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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 12日～2019年 8月 30日）

評価方法

（結果に要した期間 8ヶ月）

金沢ぴよっこ保育園

2020年1月9日

　金沢ぴよっこ保育園は京浜急行の能見台駅から徒歩5分程度のところにある、社会福祉法人新緑会が運営す
る定員60名の小規模園です。産休明けの0歳児から5歳児まで小さい保育園ならではの温かい雰囲気の中、子
どもたちは、きょうだいのような関係を作り、生き生きと生活し、たくましく、元気に成長しています。また、専門の
講師による絵画教室や体操教室も取り入れています。園が立地する一角は、マンションや戸建てが並ぶ閑静な
住宅街で、四季の変化を感じることのできる自然豊かな公園が多くあります。　園庭開放や子育て相談、育児講
座や絵本の貸し出しなど、地域の子育て支援にも力を入れています。 平成17年9月開所で、通常の保育のほ
か、延長保育、障がい児保育、一時保育などを実施しています。
開所時間は、平日：7:00～20:00、土曜日：7:00～17：00、休園日：国民の休日および祝日、年末年始（12月29日～
1月3日）となっています。明るく家庭的な雰囲気の中で一人一人の子どもが安心して自己を発揮できるように見
守っています。

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 31日、2019年 11月 1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、看護師）、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

前回経験した職員が中心となり、評価項目別に確認し合
い、他の職員にも伝え合って、自己評価票及び工夫や根拠
等を作成した。

自己評価

評価調査員による評価

（実施日：2019年 10月 31日、2019年 11月 1日）
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　当園では、子育てをする保育士の働き方を課題としています。実力のある保育士が、仕事と子育てのはざまで
退職することがないよう、ローテーション勤務に配慮した勤務形態にするよう努めています。それでも厳しい状況
があるようであれば、パート勤務にするなど、臨機応変な働き方を本人と一緒に考え、最善の方法をとるようにし
ています。さらに預けている保育園から子どもの体調不良などの連絡があれば、職員が協力して、迎えに行ける
よう配慮しています。当園では、子育て中の保育士はもとより、全職員が働きやすい職場づくりを目ざして、年次
有給休暇取得計画を作成したいと考えています。実効性の高い計画を作成されることを期待します。

《事業者が課題としている点》

　園庭が狭いので、天気の良い日には積極的に散歩に出かけて子どもの体力をつけ、交通ルールを学び、季節
を感じ、地域を知る機会を積極的に持ちたい意向ですが、昨今の保育園児が巻き込まれた事故事例の後は、職
員間で話し合い、地域の方とも連携し、より安心安全への配慮や対策を講じたうえで、園外活動の充実を図りた
い考えです。また、子育て中の職員が仕事と子育てを両立し継続的に働き続けられるように、さらに全職員が有
給休暇を取りやすく働きやすい職場づくりを目ざす意向です。現在、キャリアアップ研修に力を入れていますが、
今後は常勤、非常勤職員のさらなる資質向上に向けた研修にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。

●作成予定の年次有給休暇取得計画が実効性の高いものとなるよう期待します

　園では外遊びを積極的に行っています。園の隣にある公園から30分以上かかる場所まで、さまざまな公園など
へ体力や目的に合わせて出かけています。公園で子どもたちは、かけっこや遊具遊びなど、さまざまな遊びを楽
しそうに行い、0歳児もシートを敷いて、少し坂になった場所を自由に這ったりよちよち歩きをしています。夕方に
は園庭遊びを行い、季節に合わせて泥んこ遊びや水遊びをしています。室内で行うリズム遊びは0歳児から参加
し、年下の子どもが年上の子どもの動きを見る機会を持ちながら、年齢に合ったさまざまな動きを音楽に合わせ
て行っています。3歳児からは外部講師を招いて体操教室を行い、毎月マット、跳び箱、鉄棒、ボールなどを使っ
た運動遊びをしています。保育でもこの運動を取り入れ、子どもたちは元気よく体を動かしています。

