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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 6月 5日～2019年 8月 13日）

評価方法

（結果に要した期間 7ヶ月）

長津田幼兒アカデミー

2019年12月23日

　長津田幼兒アカデミーは、JR線および東急田園都市線「長津田」駅からバスで5分「上の原」より徒歩5分ほど
の位置にある、1973年8月開所の私立保育園です。近くには自然豊かな公園があり、閑静な住宅街に位置して
います。子どもたちが数多くの生活経験をできることを目標とし、四季それぞれの事象や文化を年齢や発達に即
して取り入れた保育を行っています。定員は47名（0～5歳児）、開園時間は、平日は7時～19時、土曜日は7時～
18時15分です。0～2歳児クラスでは生活習慣が身につくことを大切に考え、3～5歳児クラスでは日常の保育や
行事の実施において子どもたちの主体性を大切にし、社会性を身につけることができるような環境作りを行って
います。英語教育も行っています。地域の子育て支援として、一時保育や育児相談なども実施しています。

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 7月 22日～2019年 8月 5日）

（実施日：2019年 10月 23日、2019年 10月 29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、書類確認

②第２日目
事業者（職員）ヒアリング（園長、副園長、保育士、看護
師、調理員）、保育観察、書類確認

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 10月 23日、2019年 10月 29日）
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　健康に関するマニュアル、衛生管理に関するマニュアル、災害や事故の対応に関する安全管理マニュアル、個
人情報保護マニュアル、苦情対応マニュアルなど、必要なマニュアルが用意されています。しかしながら、現在あ
る衛生管理のマニュアルには、清掃方法や消毒方法についての具体的な記載がありません。現在行っている清
掃と消毒の手順や頻度など、内容について職員間で確認し合い、具体的に記載され整備されると良いでしょう。
また、記録類に関しては、健康に関する記録に欠けているものがあったり、会議の内容は連絡ノートを通して伝
達されていますが会議録として残されていないという状況が見られます。今後、現在園で行っていることを職員間
で確認し合い、記録に残されることを望みます。

《事業者が課題としている点》

　園では保育理念や方針の実現に向けて保育の実践をしていくにあたり、保育者としての職員の共通認識を
図っていく必要性を感じています。今後は職員一人一人が実施し記入する「自己評価表」を活用することにより
理解を深め保育に生かせるよう、全職員の共通認識につなげていきたい考えです。保育園を取り巻く環境の中
にあって、当園でも保育士の人員不足や定着は課題となっています。早番、遅番のシフト調整など保育に支障の
出ないように調整しながら取り組んでいます。また、園の変遷に伴う定員の設定も課題となっています。今後は、
子どもの数と人件費や諸経費などについて、経営に負担がかからない方法の検討、模索をしていきたい意向で
す。

●マニュアルや記録に関して、現在行っていることを整理し、整備されることを望みます

　園では保育職員のスキルとモラルを磨く保育職員研修を行っています。その中に、「情意項目チェックリスト」が
あり、規律性、責任性、協調性、積極性について自己評価を行っています。保育士の心得などが記載されたマ
ニュアルが用意されており、望ましい保育士としての資質や態度についてや人権に配慮した保育を行うことなど
が明記されています。入職時に全職員に配付し、園内研修で読み合わせを行うなどしています。保育中の声か
け方法や叱り方などで気になることがあった際は、職員間で注意し合うなどし、職員は、子どもの気持ちや発言
を受け止め、穏やかに、わかりやすい言葉で対応しています。

●具体的な中長期計画を策定し、園運営の安定的な継続につなげられることを期待します

　園長は「自分の子どもを預けたい保育園」を目ざして園の運営に取り組んでいます。利便性の問題もあります
が、定員を満たせるような園児募集を行うことも必要だと園では考えています。近隣との理解を深め、地域の子
育て支援の一貫として行っている一時保育や園庭開放、体験保育など、園で行われている保育をもっとアピール
し、園のことを知ってもらえるようにしてはいかがでしょうか。また、剣道の時間や英語教室のような特徴のある保
育をアピールしたり、看護師が常駐して保育を行っているという安心できる面などを園の特徴として前面に出し、
園児募集につなげられるように工夫されてはいかがでしょうか。現在、改善課題として園が考えていることを踏ま
え、具体的な中長期計画を策定され、園運営の安定的な継続につなげていかれることを期待します。

○食育の年間計画や給食会議を通して、行事食の提供や食育を行い、子どもたちが食に関心が持てるよう工夫して
います

　給食は給食業者に委託し、献立は委託業者の栄養士が作成していますが、毎月給食会議を実施し、園長、保
育士、栄養士が集まり、子どもの喫食状況などについて意見交換し、盛り付けなどを工夫して提供しています。
お誕生会の日にはオムライスなど子どもたちの好きなメニューを出したり、七夕にはそうめんと星型のコロッケ、
ハロウィンにはお化けを型取ったご飯のカレーとカボチャクッキー、クリスマスにはいちごを使って作ったケーキ
にサンタクロースを飾って出すなど、行事食を工夫しています。また、栄養士と保育士が食育の年間計画を立
て、子どもたちが食に関心が持てるよう、食育活動を行っています。7月はとうもろこしの皮むき、8月にはトマト、
なすなどの収穫をして調理してもらって食べました。11月には子どもが育てたさつま芋の収穫を行い、焼き芋にし
て食べる予定です。

《特に優れている点・力を入れている点》

○職員間で連携を図り、保育活動の充実を目ざし年齢に合った保育の実践に努めています

　0、1歳児クラスは、看護師を配置して健康面に配慮しながら、活動ができるようにしており、職員がおもちゃを手
作りするなどして、音や触感を楽しめるよう工夫しています。2歳児クラスでは、ごっこ遊びで使うエプロンやかば
ん、ブロックなどのおもちゃを子どもの目線で自由に取り出せるように配置するなど、より良い環境構成について
職員間で話し合っています。4、5歳児クラスでは、「なわとびカード」と「てつぼうカード」を一人一人に準備し、飛
べた回数や前回りができたことなどを記録して、自分でシールを貼り、子どもが励みにしながら取り組めるように
工夫しています。また、月に数回、専門講師を招き、英語教室を実施しています。職員は、園全体で全クラスの
子どもたちを見守る体制作りに努め、さらなる保育活動の充実を目ざしています。

○人権研修などを行っておリ、職員は、子どもの気持ちや発言を受け止め、穏やかに、わかりやすい言葉で対応して
います

《今後の取り組みに期待したい点》
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長津田幼兒アカデミー

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

　保育理念は、「長津田幼兒アカデミーは、児童福祉法及び保育所保育指針と児童憲章及び児童権利宣言、
児童の権利条約などに示された保育の基本理念に基づき、子ども一人ひとりの最善の利益を図るとともに保
護者の子育てを目指して保育にあたります」、保育方針は、「明日に向けて、生きる力の獲得」「すべての乳幼
児に豊かな発達を保障する」「わかる力」「できる力」「わかりあえる力」「いっしょにできる力」としています。職員
へは入職時に園長から理念・方針について説明しており、理念・方針に沿った計画の作成に努め、実践につな
げています。保護者へは、入園時に理念・方針が明記された資料を配付して、周知しています。
　全体的な計画は、保育理念と保育方針に沿って、子どもの最善の利益を第一義に作成しています。全体的
な計画の作成にあたっては、各年齢ごとのねらいや配慮事項などについて、職員間で意見交換を行っており、
主任が中心となって職員の意見をまとめ、保護者との連携や地域の特性などを考慮して、園長が最終決定し
て完成させています。保護者に対しては、入園および進級時の保護者説明会で、全体的な計画を配付するとと
もに、園長から説明を行っています。
　全体的な計画に基づき、子どもの発達や状況に応じて、担任が各クラスの年間指導計画と月間指導計画、
週案を作成しています。職員は、日々の保育の中で、子どもの遊んでいる様子や表情から、気持ちをくみ取
り、活動内容を変更したり、子どもの意見を聞いて、製作に使う材料を工夫したりしています。遊びや生活の場
面で、子どもの主体性や自主性がはぐくまれるよう、子どもへの声かけや援助方法など、配慮すべき点につい
てを職員間で話し合い、指導計画に反映させています。
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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

