりの練習をしています。そこに、粘土遊びをしていた子どもが鉄棒の練習に参加しようとしたところ「○○ちゃ
ん、鉄棒練習する前に手を洗ってこようね」と声をかけています。子どもが手を洗うのをいやがりました。保育士
は「みんなで練習するのに粘土が鉄棒にくっついたらすべって、危ないよ」とていねいに説明し、手洗いを促しま
す。
　昼食は、二つのテーブルに分かれて食べます。子どもたちは同じテーブルの子どもと楽しそうに話をしながら食
べています。とても賑やかな雰囲気でした。食べ終わった子どもが「ごちそうさまでした」と言うと、まだご飯が少し
残っているのを見た保育士が、「あらあら、まだ少し残っているね。寄せてきれいに食べようね」と言いながら、食
べやすいように、ご飯粒を寄せてあげていました。食後は、めいめいに自分の食器をトレイに入れて下げていま
した。
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うちゅう保育園たんまち

■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園する時の状況

2.5%

その他：

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

62.5% 27.5% 7.5% 0.0% 0.0% 2.5%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

62.5% 32.5% 0.0% 2.5% 0.0%

その他：

④入園時の面接などで、お子さんの
様子や生育歴などを聞く対応につい
ては

62.5% 30.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.5%

その他：

③園の目標や方針についての説明に
は

50.0% 42.5% 2.5% 2.5% 0.0% 2.5%

その他：

2.5%

その他：  「見学をしていないのでわからない」というコメントがありました。

②入園前の見学や説明など、園から
の情報提供については

60.0% 30.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

①見学の受け入れについては
70.0% 15.0% 2.5% 0.0% 10.0%

その他：  「見学をしていない」というコメントがありました。

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

無回答

52.9% 44.1% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

問１で「よく知っている」、「まあ知っている」と回答した方のうち

保育目標や保育方針への賛同
賛同できる

まあ
賛同できる

どちらとも
いえない

あまり
賛同できない

賛同できない

無回答

20.0% 65.0% 7.5% 5.0% 0.0% 2.5%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が30人（75.0%）、「どちらかといえば満足」が
10人（25.0%）で合計40人（100%）でした。

　自由意見には、「園全体の雰囲気が明るくて安心して通うことができます」「保育士がみんな
子ども一人一人と向き合い、とても大切にしていただいており、この園に通うことができてとて
も嬉しく思っています」「親身に相談に乗ってくださいます」「体調の変化も逐一確認してくだ
さっています」「季節や自然を感じられるように工夫してくださっています」「スポーツ、英
語、国語、絵画など特定教育が充実しています」など園への信頼と感謝を寄せる声が多く見られ
ました。
　項目別に見ますと、とても満足度が高い項目として「問7④ 話しやすい雰囲気、態度であるか
どうかについては」「問7① あなたのお子さんが大切にされているかについては」で100%、
「問4遊び① クラスの活動や遊びについては（お子さんが満足しているかなど）」「問7② 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」で97.4%の保護者が「満足」または
「どちらかといえば満足」と回答しています。

結果の詳細

園の保育目標・保育方針の認知

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 5月 17日  ～  2019年 5月 31日 ）

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

送付対象世帯数： 65 回収数： 40 回収率： 61.5%
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問3 保育や行事の年間計画について

問4 日常の保育内容について

「まだわからない」というコメントがありました。

その他：

⑦保育中にあったケガに関する保護
者への説明やその後の対応には

55.0% 30.0% 10.0% 0.0% 2.5% 2.5%

その他：

2.5%

その他： 「まだわからない」というコメントがありました。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