●園が課題としているテーマに応じた研修受講を進め、さらなる保育の質の向上を目ざされることを期待します

　当園では、キャリアパスを構築し、それに基づいた研修計画により、外部研修への職員派遣を年間127回、内
部研修を年間19回（いずれも平成30年度実績）行っています。さらに、3つのグループごとにテーマに応じた実践
研究を年間を通じて行い、2月に研究発表を行うなど、職員の資質向上、職業能力の開発に積極的に取り組ん
でいます。一方、外部研修では、重点的に受講しているキャリアアップ研修に偏らず、今、園が課題としてるテー
マに応じた研修の受講も進めたいと考えています。また、非常勤職員や時間外職員の資質向上も目ざしたい意
向です。検討されている研修計画の見直しも含め、さらなる保育の質の向上のため、今後の研修活動への取り
組みに期待します。

○子どもたちが食べるものや健康について、自分で気をつけられるようにしています

　園では食育に力を入れ、子どもたちは稲や夏野菜、じゃが芋、さつま芋などを栽培し、調理して食べています。
また、ヨモギ、フキ、つくしなど、自然の中にあるものを摘んで調理をしています。0歳児からそら豆のさやむきを
し、じゃが芋など食材を見たり触れたりすることで、食材について知識を得ています。3～5歳児は食品カードや三
色図表を使い、栄養士から食品には「熱や力になるもの」「血や肉になるもの」「体の調子を整えるもの」があり、
どの食品がそれにあたり、そうした食品をまんべんなく食べることで健康になることを学んでいます。さらに、毎月
看護師からの「保健の話」で、虫歯や感染症の予防、けがをした時の対応などについて話を聞いて知識を得てい
ます。健康について子どもたちが自分で考え、気をつけられるように保育を行っています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○子ども一人一人としっかり向き合って、個性豊かな子どもの感性をはぐくむ保育を実践しています

　当園は保育理念に「ひとりひとりの伸びゆく個性を尊重し、可能性を信じて、豊かな人間性をもった子どもの育
成に保護者や地域社会と力を合わせる」ことを掲げ、小規模園であることを生かし、全職員が子ども一人一人の
成長、発達、個性を把握して、保育を実践しています。園長をはじめ全職員が子どもの気持ちを受容し、尊重す
ることをとても大切に考えていて、子どもに寄り添い笑顔で穏やかに子どもとかかわる温かみのある保育が提供
されています。子どもの個性が発揮できるように絵画は外部の講師に指導を仰ぎ、子どものイメージが湧き出る
ようなさまざまな素材、用具、玩具などを適切に使えるようにしながら、創造性を豊かにはぐくむように配慮してい
ます。言葉かけも内部研修を実施し保育士のスキルアップに努めています。保育の指導計画も、子どもの成長、
発達に合わせて作成しています。

○子どもたちは外遊びやリズム運動、体操教室などで、元気よく体を動かしています

《今後の取り組みに期待したい点》
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金沢ぴよっこ保育園

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

　園の保育理念に「ひとりひとりの伸びゆく個性を尊重し、可能性を信じて、豊かな人間性をもった子どもの育
成に保護者や地域社会と力を合わせ、乳幼児の福祉を積極的に推進し、併せて地域における家族援助も行
います」と掲げています。子どもの最善の利益を考慮した内容です。また、保育目標は「健康で明るい素直な子
ども」のもと、1.明るくのびのびと思いやりのある子ども、2.友だちと協力して遊ぶことができる子ども、3.健康で
たくましい子ども、4.よく見、よく聞き、思ったことが言え、創造ができる子ども、としています。　園の理念や保育
方針は、玄関や各クラスに掲示し保護者にも周知しています。保育理念や保育方針は職員会議で共通理解を
深め、年間、月間計画案を作成しています。
　全体的な計画は、子どもたちが豊かな人間性を持った人間に成長するよう、情緒的発達、社会的発達、身体
的発達、知的発達のバランスが取れた子どもを目標として作成しています。作成の際には、園長中心に全職
員で検討しています。全体的な計画は、地域や周囲の環境も考慮して作成しています。保育の月間指導計画
の中に地域特性として長時間保育への配慮欄を作成しています。園の周囲には高層住宅があり、園庭が狭い
ため、公園に出かけるなどの外遊びを積極的に取り入れています。園庭開放では地域の方々との交流をして
います。また、地域の行事参加として町内会の夏祭り、餅つき大会へ参加しています。全体的な計画について
は、年度初めの懇談会、入園の際の説明会で園長から保護者全員に説明しています。
　全体的な計画に基づき、年齢ごとに保育の指導計画を作成しています。指導計画の配慮事項欄には、子ど
もの発達に合わせて気をつけて対処していく内容を記載しています。行事や保育を導入する際には、エプロン
シアター、ペープサート、パネルシアター、絵本などを使用して、子どもたちが理解しやすいように説明していま
す。園では可能な限り子どもたちに個別の対応をしています。理解できる子どもには説明し、言葉にできない
子どもには気持ちを汲み取れるよう、じっくり話を聞くようにしています。保育士は子どもたちとの会話の中で、
どんなことに興味があるかを探り指導計画に盛り込み、子どもの状況に合わせて柔軟に対応しています。
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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