　入園前に保護者と個別に面談を実施しています。面談では、入園までの生育歴や家庭での状況について、
保護者から話を聞き、子どもの様子を観察するなどしています。しかしながら、面談の内容や子どもの様子を
職員間で共有するための記録がありません。また、児童票に家庭の状況や緊急時の連絡先などを保護者に
記入してもらっていますが、健康に関する事項や予防接種の状況などの記入欄がありません。今後は、授乳・
離乳食の進め方や既往歴についてなど、入園前の面談時に把握された内容の記録を行うとともに、児童票の
記入項目を改善し、職員間で情報を共有して、入園後の保育に生かすことが望まれます。
　園では、入園時の短縮保育（慣れ保育）における期間や時間は特に決めておらず、保護者の希望や子ども
の様子に応じて、保育時間を調整しています。0、1歳児の新入園児を個別に担当する職員を配置して対応し、
子どもが落ち着くまで、タオルやおもちゃなど、心理的よりどころとするものを持ち込めるようにしています。ま
た、連絡ノートを用いて、園での子どもの様子を保護者に伝え、家庭での様子も記入してもらい、双方で情報を
共有するよう努めています。0歳児と1歳児は、合同で保育が行われており、進級時にクラスを担当する職員が
1名は同じになるように配置して在園児が安心できるようにしています。
　職員は、日々の保育の中で、子どもの遊んでいる様子や活動の内容について気づきを伝え合い、保育の実
施内容の振り返りにつなげ、週案や月間指導計画に対する評価・反省を記載して、次週や次月の指導計画に
反映させています。保護者との日常的な会話や連絡ノートでのやり取りの中で、食事や睡眠、トイレットトレー
ニングなど、生活面に関することや活動の様子などについて、保護者の意向を汲みとるよう努めていますが、
指導計画に保護者の意向を反映するまでには至っていません。指導計画の変更などについて保護者に説明
を行うとともに、保護者の意見を指導計画の評価・改訂に反映されることが望まれます。
　0歳児の保育マニュアルには、愛着心の形成について記載されており、職員は、応答的なかかわりを行うこと
を共通認識として保育にあたるよう心がけています。室内では、仕切りを連結してサークルを作り、ハイハイや
つかまり立ち、歩くなど、発達に応じて体を動かせるようにしています。園庭での砂遊びで、スコップを使って砂
を掘ったり、バケツに砂を入れたり、道具の使い方を少しずつ覚えて遊んでいます。職員は、子どもの興味・関
心を引き出せるよう、ペットボトルのフタや鈴などを使って、ポットン落としのおもちゃや音の出るおもちゃを手作
りしています。保護者とは連絡ノートや送迎時に直接口頭で子どもの様子についてやり取りしています。子ども
の情報は職員間で共有し、保育に生かすようにしています。
　自分で好きなことを見つけて遊ぶ、着替えをできるところまで自分でするなど、子どものやりたい気持ちを大
切にして保育にあたっています。1歳児は、室内で布製のトンネルを使って遊んだり、園庭でありやだんごむし
を見つけたり、ちょうを追いかけたりして徐々に行動範囲を広げています。2歳児は、ままごと遊びや買い物
ごっこなどを友だちと一緒に楽しんだり、園庭で職員が鬼になり、しっぽ取りゲームをして走り回ったりしていま
す。仕切りやマットを用いてコーナーを作ったり、絵本やおもちゃなどを子どもの目線で選べるよう配置したりす
るなど、探索活動がしやすい環境づくりを工夫しています。また、友だちとのかかわりの中で、子どもが自分の
気持ちを伝えられるように声かけを行い、気持ちを代弁するなどして援助しています。
　訪問調査時には3歳児の在園がない状況でしたが、在園している際は、鬼ごっこやしっぽ取りゲームなどを活
動に取り入れ、楽しみながら、自然とルールを覚えて子ども同士で遊べるようにしています。4、5歳児は、合同
で保育を行っており、運動会で行うリズム体操の振り付けや鬼ごっこのルールを自分たちで考えたり、休み明
けの朝の会で出かけた場所などをみんなの前で発表したりしています。天気の良い日は園庭でサッカーやドッ
ジボールなど、全身を動かして遊んでいます。5歳児は、礼儀作法なども学べるよう剣道教室も行っています。
全体的な計画は幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を考慮して作成し、各クラスの指導計画に反映していま
す。
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　清掃チェック表を用いて、保育室や玄関、トイレなど各場所の清掃とおもちゃや備品などの消毒が行われて
います。また、空気清浄機や加湿器、除湿器などを設置し、エアコンの適切な使用を心がけ、園内の温度・湿
度の管理を行うようにしています。今後はさらに、清掃手順や温度・湿度の管理方法を標準化してマニュアル
を整備し、より衛生的な環境づくりを行うことが期待されます。各保育室は、窓からの陽光が適度に取り入れら
れています。音楽のボリュームは適切に調整しており、必要以上に大きな声を出さないことを職員間で確認し
あっています。
　0、1歳児クラスの保育室に沐浴設備があり、温水シャワーが設置されています。沐浴およびシャワーの設備
は、職員が清掃・消毒を行い、適切に管理されています。今後はさらに、清掃と消毒の手順や頻度などを標準
化して、衛生管理のマニュアルを整備されると良いでしょう。
　仕切りをつなげたサークルやマットなどを用いてコーナーを作り、子どもがごっこ遊びや絵本読みができるよ
うにしています。0、1歳児クラスは、ベビーベッドを用いたり、布団を敷く場所と食事のスペースを分けたりして
おり、2歳児以上の保育室でも、食事と睡眠のスペースを分けて、機能別の空間づくりを工夫しています。0、1
歳児と4、5歳児は、それぞれ合同保育となっています。2歳児クラスと4、5歳児クラスは、背の低い棚で空間を
仕切っているだけなので、朝の自由時間などは、子どもが行き来して異年齢で遊べるようになっています。ま
た、誕生会や「花まつり」などの際は、4、5歳児クラスの保育室を使って、全園児で一緒に交流しています。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　0～2歳児は、個別の月間指導計画を作成しており、子どもの姿に応じてねらいや援助内容などを記載してい
ます。個別指導計画は、毎月評価・反省を担当職員間で行っているほか、子どもの発達状況に合わせて、つど
見直しをするなどしています。離乳食やトイレットトレーニングの進め方などについては、連絡ノートや日々のコ
ミュニケーションの中で保護者の意向の把握に努めていますが、個別指導計画の変更点について、保護者へ
の十分な説明の実施には至っていません。今後は、個別指導計画の作成や見直しについて、重要部分を保護
者が納得できるよう説明することが望まれます。3～5歳児においても特別な配慮が必要な場合には、個別指
導計画を作成することとしていますが、現時点では、該当する子どもがいないため、作成には至っていません。
　就学に向けて、保育所児童保育要録を小学校に郵送しています。入園時に子どもや家庭の状況などを保護
者に記載してもらった児童票とともに、入園後の子どもの成長や発達について職員が記載している保育経過
記録をファイリングしています。これらの記録は、職員の共有スペースに保管されており、必要な時に、職員が
確認できるようになっています。子どもの状況や重要な申し送り事項は、進級時に担任間で伝達が行われてお
り、転園時などは、必要に応じて転園先に申し送りを行っています。