67.5% 25.0% 5.0% 0.0% 0.0% 2.5%

⑤おむつはずしは、家庭と協力し、お
子さんの成長に合わせて柔軟に進め
ているかについては

50.0% 25.0% 2.5% 0.0% 20.0%

④昼寝や休憩がお子さんの状況に応
じて対応されているかなどについては

60.0% 32.5% 5.0% 0.0% 0.0% 2.5%

その他：

③基本的生活習慣（衣服の着脱、手
洗いなど）の自立に向けての取り組み
については

70.0% 17.5% 5.0% 0.0% 5.0% 2.5%

その他： 「まだわからない」というコメントがありました。

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

77.5% 15.0% 0.0% 0.0% 5.0% 2.5%

①給食の献立内容については
77.5% 15.0% 0.0% 0.0% 5.0%

その他：
「しっかり食べているが、『楽しんでいるか』はわかりません」というコメントがありま
した。

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

2.5%

その他： 「まだ実施していない」というコメントがありました。

2.5%

その他： 「そこまでまだ時間が経っていない」というコメントがありました。

⑥遊びを通じたお子さんの健康づくり
への取り組みについては

55.0% 37.5% 2.5% 0.0% 2.5% 2.5%

⑤遊びを通じて友だちや保育者との
関わりが十分もてているかについては

62.5% 30.0% 2.5% 0.0% 2.5%

その他： 「そこまでまだ時間が経っていない」というコメントがありました。

④自然に触れたり地域に関わるなど
の、園外活動については

57.5% 32.5% 2.5% 0.0% 5.0% 2.5%

その他： 「まだわからない」というコメントがありました。

③園のおもちゃや教材については
（お子さんが自由に使えるように置い
てあるか、年齢にふさわしいかなど）

65.0% 30.0% 0.0% 0.0% 2.5% 2.5%

その他： 「どんなものを使用しているか知るすべがない」というコメントがありました。

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

57.5% 32.5% 2.5% 0.0% 5.0% 2.5%

①クラスの活動や遊びについては
（お子さんが満足しているかなど）

65.0% 32.5% 0.0% 0.0% 0.0%

その他： 「まだ行っていないため」というコメントがありました。

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

2.5%

その他：

2.5%

その他：
「行事の時間が前年と大幅に変わることがあり、少し困惑する」というコメントがあり
ました。

②年間の保育や行事に、保護者の要
望が生かされているかについては

30.0% 42.5% 2.5% 7.5% 15.0% 2.5%

①年間の保育や行事についての説明
には

40.0% 47.5% 5.0% 2.5% 2.5%

その他：
「どんな要望があり、生かされているか、具体的なことはわからない」というコメント
がありました。

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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問5 園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

「まだ利用機会がなくわかりません」というコメントがありました。

その他：

⑦開所時間内であれば柔軟に対応し
てくれるなど、残業などで迎えが遅くな
る場合の対応については

47.5% 35.0% 7.5% 0.0% 10.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

⑥保護者からの相談事への対応には
45.0% 47.5% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

57.5% 35.0% 7.5% 0.0% 0.0%

④送り迎えの際、お子さんの様子に関
する情報交換については

45.0% 37.5% 10.0% 2.5% 5.0% 0.0%

その他： 「保育士によって差がある」というコメントがありました。

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

32.5% 45.0% 15.0% 7.5% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「個別面談はしてほしいがその機会はなかった」というコメントがありました。

②園だよりや掲示などによる、園の様
子や行事に関する情報提供について
は

55.0% 35.0% 5.0% 2.5% 2.5% 0.0%

①保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会については

40.0% 47.5% 2.5% 0.0% 10.0%

その他：
「内容は満足だがアプリを入れさせているなら活用してほしい」というコメントがあり
ました。

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

45.0% 35.0% 10.0% 0.0% 5.0% 5.0%

その他：

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

「やや不安なことがある」というコメントがありました。

④感染症の発生状況や注意事項など
の情報提供については

60.0% 27.5% 5.0% 5.0% 0.0% 2.5%

その他：

2.5%

その他：

②お子さんが落ち着いて過ごせる雰
囲気になっているかについては

60.0% 30.0% 5.0% 0.0% 2.5% 2.5%

①施設設備については
52.5% 42.5% 2.5% 0.0% 0.0%

その他： 「にぎやかなので『落ち着いて過ごせる』かは不明」というコメントがありました。

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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問7 職員の対応について

問8 園の総合的評価

25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

その他：

総合満足度は
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答

75.0%

⑤意見や要望への対応については

55.0% 35.0% 5.0% 5.0% 0.0%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

77.5% 22.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

③アレルギーのあるお子さんや障害
のあるお子さんへの配慮については

62.5% 20.0% 0.0% 0.0% 15.0% 2.5%

その他： 「わかりません」というコメントがありました。

0.0%

その他：

②あなたのお子さんが保育園生活を
楽しんでいるかについては

80.0% 17.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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事業者からの意見

　本来は30年度受審すべきところ、諸般の事情により31年度6月になりました。
　年度始めのため、新入保護者の方にとってはまだ園の内容詳細がよく把握できないままアンケート
を記入することになり大分戸惑いの様子が感じられました。また、同じ質問でも捉え方は様々であ
り、例え少数意見でも耳を傾け園としても受け止めていかなければならないと思いました。
　職員としても全体的に事前調査に時間をとられ忙しいのに面倒だという観念ではなく少しでも園を
良くするためにはどうすれば良いかとその重要性をしっかりと受け止め色々な角度から客観的に自己
評価してみる良い機会となりました。問題点、課題に気づき改めて改善方法について全員で話し合い
よい保育園にしていきたいとの思いを強く致しました。
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