　入園に際し、園長、主任が全ての保護者と面接をしています。4月入園の場合には3月の入園説明会で面接
し、子どもの様子も確認しています。入園説明会に参加できない保護者や中途入園の場合には、個別に対応
しています。面接内容は入所時面接票に記録し、子どもの様子とあわせて職員会議で共有しています。入園
前の子どもの様子については、保護者に児童票に記載してもらい把握しています。児童票にはこれまでの生
育歴を記載する欄があります。児童票の内容は面接で保護者に確認し、さらに子どもを育てるうえで気をつけ
てきたこと、大切にしてきたことについて聞き取りをしています。把握した内容は、食事、午睡など日々の保育
に生かしています。
　入園児の短縮保育（慣れ保育）については入園説明会の中で保護者に説明しています。仕事などの都合で
短縮保育の実施が難しい保護者に対しては相談に応じています。タオルやおしゃぶりなど、子どもの心のより
どころとなる物の持ち込みにも対応しています。0、1歳児については、クラス担任の中で個別の担当を決めて
います。保護者には連絡帳を通して子どもの様子を毎日詳しく報告し、子どもの生活が家庭と園で無理なく引
き継がれるようにしています。進級時にはクラス担任のうち一人が持ち上がり、進級時引き継ぎファイルをもと
に引き継ぎを進めます。担任保育士が変わっても、子どもたちが落ち着いて生活し、安定して遊べるように配
慮しています。
　保育の指導計画は子どもの発達、状況に応じて作成しています。月間指導計画では自己評価欄を活用し
て、職員は指導計画の評価、見直しを行い、次月につなげています。計画の評価改定の際は、カリキュラム会
議でクラス会議や乳児会議の記録を用いて職員同士で話し合い、再評価や見直しを行い、子どもの発達や状
況を正確に捉えるようにしています。保護者との情報共有を大切にして、送迎時に園での子どもの様子を話す
など、日ごろから保護者とコミュニケーションをとるように心がけています。保育に対する保護者の要望や意見
が出された時にはカリキュラム会議で検討しています。行事後の保護者アンケートや日ごろの会話なども参考
に、保育の指導計画を作成しています。
　0歳児では、保育士は子どもの表情や喃語に対応し、食事中は「おいしいね」眠そうな時には「眠いね」と声か
けをしています。散歩の際、保育士は咲いている花を見て「きれいだね」、車を見て「ブーブー」と子どもが言うと
「ブーブーね」と答えています。また、おむつを確認し「きれいにしようか」「さっぱりしたね」「気持ちいいね」と声
かけをしながらおむつを交換しています。活動によってはホールに行き、安全を確保しながら広い場所で這っ
たり自由に歩けるようにしています。子どもが手に取れる高さの引き出しにおもちゃを入れ、子どもの成長に合
わせておもちゃの種類を変えています。保護者とは連絡帳で連携を取るほか、登降園時に話をして家庭での
様子を把握するよう努め、離乳食を進めるなど保育に生かしています。
　1、2歳児には、子どもの気持ちに共感し、自分の気持ちを表現できるようにかかわっています。自分でしよう
とする気持ちを大切にしています。着替えの際も発達状況に応じて自分でできるように声かけをして、また、う
まくできない時も応援したりやり方を教えています。家庭での睡眠時間を把握し、体調、食欲などに気をつけて
対応しています。子どもの発達に応じて、フープ、ボール遊び、公園での斜面上りなど、体を使う遊びを楽し
み、雨天時にはホールでピアノに合わせてリズム運動をしています。子ども同士のけんかの際は、保育士は近
くで見守り、必要な時には仲立ちに入っています。
　全体的な計画に沿って指導計画を作成し活動を展開しています。3歳児以上の子どもには、子ども一人一人
が力をつけていくことで集団としての力を発揮できるように活動しています。3歳児から保育士や友達とルール
のある遊び、集団で遊ぶ楽しさを伝えています。4歳児はルールを守って遊ぶことの大切さを理解し、みんなで
一つのものを製作したり、ごっこ遊びをするなど、子どもたちの意見を入れて遊びが発展することの楽しさがわ
かるようにしています。5歳児はやりたい遊びを自分たちで決め、友達と協力して一つのことをやり遂げ達成感
を得られるように活動しています。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を研修で学んだうえで該当す
る活動を確認しながら保育を実施しています。
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　職員は日々の保育の中で保育室、トイレ、廊下などの清掃を行い、園内は清潔に保たれています。また、園
庭は朝夕、園外は用務担当職員が掃除を行っています。全クラスに空気清浄機が設置されています。窓は広
く、採光は十分です。園内の換気は、午睡の前後など決まった時間に行うほか、子どもたちが室内で運動した
後や、匂いを感じた時なども行っています。施設内の温度管理は季節ごとに基準を決めています。各保育室に
設置している温湿度計で温度を測定し、クラス日誌、保健日誌に記録しています。音楽や保育士の声の大きさ
にも配慮しています。ピアノを使用する場合は全ての窓を閉めています。
　沐浴設備があり、子どもが清潔に気持ちよく過ごせるように、夏期や散歩の後で汗をかいた際などに活用し
ています。沐浴設備は毎日清掃しています。使用した場合は、そのつど清掃と消毒を行っています。また、2階
のテラス、屋上には温水シャワーを設置し、子どもが汗をかいた場合にはシャワーを浴びて快適に過ごせるよ
うにしています。衛生管理マニュアルがあり、マニュアルに従って清掃を行っています。シャワーを使用した後
は冷水、デッキブラシで清掃しています。掃除点検表に記録し、清潔状態を確認しています。子どもたちがシャ
ワーを使用した場合には保育日誌に記録し、保護者にも伝えています。
　保育室の一部を背の低いロッカーで区切ったり、ダンボール箱を設置したりして、子どもにとって居心地の良
い空間を作り出しています。0歳児はフロアで食事をした後、畳のスペースで午睡をし、3～5歳児はホールで食
事をし、保育室で午睡をしています。時には子育て支援室（ひまわりの部屋）で食事をすることもあります。ホー
ルで行う歌の集会、食育などの行事には、0～5歳児が参加しています。雨の日には異年齢でリズム遊びを楽
しむだけでなく、1階にある隠れ家のような絵本を読むスペースで、異年齢の子どもたちが自然に触れ合ってい
ます。異年齢交流を行った際には異年齢交流リストに記入し、カリキュラム会議で報告しています。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　3歳未満児には個別の月間指導計画を作成しています。食事や着脱、排泄、友達との関係などを、発達に合
わせて、子どもの様子や、保育士の配慮・援助について記載しています。3歳児以上の子どもについても配慮
を必要とする子どもなど必要に応じて個別の月間指導計画を作成し、前月の様子を踏まえて、健康、人間関
係、言葉など項目別に子どもの様子と保育士の配慮について記載しています。計画は保育カリキュラム会議
で毎月見直すほか、子どもの様子を見ながら随時見直しをしています。保護者には個別の計画について個人
面談や送迎時に説明し、同意を得ています。トイレットトレーニングや箸の使用について、園での様子を連絡帳
などで伝えながら開始時期を検討しています。
　5歳児については、毎年3月10日までには保育所児童保育要録を小学校に送付しています。子どもや家庭の
個別の状況や要望は、定型書式の児童票、健康台帳に保護者に記入してもらっています。児童票は毎年、年
度初めに確認をお願いし把握しています。子どもの成長発達の記録は、経過記録と成長発達曲線を健康台帳
に記載し、ファイルにまとめて事務室に保管し、職員が必要に応じて随時確認できるようにしています。進級時
は前担任が「進級時引き継ぎファイル」を作成し、時間を取って引き継ぎを行っています。転園の際も必要な情
報を転園先に伝達することもあります。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力 A
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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