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

　特に配慮を要する子どもを積極的に受け入れる体制づくりに努めています。個別のケースについて、各クラ
スの担当職員が話し合いを行い、職員間の連絡ノートを用いて、ほかのクラスの子どもの様子も園全体で共有
できるように心がけています。園内研修では、障がいのある子どもの保育やアレルギーのある子どもへの対
応、児童虐待に関する項目などを取り上げて学んでいます。また、横浜市や緑区こども家庭支援課などから入
手した情報や資料などをファイリングして、職員に周知し、保育に生かせるよう努めています。
　これまで、障がいのある子どもの受け入れ実績がなかったため、個別指導計画の作成には至っていません。
しかしながら、障がいのある子どもに対する保育の進め方や、ほかの子どもとのかかわりや一緒に行う保育な
どについて、園内研修で学ぶ機会を作っています。また、横浜市北部地域療育センターなどの関係機関と連携
を図るための体制づくりに努めています。園では、エレベーターの設置や施設内の段差の解消などについて、
今後の検討課題として捉えています。
　園では、保育士の心得などをまとめたマニュアルを作成しています。マニュアルには、虐待の定義や早期発
見のためのポイントなどが明記されており、入職時に全職員に配付しているほか、園内研修で読み合わせを
行うなどして、職員間で共有しています。虐待の疑いが生じたり、虐待が明白になった際には、緑区こども家庭
支援課や横浜市北部児童相談所などの関係機関に通告・相談する体制を整えています。また、職員間で連携
し、保護者との円滑なコミュニケーションを図り、適切な支援が行えるよう努めています。
　アレルギーのある子どもについては、子どものかかりつけ医が記載したアレルギー疾患生活管理指導表の
指示に従い、子ども個々に応じた適切な対応を行うよう努めています。横浜市が策定する「保育所における食
物アレルギー対応マニュアル」に沿って、園でアレルギー対応マニュアルを策定しており、必要な知識や情報
を職員に周知しています。給食会議で、食物アレルギーの対応について確認しており、誤食事故を防止するた
め、専用のトレイ、食器を使い、名札を用いるなどしています。また、保護者とは連携を密にして、除去食の提
供を行っています。
　文化や生活習慣などが異なる家庭の子どもを受け入れる際は、それぞれの国の文化や生活習慣の違いな
どを尊重し、禁忌食の対応などを個別に行っています。職員は、保育活動の中で、外国籍の子どもとほかの子
どもたちが、自然とかかわりが持てるように配慮して保育にあたっています。保護者とのコミュニケーションは、
簡単な英語での会話を行ったり、ゆっくりと話しかけながら、ジェスチャーを交えたりして工夫しています。意思
疎通が困難な場合には、横浜市の通訳ボランティア派遣を依頼するなどの対応策を取れるようにしています。

　苦情受付担当者は副園長、苦情解決責任者は園長となっており、重要事項説明書に明記して、入園前の面
談時に保護者に園長から説明しています。また、第三者委員の氏名と連絡先も記載されており、保護者が直
接苦情を申し立てられるようになっています。登降園時など、保護者との日常的な会話の中で要望や意見を聞
くようにしているほか、園の玄関に意見箱を設置するなどしています。権利擁護機関など、他機関の苦情解決
窓口の紹介はしていませんので、今後は、横浜市福祉調整委員会やかながわ福祉サービス運営適正委員会
などの連絡先を掲示するなどして、保護者に周知されることが望まれます。
　法人で作成された「苦情解決に関する規程」があります。規程には、苦情解決の体制や解決に向けた手順に
ついて明記されており、第三者委員を交えて対応する仕組みが整備されています。園単独で解決が困難な場
合には、緑区こども家庭支援課などと連携を図るよう、体制づくりに努めています。受け付けた苦情は、苦情受
付書に記録して、職員に周知し、改善策について話し合っており、、苦情受付結果報告書に解決結果を記載し
て、申出者に報告を行っています。苦情受付書と結果報告書は、整理してファイリングしており、過去のケース
を解決に生かしています。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 B
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長津田幼兒アカデミー