　特に配慮を必要とする子どもを積極的に受け入れ、それぞれの子どもの個性や特性を把握して、園で落ち着
いて過ごしながら、ほかの子どもたちと、ともに成長していけるよう支援をしています。金沢区の担当者から事
前に受け入れの打診がある時は職員と相談し積極的に受け入れるように努めています。個別のケースについ
て職員会議やカリキュラム会議、クラス会議、乳幼児会議などで話し合い、職員全体で情報を共有していま
す。職員は金沢区や横浜市南部地域療育センターなどの研修に参加し、最新の情報を職員会議で報告してい
ます。また、これらの情報はいつでも確認できるようファイルしています。
　園内は、玄関、トイレ、出入り口の扉はバリアフリーになっています。1階に多目的トイレがあります。障がい
のある子どもが入園した場合には、保護者の同意を得たうえで、医療機関や金沢区のこども家庭支援課、横
浜市南部地域療育センターなどに相談し、助言や情報を得られる体制があります。障がいのある子どもには、
個別指導計画を作成しています。保護者には、障がいのある子どもについて特別に話をすることはありません
が、問い合わせがあった場合には、ゆっくりな発達であることをご理解いただけるようお伝えしています。障が
いのある子どももそのほかの子どももありのままを受け入れ、一緒に学んだり、楽しさを共有したりして、互い
の良さや存在を認め合えるような保育を心がけています。
　虐待防止のためのマニュアル、早期発見チェックシートを整備し、研修で周知しています。虐待の定義の中で
虐待が重大な人権侵害であることを示し、職員全員がそのことを認識したうえで保育に携わっています。虐待
の定義については園長が職員会議で話をし、職員に周知しています。送迎時の様子や毎日の健康観察により
虐待の発見に努め、疑わしい場合は金沢区役所の保健師や児童相談所などに迅速に連絡を取る体制があり
ます。また、職員間で情報を共有しながら様子を見守り、気になる時には保護者に声をかけて相談にのるな
ど、家庭支援により保護者を援助して虐待の予防に努めています。
　食物アレルギーについては、子どものかかりつけ医からアレルギー検査結果と生活管理指導表を提出しても
らったうえで除去食を提供しています。また、アナフィラキシーに対する補助治療剤の対応も行い、職員は研修
も行っています。献立表はアレルギー別にチェックをしたうえで保護者に配付しています。職員は、アレルギー
専門医による研修会や、横浜市のアレルギー研修などに参加し、アレルギーに関する知識や対応法を身につ
け、職員会議、ミーティングで研修内容を共有しています。アレルギー対応食を提供する際には専用トレイを用
い、子どもの名前を表示してはっきり区別できるようにしています。なお、事務室前のメニューケースには当日
のアレルギー対応食を展示しています。
　外国にルーツのある子どもを受け入れ、多文化共生保育を目ざしています。毎年3、4人の子どもを受け入れ
ており、国の文化や保護者の考え方などを尊重し、クラス担任が保護者に相談、確認しながら保育を進めてい
ます。　園では文化の違う国の絵本、紙芝居、歌などで、ほかの国の文化を理解できるように配慮しています。
また、簡単な生活習慣の違いを話すこともあります。漢字がわからない保護者には、連絡帳などをひらがなで
表記して対応していますが、ローマ字を使うこともあります。日本語の理解ができず、意思疎通が困難な場合
には、金沢区役所に依頼して通訳をお願いするなどの対応策があります。

　保護者の要望や苦情について、受付担当者は主任保育士、解決責任者は園長が務めており、入園説明会
でわかりやすく説明しています。玄関に設置の意見箱にも掲示しています。直接苦情を申し立てられる外部の
相談窓口として第三者委員の氏名、連絡先を明記した「重要事項説明書」を配付し、苦情解決制度についての
園内掲示も行っています。保護者との送迎時の会話や意見箱の設置のほか、年度末に実施の保護者アン
ケートや、誕生会、保育参加の際に実施のアンケートなどで保育計画や保育内容の説明を行うとともに、保護
者の要望を積極的にくみ取る努力をしています。　横浜市福祉調整委員会の連絡先も玄関に掲示していま
す。園の行事に第三者委員の方に来ていただき保護者に紹介しています。
　苦情受付マニュアル（流れのポイント）を備え、保護者から要望や苦情があった場合に対応できる仕組みが
整っています。必要に応じて外部の第三者委員を交えて対応できる体制もあります。保護者から要望や苦情
が寄せられた際には、ミーティングや職員会議などで職員に周知し、解決策、対応方法について話し合いま
す。また、要望や苦情についての内容を記録したものはファイルして蓄積、整理しています。苦情や要望はより
良いサービスの向上につなげていく機会となるととらえ、園全体で、できることから改善するよう努めています。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 A
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金沢ぴよっこ保育