評価領域Ⅱ　保育の実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　全ての保育室で、おもちゃが種類ごとにかごに入れて棚にしまってあります。2歳児以上のクラスでは、遊ぶ
時にはいくつかのコーナーを作り、自分で遊びたいコーナーを選んで遊んでいます。0、1歳児には大きな柔ら
かいソフトブロックや指先を使うおもちゃ、2歳児にはままごと用のおもちゃや大きめのブロック、お人形など、3
～5歳児クラスでは小さいブロックや見たて遊び用の道具やゲームなど、年齢や子どもたちの興味に合わせて
おもちゃを取り揃えています。一斉保育以外の朝夕の時間は自由遊びの時間となっており、子どもたちが思い
思いのコーナーで自由に遊んでいます。
　職員は子どもの自由な発想を受け止めながら遊びを発展させるよう心がけています。夏祭りのころには、お
祭りごっこを行い、子どもたちがアイデアを出してお祭りに出てくる食べ物を作りました。ハロウィンには、折り
紙でランタンお化けを折り、子どもたちが思い思いのお菓子を考えて作りハロウィンバスケットを作りました。自
由遊びの時間には、子どもたちが自分たちでいろいろなルールを考えて鬼ごっこを楽しんでいます。一斉活動
では、友達関係やルールを守るなどの社会性を育てるため、3～5歳児クラスではボール遊びやゲームなどの
ルールのある遊びを取り入れています。職員は子どもの遊びが広がるよう一緒に遊んだり声かけをしていま
す。
　夏には、4、5歳児がトマト、なす、パプリカなど夏野菜の苗、一人一人自分用のさつま芋の苗を植えました。そ
の後は、水やりを行い、観察日記を描き、植物の成長を楽しみました。野菜は8月に収穫を行い、切って観察を
したり、絵に描いたり、給食に出してもらっています。散歩に出かける時には、行き交う人たちと挨拶を交わして
います。園庭には松の木や広葉樹があり、松ぼっくりや落ち葉を集めてネックレスを作ったり、こすりだし手法
で作品を作るなど、自然を楽しむ機会を持っています。現在は園庭遊びが中心であまり園外には出かけられて
いないのが実情です。今後の取り組みに期待します。
　こいのぼり、七夕、ハロウィンなど暦や季節に合わせ、年齢に応じてさまざまな製作を行っています。3歳児か
ら個人持ちの自由画帳があり、自由に絵を描いたりしています。製作の時間には、子どもたちは空き箱などの
廃材も自由に使って製作をしています。2月には作品展を行っています。昨年はテーマを「お店屋さん」として、
クラスごとに、牛乳パックを織機のように活用して毛糸のマフラーを作ったり、折り紙を折ってカレンダーを作る
など、さまざまな作品を作りました。毎月の歌を決め、家庭でも一緒に歌って楽しめるよう、園便りに掲載して保
護者にも伝えています。毎週、4、5歳児が専門講師による英語教室を行っていて、クリスマスに行う生活発表
会では、英語の歌を発表しています。
　0～2歳児のけんかについては、かみつきを防ぎながら、保育士が子どもの互いの思いを伝えています。3～5
歳児のけんかについては、対応できる能力を身につけることができるよう、できるだけ子ども同士で解決するよ
う見守りながら、それでも解決できない時は、互いの気持ちを代弁したり「優しい言い方にすると気持ちが伝わ
るよ」などと助言をしています。異年齢の取り組みとして、朝夕の長時間保育と土曜保育では異年齢で活動し
ています。日常の保育においても、0、1歳児は合同で、4、5歳児も年齢別の活動以外の時間は合同で保育を
行っています。職員は、温かい態度で子どもと接し、信頼関係を築いています。
　天気の良い日にはできるだけ戸外に出るようにしています。現在、散歩にはなかなか出かけられていません
が、子どもたちは園庭で、砂場遊び、鬼ごっこ、縄跳びや鉄棒などを楽しんでいます。戸外に出る時には必ず
帽子をかぶっています。また、体調の優れない時には室内で遊ぶなど、子どもの健康状態に合わせて配慮し
ています。年齢に合わせて、リズム遊びを行ったり、マット、鉄棒、大きな積み木や巧技台を使用してサーキット
運動を活動に取り入れています。運動会ではお遊戯や日ごろの運動の成果を発表しています。5歳児クラスで
は、毎週剣道を行っています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　3～5歳児クラスでは、自分が食べられる量をよそってもらい、完食できた喜びを得られるようにしています。0
～2歳児クラスでも食べきれる量をよそい、苦手なものを一口でも食べられた時には大いに褒め、子どもの意
欲や自信につながるようにしています。離乳食は子どものペースに合わせて優しく声かけをしながら行ってお
り、乳児の授乳にあたっては、抱っこして与えています。子どもたちが食に関心が持てるよう、食育計画を立
て、食育活動を行っています。4月は春野菜についてお話し、7月はとうもろこしの皮むき、8月にはトマト、なす
などの収穫をして調理してもらって食べました。11月にはさつま芋の収穫を行い、焼き芋にして食べる予定で
す。
　子どもが食事を通して季節を感じることができるよう、春にはキャベツやたまねぎ、夏にはきゅうりやなす、秋
にはさつま芋をを使った献立を提供するなど、食材に配慮しています。また、気候の良い時にはベランダで昼
食を摂るなど、楽しんで食事ができるよう工夫しています。お誕生会の日にはオムライスなど子どもたちの好き
なメニューを出したり、七夕にはそうめんと星型のコロッケ、ハロウィンにはお化けを型取ったご飯のカレーとカ
ボチャクッキー、クリスマスにはいちごを使って作ったケーキにサンタクロースを飾って出すなど、行事食を工
夫しています。食材はできるだけ国産のものを購入しています。強化磁器の食器を使用し、年齢や発達に応じ
たものを使って提供しています。
　給食は給食業者に委託し、献立は委託業者の栄養士が作成しています。残食調査を行い、残食の多かった
献立は、子どもたちの苦手とする野菜の分量を減らしたり、味付けや調理方法を工夫しています。毎月給食会
議を実施しています。給食会議には、園長、主任、栄養士が参加し、子どもの喫食状況、アレルギー食や食育
などについて意見交換し、盛り付けや食材の大きさなどを工夫して提供しています。栄養士と保育士が食育の
年間計画を立て、食育活動を行っています。時には調理担当者が子どもの喫食状況を見たり一緒に食事をさ
れると、子どもたちの食への関心がより深まり、献立の参考にもなりさらに良いでしょう。
　毎月月末に次月分の献立表を配付し、昼食とおやつの献立について保護者に伝えるとともに、季節の食材
や栄養について情報提供しています。また、年2回食育だよりを発行し、芋掘り、餅つきや鏡開きなどにおける
子どもたちの食育の様子や食材に関する情報などをお知らせしています。毎日、給食のサンプルを玄関に展
示し、保護者が園で提供している食事に関心が持てるよう配慮しています。今後は、子どもに人気のある献立
などについてレシピを紹介したり、保護者に試食していただいて味付けについて知っていただく機会を設けられ
たりすると良いでしょう。
　午睡時には、子どもの体をさすったり、優しくとんとんするなどして、保育士がそばについて寝かせています。
眠れない子どもや早く起きた子どもには、体を休めることを伝えながら静かに過ごさせています。乳幼児突然
死症候群（SIDS）を防止するため、0歳児は固めの布団を使用しています。また、0、1歳児は5分おき、2歳児は
10分おきに呼吸と体勢のチェックをしています。4、5歳児は、布団が顔にかかっていないか、うつぶせ寝をして
いないかなどについて、30分ごとにチェックしています。5歳児は就学に向けて、子どもの様子を見ながら、秋
の運動会終了後より午睡をせずに過ごし、製作や自由遊びを楽しんでいます。
　排泄は、おやつの後、活動の後、食事の後、午睡の後など、活動の節目に子どもたちに声をかけて誘ってい
ます。２歳児クラスでは、トイレで排泄ができたら誉めるようにしています。トイレットトレーニングは、子どもの排
尿の間隔が長くなりトイレでできるようになったタイミングを見て、連絡帳に排泄時間を記載するなど保護者と
連絡をとりながら、一人一人の発達状況に合わせて対応しています。子どもがおもらしをした時には、心の傷
にならないよう優しく声かけをし、周りからなるべく目につかないところで着替えるようにしています。
　保育時間の長い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、ござなどを敷いて、いつでも体を休め
ることのできる場所を作っています。延長保育の時間は子どもが少なくなるため、１対１で保育士と遊んだり、
絵本を読んでもらったり、たくさん子どもがいる時にはなかなか出せないおもちゃで遊ぶことができます。園は
19時まで延長保育を実施しています。そのため、帰宅時間に合わせ、希望に応じて、夕方のおやつを提供して
います。クラスごとに保育連絡記録表を用意し、朝の受け入れ時の様子と日中の活動の様子などを記入し、遅
番の職員が保護者に子どもの様子を伝えることができるようにしています。

A
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　衛生管理に関するマニュアルを用意し、クラスに設置しています。施設内外の衛生管理について記載されて
います。嘔吐処理の備品は各保育室に設置し、嘔吐物の処理方法について看護師が職員に説明をしていま
す。玄関、廊下、保育室は夕方と適宜、トイレは一日２回と汚れたつど清掃を行い、園内は清潔な状態が保た
れています。清掃を行った際にはチェック表に記載しています。おもちゃや寝具などの消毒も定期的に行って
います。しかしながら、現在あるマニュアルの見直しは定期的ではなく、また、清掃方法や消毒方法についての
具体的な記載がありません。今後は、現在行っている内容について職員間で確認し、マニュアルに具体的に
記載されることを望みます。

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】

　健康に関するマニュアルを用意し、保育室に設置しています。マニュアルには、朝の受け入れ時の健康観察
や健康診断などについて記載されています。年間保健計画も作成しており、子どもの健康状態はマニュアルと
保健計画に沿って把握しています。毎日、看護師が保護者が記載した保育連絡記録を確認し、子どもたちの
健康観察を行い、健康管理を行っています。子どもの体調で気になることがある時には、園での様子を保護者
に伝え、降園後の対応について話し合っています。既往歴や予防接種の情報は、入園時に保護者に聞いて把
握しています。昼食後の歯磨きは1歳児から行い、仕上げ磨きは3歳児まで行っています。
　全クラスとも健康診断を年2回、歯科健診を年1回、、身体測定を毎月実施しています。健康診断、歯科健診
や身体測定の結果は、入園時から使用している児童票の健康の記録に記載し、入園から卒園までの健診の
結果が一目でわかるようになっています。保護者には、結果を伝えています。また、成長曲線の確認を行い、
必要に応じて、保護者と連携し対応しています。嘱託医とは、健康診断の結果について指摘やアドバイスをも
らうなどの連携をしています。入園時に保護者に配付している重要事項説明書に嘱託医の病院名を記載し、
保護者に伝えています。
　感染症への対応に関するマニュアルを用意しており、登園停止基準や感染症予防、嘔吐物の処理のしかた
について記載されています。登園停止基準については、感染症に罹患した時に、いつから登園できるかなどに
ついて保護者に説明しています。今後は、登園停止基準の一覧表をあらかじめ保護者に配付されるとさらに良
いでしょう。感染症の流行時期には、保健だよりなどで知らせ、感染症について理解を深めてもらえるよう配慮
しています。保育中に発症した場合には、保護者へ連絡し保護者のお迎えを待ちます。園内で感染症が発生
した場合には、玄関の掲示板に掲示し注意を呼びかけています。近隣で流行している感染症に関する情報
は、ミーティングなどで職員に伝えています。

B

A
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評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全管理に関するマニュアルは、園内外およびプールでの事故防止、事故対応、台風・火災・地震時の対応
などについて記載し、各クラスに設置しています。職員会議などで職員に周知しています。できるだけ物品は
棚の中にしまうよう心がけ、落下防止の安全対策を講じています。毎週クラスごとに、園内の危険箇所やおも
ちゃ・家具などに壊れた箇所がないかなどについて安全点検を行い、チェック表に記入しています。保護者の
緊急連絡先は複数箇所を聞き取り、災害時には電話で連絡をする仕組みになっています。毎月、地震、火災、
自然災害などを想定して避難訓練を実施しています。また、ほぼ全職員が救急関係の企業よりＡＥＤを含めた
救急の講習を受けています。
　ケガをした場合および救急を要する場合には、近隣の病院に受診することになっています。救急車の呼び方
や救急救命の方法はマニュアルに掲載するとともに、保育室に掲示しています。保育中に子どもがけがをした
り、事故が起きた場合には、小さなけがでも保護者に報告し、受診が必要なけがは、保護者に連絡して対応し
ています。子どものけがの情報は、職員間で使用している連絡ノートや会議などを通して全職員に周知してい
ます。事故報告書を記載して、再発防止対策について話し合っています。
　不審者対応マニュアルを策定して、保育室に設置しています。門扉はオートロックになっており、開錠にあ
たっては画像つきのインターフォンで確認して対応しています。また、防犯カメラも設置しています。不審者が
現れた時の合言葉を決め、年1回、不審者対応訓練を実施し、職員の体制を確認しています。不審者情報は、
緑区から得ることができ、得られた情報はすぐに職員や保護者に伝えています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　保育士の心得などが記載されたマニュアルには、望ましい保育士としての資質や態度についてや、人権に配
慮した保育を行うことなどが明記されています。このマニュアルは、入職時に全職員に配付し、園内研修で読
み合わせを行うなどしています。職員は、子どもの気持ちや発言を受け止め、おだやかにわかりやすい言葉で
対応することを心がけています。また、保育中の職員の声かけ方法や叱り方などで気になることがあった際
は、職員間で注意し合うなどしています。
　子どもが一人になりたい時は、可動式の仕切りや机などを用いて、コーナーを作るなどして、友だちの視線を
意識せず、過ごすことができるよう工夫しています。一人で塗り絵をしたり、絵本を読んだりして、子どもの気持
ちが落ち着くまで、職員が様子を見ながら対応しています。また、ほかのクラスに連れ出して、気持ちの切り替
えができるようにするなど、職員間で連携を取り、協力し合って保育にあたっています。子どもの着替えやトイ
レなどの際は、子どものプライバシーを守るよう配慮して援助にあたっています。
　保育士の心得などが記載されたマニュアルには、守秘義務について明記されており、職員に周知していま
す。また、ボランティアや実習生の受け入れの際には、必ず守秘義務についての説明を行っています。「個人
情報管理規程」には、個人情報の管理体制や取り扱いについて明記されており、「コンピューター運用管理規
程」には、個人データの管理について明記されています。保護者へは、個人情報の使用などに関する文書を
配付し、入園前の面談時に園長から説明を行い、同意書に記入してもらっています。個人情報に関する書類な
どは、施錠のできるキャビネットに保管し、管理しています。
　保育士の心得などが記載されたマニュアルには、性差による固定的な役割分業意識を植え付けないことや、
性別に関係なく個性を尊重し子どもの可能性を伸ばす保育を行うことなどが明記されています。遊びや行事の
役割や服装、活動の中での順番やグループ分け、整列などを男女別で行わないことは、職員間で共通認識と
して保育にあたっています。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をしていな
いか、また、無意識に性差による固定観念で保育をしていないかなど、職員間で気付きを伝え合い、自らの保
育を振り返るよう努めています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　保育理念や保育の基本方針は、園の理事会で決定し、保育理念と基本方針を記載したリーフレットを作成
し、職員と保護者に配付しています。また、園の全体的な計画に明記しています。入園説明会ではリーフレット
に沿って保護者に説明しています。在園児の保護者には、年度初めの保護者懇談会において、今年度の方針
について伝えるとともに、保育理念や保育の基本方針について説明をし、理解されているかどうか確認してい
ます。園便りには、毎月クラスごとの保育の目標を記載しています。
　子どもの送迎時には保護者に子どもの生活の様子を伝えるようにしています。0～2歳児クラスでは全員に連
絡帳を用意し、毎日子どもの家庭での様子や園での様子、睡眠、排泄、食事について、保護者と情報交換して
います。3～5歳児は、その日の活動の様子を玄関に掲示して保護者に伝えています。保護者懇談会は全クラ
スで4月に実施し、クラス全体の様子を伝えています。個人面談は、日にちを設定して実施していませんが、い
つでも相談に応じることを伝えており、随時面談を行っています。
　保護者からの相談は、相談内容をほかの人に聞かれないよう空いている保育室などで行い、プライバシーに
配慮しています。子どもの送迎時に担任保育士が相談を受けたり、連絡帳を通して相談を受けることが多いで
すが、相談内容は、主任、園長、副園長に報告することになっており、必要に応じてアドバイスを受けることが
できる体制ができています。また、内容によっては園長や主任が直接話をうかがったり、必要に応じて専門機
関につなげることもあります。相談内容は個人の面談表に記載し、フォローするようにしています。
　毎月、園便りを発行しています。園長の挨拶、月の予定、お知らせとお願い、各クラスの子どもの様子や月の
ねらいなどを掲載しています。家庭で子どもと一緒に歌って楽しんでもらえるよう、毎月今月の歌を掲載してい
ます。保健便り、給食便りは年２回発行し、食や健康について伝えています。4、5歳児クラスでは、活動の様子
を毎日記載し、廊下に掲示しています。また、個別に保護者に伝えたいことがある場合には、口頭やメモで伝
えています。行事の様子は保育士が写真に撮り、保育室前に掲示して保護者に伝えています。保護者の希望
に応じて写真の焼き増しをして配付しています。年度初めに保護者懇談会を行い、保育内容や保育目標を伝
えています。
　年度末に次年度の年間行事予定表を配付し、保護者が予定を調整し、行事に参加しやすいよう配慮してい
ます。また、毎月、園便りでも月の予定を知らせています。保護者懇談会では作成したレジメを出席した保護者
へ配付、説明し、出席できなかった保護者にも後日配付し説明しています。保育参観・参加は現在実施されて
いません。今後は、保護者に園で行っている保育について理解を深めていただくためにも保育参観・参加の実
施をされることを期待します。
　保護者会を組織しており、園行事の花まつりや運動会、さつま芋掘り、生活発表会、卒園式の時などにお手
伝いをしていただいています。各クラス1名ずつ保護者から代表者を選出し、代表の方を通してお手伝いの依
頼をしています。例えば、運動会では入場門や退場門などの設営、競技に使用する巧技台を出す、かけっこの
ゴールテープを持つなどのお手伝い、さつま芋掘りでは、子どもと一緒に苗を植えたり、さつま芋を掘るなどの
お手伝いをしていただいています。保護者代表とは年数回集まりを持ち、行事のお手伝い以外にも園に対する
要望をうかがったり、園からの要望を伝える機会となっています。集まりの時には園長、副園長、主任も同席し
ています。

A
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長津田幼兒アカデミー

評価領域Ⅲ　地域支援機能

B

A

　緑区主催の保育関連のイベントには、園の紹介ポスターを作成し、イベント会場に掲示しています。ポスター
制作にあたっては職員間で話し合いをして、どんなポスターならイベントに参加する保護者に園のことを知って
もらえるか検討しながら作成しています。近隣に向けて園庭開放などのご案内をするほか、運動会開催のお願
いとお誘いなどを園長が行っています。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
期的に育児相談を行う方向で検討が行われています。
　子どもがけがをしたり、事故や急病が発生した場合は、適切かつ迅速な対応ができるように、職員全員に周
知されています。担任から園長へ連絡し、園長は状況を確認後、必要に応じて看護師へ病院へ連絡するよう
指示をします。医療機関との窓口は看護師が担当し、児童相談所などとの連携は園長が担当しています。現
在、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の掲示はありません。今
後は連絡先一覧を作成、掲示し、日常的に連携体制が整えられるようにすることを期待します。

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事業として、偶数月の第2火曜日に園庭開放と体験保育を行っています。今年
度はまだ、利用者はいませんが、今後は広くアナウンスをして利用者を増やしていこうと園は考えています。園
長が地域のイベントや夏祭りなどへ参加し、地域の保育のニーズについて情報収集しています。また、園長
は、緑区の園長会や勉強会などにも参加し、保育を取り巻く状況や、地域の子育て支援ニーズについても情
報収集しています。
　地域の子育て支援事業の一環として、園では、一時保育の活動にも取り組み、多様な保育ニーズへの対応
とともに、新たなニーズの把握にも努めています。一時保育については年間延べ100人ほどの利用があり、園
は一時保育事業を継続して行う必要があると考えています。さらに、国際化に対応する教育の一環として、幼
児向けに英語教室の時間を週１回設け、保護者の多様な教育ニーズへの対応にも努めています。栄養士が、
近隣の菜園から根付きのままのえだまめをもらいましたので、それを利用し、食育講演会を行いました。参加
は在園児だけでしたが、今後はこのような行事の準備を前もって行ない、地域の子育て家庭に興味を持っても
らえるように努めていきたいと考えています。

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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長津田幼兒アカデミー

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園のホームページや、緑区が主催する祭りに保育園紹介のポスターを掲示して、保育園入園希望の家庭へ
向けて情報提供しています。横浜市の保育所・保育施設の紹介のホームページで、施設情報、保育方針、保
育園で行なわれる行事など、園の情報を提供しています。園で作成しているパンフレットでは園での生活、衛
生管理、行事に対する園の考え方などを掲載しています。また、ホームページでは保育方針などの園の保育
に関する考え方や定員、施設概要、園の一日の保育の流れ、保育時間と延長時間の利用料金、給食、行事な
ど、園の概要や特徴、子育て支援の取り組みについて掲載されています。
　利用希望の見学者には園のパンフレットを渡して、これに基づいて園の案内や説明を行っています。見学は
電話で受付をしています。その際に利用希望の子どもの年齢、連絡先を聞き取り、折り返しの連絡が必要な場
合に備えています。見学は随時受け付け、見学希望者の都合に合わせて柔軟に対応しています。保育の様子
を見学したいという希望があれば、平日の午前中を案内していますが、特に希望がない場合は見学のスタート
を13時にお願いをしています。

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

　園庭で行う運動会ではスピーカーを使ったり音楽をかけたりするので、近隣の家へ園長が挨拶に回り、その
際に運動会への参加の声かけも行っています。また、園長が町内会の夏祭りへ参加をするなど地域との交流
を図っています。幼保小の連携会議には、園長あるいは5歳児クラスの担任が参加しています。小学校への連
携がスムーズに進むよう、受け入れ側の小学校の要望なども情報収集しています。また、毎年5歳児は、近隣
の保育園が窓口になって、他園の子どもたちと一緒に小学校を訪問し、小学生との交流を行っています。
　園長は卒園児が進学した小学校の入学式や卒業式、運動会などに出席し、卒園児の元気な姿を確認してい
ます。冬には5歳児が近隣の消防署見学を予定しています。地域の健康を意識した食を推進している会に参
加している方から、健康に良い成分が入っていると言われる「甘茶」をいただいています。園で毎年4月行事と
して行っている「花まつり」で子どもたちが飲んで行事を楽しんでいます。今年は近隣の方にさつま芋の種イモ
をもらい、一緒に植え付けをしてもらいました。11月の収穫時にも、協力していただき一緒に芋ほりをする予定
です。現在、日常的な散歩には出かけられていません。今後は散歩や買い物などに出かけ、子どもたちが地
域の方と交流する機会を増やされることを期待します。

A

B
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　ボランティアは「ボランティア受け入れについて」という手引きに沿って受け入れています。手引きは全職員が
理解するようにしています。高校生の職業体験は学校から依頼を受け一週間ほど受け入れています。ボラン
ティア受け入れの意義は、園のことを知ってもらうこと、いろいろな人との交流によって子どもに良い影響を与
えられること、保育サービスの透明性を確保できることと考え、園では積極的に受け入れています。学生ボラン
ティアの受け入れでは、事前に子どもの人権、プライバシー保護、個人情報保護について説明し、守秘義務な
どが記載された誓約書を提出してもらいます。どの年齢のクラスに入りたいかなど学校と学生に確認し、職員
体制を整え担当を決めています。感想文やアンケートを記入してもらい今後の活動に生かすようにしていま
す。近隣の方のボランティアは、どのようなことをしたいのかを確認のうえ、今年は７月に受け入れました。
　実習生は「実習生受け入れについて」という手引きに沿って受け入れています。手引きは全職員が理解する
ようにしています。受け入れの際は、事前に子どもの人権、プライバシー保護、個人情報保護について説明
し、守秘義務などが記載された誓約書を提出してもらいます。実習プログラムの作成や総合的な指導、助言、
評価は園長と主任が行います。実習は保育専門学校や大学の学生を受け入れています。受け入れクラスは
全年齢を経験してもらうように計画して、効果的な実習となるよう工夫しています。実習終了後は担任や主任と
反省会を行い、評価表を実習生に手渡しています。実習生からは感想文を提出してもらい今後の活動に生か
すようにしています。ボランティアや実習生を受け入れる際には事前に掲示板で保護者へ受け入れることを伝
え心配をかけないようにしています。
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長津田幼兒アカデミー

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

　園では人事評価要領を基に、保育士のための「自己評価書」を作成し、年に１度、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、職員一人一人の評価を行っています。また、キャリア
パスフレームを作成し、そこでは職員一人一人のキャリアステージを定め、役割や要件について細かく設定し、
職員に周知しています。職員は、キャリアパスフレームにより、自分がどのステージに位置し、求められる役割
がどんな内容かを一目で理解することができ、自分に必要な資質向上や目標を定めることができるようにして
います。
　園ではキャリアパス規定を策定し、職員の勤務年数、職種などに応じたキャリアパスフレームを作成していま
す。そのキャリアパスフレームに基づいた教育研修を策定しています。求められる役割、格付け要件について
明文化されています。外部の研修を行なう会社へ依頼し、講師を園に招いて研修を実施しています。外部の研
修へ参加した場合は、研修報告書を作成し、研修の内容や感想を書いています。外部研修受講後には研修内
容を園内会議で報告し、詳細については研修報告書の閲覧により職員全体に周知しています。研修の成果を
職場で生かせるように工夫しています。
　園で業務するにあたり、基本的な心得をまとめた冊子を非常勤職員も事務所で確認できます。業務にあたっ
ては常勤職員と非常勤職員がバランスよく組めるように、配置を考慮して勤務シフトを作成しています。園で
は、長く勤務していた常勤職員が、個別の事情で非常勤職員として勤務する事例もあります。そのため園の理
念や方針に基づいて保育を行うことができ、非常勤職員が担任に近い立場で保育を行っている場合もありま
す。常勤職員と非常勤職員の区別をつけることなく互いに信頼しながら保育を行っています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は自己評価表を基に自己評価を行い、それに基づいて園としての自己評価を作成しています。また、保
育の質の向上を目指した研修を計画的に実施しています。昨年度は子どもに対する対応などについて、外部
より講師を招いて研修を行いました。研修は2時間程度の内容で1回に3人ずつくらいが参加し保育現場に支障
がないように配慮して行いました。今年度は園内で園長と副園長が主になって、ある企業が取り組んだ片付け
や清掃によって職員の仕事に対する姿勢が変わったという内容を園内研修に取り入れ、より具体的な研修の
実施につながっています。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計画的に
受講しています。
　保育士は、一日の保育の様子や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歳児については個別の指導計画を作成しますが、子ども一人一人の日々の生活の様子も個別に
日誌に記載し、成長発達の記録として残しています。行事については取り組み方や行事後の反省を記載し、そ
の振り返りによって、次の行事へつなげていくように努めています。また、職員一人一人が「自己評価表」の
チェックシートで自己評価を行い、取り組むべき課題や目標を定め、12月と年度末に振り返りをして、園長へ
チェックシートを提出し、園長が評価を行い、次年度につなげるようにしています。
　園では、職員全体で日々の保育の中から出てきた課題についてどのように対応するかを話し合い、午後の
打ち合わせの中で職員全体に周知できるように努めています。また、職員は自己評価表を基に自己評価を
行っています。「自己管理表」に基づいて、日々のあいさつや感謝の言葉を伝えることができたかなど、自ら確
認をするようにしています。職員は一人一人の課題のほかに、そこから園の課題も見つけるようにしています。
園は自己評価をホームページで公表しています。今後は、今の自己評価に加えて、園の全体的な計画に沿っ
た自己評価をされるとさらに良いでしょう。
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　園は全職員に園の規定である「人事評価要領」を配付しています。これにより職員は自分の賃金がどのよう
に決定されているかを知ることができ、透明性のある給与体系となるように努めています。冬の賞与前の12月
に園長が職員一人一人と面談を行って、4月から12月までの個々の業務の振り返りを行い、今年度の課題に
対して12月現在の達成度や年度末までの進捗予定、また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3年目以降の職員は、職務分野別リーダーなどの役職を与えられ専門分野
における役割も明確になり向上心につながるように図っています。評価については人事評価説明に明記され
ており、職員に開示しています。
　園が求めるスキルや役割、職務内容については、初任者から主任までそれぞれの経験やスキルに応じて
キャリアパスフレームに記載されています。園長はこれを活用して職員の評価を行っています。このキャリアパ
スフレームの中で、キャリア等級ごとの基本概念や要件について規定され、職務権限についても記載されてい
ます。園長は、つど職員から意見を収集するようにしています。職員からの提案や意見などを書面で受け取る
こともあり、園長は面談や日常の会話からも把握でき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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長津田幼兒アカデミー

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

　園では保育を実践する職員のスキルとモラルを磨く保育職員研修を行っています。その中に「情意項目
チェックリスト」があり、規律性、責任性、協調性、積極性について自己評価を行っています。規律性について
は、社会人としてのマナーや規則、ルールについて守られているかどうかをチェックします。責任性について
は、役割や立場を自覚し実現できるかどうかを、積極性については、自ら進んでチャレンジしたり自己啓発を行
なっているかをチェックします。このようなチェックを行うことで、不適切な事案とはどのようなことなのかを具体
的に確認しています。また、不適切な事案が発表された場合は新聞の切り抜きを回覧し、職員全体に周知し、
事故防止に向けて徹底できるように取り組んでいます。経営・運営状況は、医療福祉機構のホームページに
乗せています。
　園では職務分担表を作成し、職種ごとの職務内容を明確にし、円滑な園運営が行えるように努めています。
園長、副園長、主任保育士、副主任保育士、保育士、看護師、委託している給食スタッフ、臨時雇用のスタッ
フ、事務員と園で勤務する職員全員の職務内容を明文化しています。経理面については経理専門の税理士会
社に委託しています。内部監査は行っていません。今年、市の監査が入りました。今年度の監査結果はまだ届
いていませんが、結果が届いたら指摘事項に基づいて改善を行う予定です。
　園では、牛乳パックを再利用し、子どもたちが靴下などを片づける小物入れを手作りして日常的に活用して
います。0、1歳児室は日当たりが良いので、ベランダでゴーヤを育てて緑のカーテンとして、直射日光を避けら
れるように日よけを作っています。0、1歳児室やほかの保育室など、園内の電球をＬＥＤに入れ替えて、省エネ
化にも努めています。このようにゴミの減量化に努めたり、再利用を行うなど資源を大切にするようにしていま
す。しかしながら、環境を配慮した園の考え方や取り組みについて明文化はされていませんので、今後明文化
のうえ、さらに運営に生かされることを期待します。

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、毎年配付されている入園のしおりや重要事項説明書に記載されています。また、ホーム
ページにも明記されています。そのほか、事務所と保育室の出入り口にも掲示しています。職員には、採用時
と年度初めの園内会議で、園長が保育理念と保育方針の説明を行って周知を図っています。保育士のための
自己評価では、チェックリストの中に「保育理念」の評価基準のチェック項目があり、これにより、職員が理念や
方針を理解できているかを確認しています。
　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の出入り口に設置しています。
行事の後にはアンケートを実施し、保護者からいろいろな意見をもらい、次の行事に生かすようにしています。
保護者からの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、連絡帳や口頭で
伝え合うようにしています。運動会が雨天により順延になるなど、行事に関する重要な変更事項は、常時、保
護者に知らせています。今年は台風や大雨のため、運動会が順延しています。現状では平日の実施になる予
定ですが、保護者からの理解を得たうえで変更を行います。園では園長、看護師、保育士による専門職会議な
どを、月1回実施しています。
　主任というポジションについては、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
を受けたうえで、主任としての要件を認めるように園は考えています。訪問調査時、主任は不在でした。園とし
ては、副園長を任命し、園運営を進めていく予定です。現在は副園長が職員一人一人の状況を把握し、より良
い環境で勤務できるように、勤務に無理のないような調整に努めていきたい考えです。

C

B
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C評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は区の園長会、横浜市の幼保小の連携会議などに参加して、園の運営に影響のある情報を収集してい
ます。緑区や市の会議などでは、行政の動向や待機児童を含む近隣の子どもたちの課題などの情報を得てい
ます。そこで得た情報は職員会議などで職員に伝えるようにしています。利便性があまり良くないという立地に
よるところもあり、園児が定員割れしているところも事実であることを園では理解しています。園児募集のポス
ターをどのように作成すれば良いか職員会議で話し合いをしています。また園長は、職員にも周知しなければ
ならない重要事項については、午後の子どもたちの午睡の時間を利用して職員に報告し、周知するよう努めて
います。
　法人として簡略的な中長期計画を作成していますが、事業の方向性を定めるような具体的な中長期計画は
策定されていません。計画の中に園庭の一部のブロック塀の改修をあげていますが、園がこれから地域の子
育て拠点としてどうあるべきか、園児の確保や職員の定着化など、今後園が安定した運営を継続していくため
の、より具体的な計画を立案されてはいかがでしょうか。また、中長期計画を策定することにより、単年度の事
業計画もより具体性をもって策定できることになるでしょう。園運営に関して、会計事務所や弁護士などからア
ドバイスを受け意見を取り入れるよう努めています。今後、策定される中長期計画に期待しています。
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長津田幼兒アカデミー

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　0歳児と1歳児が一緒にサークルの中で遊んでいます。ファスナーやボタンがボードに取り付けてある手作りの
おもちゃで、夢中になって遊んでいたり、保育士と手遊びをしていたり、楽しそうにしています。職員が布製のトン
ネルをセットしています。子どもたちは、順番にトンネルの中に入って、職員が待っている出口までハイハイで進
んでいきます。トンネルの入り口をのぞき込んでいる子がいます。保育士が「○○くん、おいで、こっちだよ」と、声
をかけますが、トンネルには入らず、歩いて職員のところまで行きました。出口のところに座って、トンネルをくぐっ
てくる友だちが顔を出すと、笑顔で手をたたいていました。「おかたづけしようね」と、職員が言うと、おもちゃをか
ごに入れています。絵本棚に絵本を置いている子どももいます。「ないない、じょうずね、ありがとね」と、ほめても
らいました。
　0歳児の子どもは、テーブル付きの椅子に座って、職員にエプロンを付けてもらいます。1歳児の子どもも、ひじ
掛け付きの椅子に座って、みんなで一緒に給食の歌をうたって食べ始めました。スプーンを使って、時々手づか
みになりながら、食べ進めています。職員は、おかずを小さくカットしたり、すくいやすいように集めたりしながら、
援助していました。
　食事が終わった子から、オムツを替えてもらい、布団に寝かせてもらいます。抱っこでミルクを飲ませてもらった
子も、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】

【３歳児】

　午前中の活動の前に保育士が絵本を読みます。子どもたちは、数人ずつ二つのテーブルについて、椅子に
座っています。保育士が読んでいる絵本を一生懸命見ています。絵本を読み終えると保育士は、子どもたちに何
をして遊びたいかを聞いて、片方のテーブルにはままごと遊びのおもちゃ、もう片方のテーブルには大きなブロッ
クを出しました。ままごとのコーナーでは、ままごと用の食材をお皿に入れている子どもがいます。二人の子ども
が、ままごとの食材を入れ物に入れて、別の場所に運んでいきました。運んでいる途中で食材がこぼれました。
こぼれたことに大はしゃぎ。食材を拾ってまた運び始めました。お皿に入れた食材を保育士のところに持って行き
「どうぞ」と言っている子どももいました。ブロックのコーナーでは、大きなブロックを積み上げる子ども、車のつい
たブロックにブロックを積み上げ動かしている子ども、ブロックを高く積んでその上にゾウを乗せた子ども、ブロッ
クを高く積んで高い塔を作っている子どももいました。ブロックをはめ込むのはなかなか大変です。一生懸命集中
してはめ込んでいました。
　遊びの時間がもうすぐ終る頃です。食事の前にトイレに行きます。保育士が子どもを二人づつ順番にトイレに連
れて行きます。排泄を終えた子どもは、手作りの低い長椅子に座って、パンツとズボンを自分ではきます。ズボン
をはいたら、手洗いをします。保育士が介助して、石けんを使ってゴシゴシ手を洗います。手を洗ったら、自分で
ペーパータオルを取って手をふいてゴミ箱に捨てました。

訪問調査時、3歳児クラスに在園児はいませんでした。
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 ハロウィンへ向けてお菓子を入れる入れ物を製作しました。職員が見本を取り出し、説明をしながら、折り紙で
入れ物を作り始めました。職員は折り方を説明しながら、子どもが同じように折り紙が折れているかを確認してい
ました。「ここまでできたかな」と確認しながら製作を進めていきます。4、5歳児で同時に製作を進めていますの
で、職員は年齢差による製作の進捗に注意を払いながら声かけを行っていました。子どもが製作に夢中になっ
て、職員の話が聞こえていないような場合には「次、お話いいですか」と声をかけ、子どもたちが「いいですよ」と
返答すると、次の説明を始めます。職員と子どもたちがいつも仲良く声をかけ合っている様子をうかがうことがで
きました。製作が終わった子どもには「終わったら手はお膝ね」と声をかけ、静かに待つことの大切さも伝えてい
ます。製作が終わると、自分の作品に自分で名前を記入するように声をかけ、子どもたちは自分の名前を書き入
れ、製作した入れ物を互いに見せ合い、できあがったことを喜んでいました。
製作後、５歳児は剣道の時間で剣道の練習のため園庭に出ました。職員の中に剣道の経験者がいて、５歳児に
指導をしています。すり足や素振りなど、基本を練習しています。子どもたちがやりたいという気持ちで臨んでい
る様子を見ることができました。５歳児が剣道の時間の間は4歳児は2歳児クラスと縦割り保育を行ない、自由遊
びを楽しんでいました。職員は見守りながら子どもたちの自主性に任せている様子を伺うことができました。

【4歳児、5歳児】
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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

0.0%

その他： 「なかったように思います」というコメントがありました。

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

36.4% 45.5% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

45.5% 18.2% 18.2% 9.1% 9.1%

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

36.4% 36.4% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

③園の目標や方針についての説明に
は

36.4% 9.1% 36.4% 9.1% 9.1% 0.0%

その他： 「なかったように思います」というコメントがありました。

0.0%

その他： 「見学してない」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

36.4% 27.3% 18.2% 18.2% 0.0% 0.0%

①見学の受け入れについては
36.4% 27.3% 9.1% 9.1% 18.2%

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

無回答

100.0% 0.0% 0.0% 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

18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 9.1%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が3人（27.3%）、「どちらかといえば満足」が3
人（27.3%）で合計6人（54.5%）でした。

　自由意見には、「とにかくていねいで、一人ひとりに向き合ってくださいます。その日にあっ
たことを細かくノートに書いてくれ、お迎え時にお話してくれるのが楽しみです」「子どもを大
切にしてくれています」「柔軟に対応してくれます」「人数が少ないせいかみんな仲が良いと思
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4生活① 給食の献立内容については」
で100%、「問4生活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」「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」他３項目で90.9%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。また「問6① 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」はほかの項目に比較するとやや満足度が低
い項目です。

結果の詳細

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

■園の基本理念や基本方針について

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 7月 22日  ～  2019年 8月 5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： 25 回収数： 11 回収率： 44.0%
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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

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

18.2% 18.2% 27.3% 36.4% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

45.5% 36.4% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0%

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

45.5% 45.5% 9.1% 0.0% 0.0%

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

63.6% 27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

36.4% 54.5% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%

その他：

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

45.5% 45.5% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
36.4% 63.6% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

0.0%

その他：

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

36.4% 18.2% 18.2% 27.3% 0.0% 0.0%

⑤遊びを通じて友だちや保育者との
関わりが十分もてているかについては

45.5% 18.2% 27.3% 9.1% 0.0%

その他：

④自然に触れたり地域に関わるなど
の、園外活動については

18.2% 18.2% 9.1% 54.5% 0.0% 0.0%

その他：

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）

27.3% 54.5% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1%

その他：

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

18.2% 27.3% 0.0% 54.5% 0.0% 0.0%

①クラスの活動や遊びについては
（お子さんが満足しているかなど）

36.4% 18.2% 18.2% 27.3% 0.0%

その他：

遊びについて 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

0.0%

その他：

②年間の保育や行事に、保護者の要
望が生かされているかについては

9.1% 45.5% 9.1% 27.3% 9.1% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

36.4% 36.4% 9.1% 18.2% 0.0%

その他： 「特に要望を申し出たことはありません」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

「残業がないため」というコメントがありました。

その他： 「特に相談などは今のところ、していないので不明」というコメントがありました。

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

45.5% 18.2% 18.2% 0.0% 18.2% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「よくわからない」というコメントがありました。

⑥保護者からの相談事への対応には
45.5% 9.1% 18.2% 18.2% 9.1% 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

36.4% 18.2% 9.1% 27.3% 9.1%

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

45.5% 27.3% 9.1% 18.2% 0.0% 0.0%

その他：

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

27.3% 54.5% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：
「毎日ノートや送迎時に共有できているので、わざわざ集まる機会はないです」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

27.3% 36.4% 36.4% 0.0% 0.0% 0.0%

①保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会については

18.2% 9.1% 18.2% 36.4% 18.2%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

18.2% 9.1% 27.3% 45.5% 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

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

45.5% 27.3% 9.1% 18.2% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

②お子さんが落ち着いて過ごせる雰
囲気になっているかについては

27.3% 9.1% 18.2% 45.5% 0.0% 0.0%

①施設設備については
18.2% 18.2% 18.2% 45.5% 0.0%

その他：

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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問7 職員の対応について

問8 園の総合的評価

27.3% 27.3% 18.2% 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

27.3%

⑤意見や要望への対応については

54.5% 9.1% 18.2% 18.2% 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

45.5% 9.1% 36.4% 9.1% 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

36.4% 9.1% 0.0% 9.1% 45.5% 0.0%

その他： 「アレルギーも障がいもない」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

54.5% 36.4% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

63.6% 18.2% 18.2% 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

　無認可時代を入れて、約５０年間、保育の運営に当たって来たのに、課題は、日々、様々と色を変
え、匂いを変えて様々に刻々と増えて、問題と問題のつながり、問題と問題の間で増えて行くこと
等。
　今年度よりアクティブ・ラーニングの言葉のように教育の基本を、常に問い直して行くには、どう
すれば良いのか、迷いが多くなっていました。
　この第三者評価受審の結果を初めて目にしたときの歓喜は、驚きをもって、この問題の速やかな解
決に最も近いと感じられました。
　ご指摘の課題を克服するため、職員、保護者、地域住民と課題を共有し、理想に向かって努力して
行きたいと考えております。
　細部にわたる調査に、心から感謝申し上げます。
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