評価領域Ⅱ　保育の実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　各保育室には子どもの目線に合った棚に人形やままごとセット、絵本、図鑑などが整理して置いてあります。
手作りおもちゃもあり、子どもたちは年齢に合ったおもちゃや本を自由に取り出して遊んでいます。0～2歳児は
危険がないよう特に配慮しながら、おもちゃを自由に手に取れるようにしています。子どもたちが遊びやすいよ
うに部屋を整頓し、保育室の棚の下に子どもが入れる空間を作り、畳のコーナーを設けたりゴザやロッカーで
コーナーを作って、子どもたちが遊びに集中できるようにしています。朝や夕方の時間には自由に遊べる時間
があり、子どもたちは思い思いに好きな遊びをしています。
　子どもたちは自由に、一人で、また友達と一緒にままごとやブロックでのごっこ遊びや外遊びなどを楽しんで
います。保育士は子どもたちの様子を注意深く見守り、子どもたちの行動や言葉を受け止めて支援をしていま
す。保育士が主導するのではなく、一人の子どもが行っている遊びをほかの子どもに伝え、遊びを共有してさ
らに遊びを広げられるように言葉がけをしている様子が見られました。また子どもの発想を製作に取り入れた
り、「お楽しみ会」で行う劇の内容や役を子どもたちと一緒に考えたりしています。ルールを守って友達と一緒に
遊ぶ楽しさを感じられるように、おにごっこやゲームなどを取り入れ、子どもたちの意見からクラス独自のルー
ルを作ることもあります。
　園庭や屋上で、稲、夏野菜、じゃが芋やさつま芋、チューリップなどを栽培しています。子どもたちは世話をし
ながら植物の成長を感じ、また稲を玄米にしておにぎりにしたり収穫した野菜や芋を調理したりして食べ、
チューリップを卒園式に飾っています。かめ、金魚、蚕、かぶとむし、オタマジャクシなどを飼育して変化していく
様子を観察しています。育てた蚕はまゆをキーホルダーにし、オタマジャクシはかえるになる前に餌が手に入
らないことを話して池に返しています。近くの地域ケアプラザや保育園を訪ね、散歩の際は出会った近隣の方
に挨拶をしながら地域と交流を持っています。公園でヨモギやフキを摘んで食育に生かし、虫取りやドングリ拾
いをして自然に親しんでいます。
　子どもたちが自由に体を動かして表現できるように全園児でリズム遊びを行っています。また3歳児からは毎
月外部講師による絵画教室があり、さまざまな作品を作っています。自由遊びでは子どもたちは色鉛筆、クレ
ヨン、自由画帳、空き箱、裏紙、色画用紙の残りなどを使って自由に作品を作ったり絵や字を書いています。ブ
ロックで作った作品は子どもたちが望めば金曜まで飾っておき、月曜には新しい作品が作れるようにパーツに
戻す約束になっています。5歳児の保育室には自由に使えるキーボードが置いてあります。子どもたちは自由
に歌をうたい、公園では鉄棒を拾った枝でたたいて楽しそうに音を出す子どもがいました。
　子どもの成長に合わせて、自分の気持ちを伝えたり友達の気持ちを理解できるように支援しています。けん
かの際は危険に配慮しながら子ども同士で解決できるように見守り、必要に応じて互いの気持ちや行動を理
解し合えるように仲立ちをしています。言葉をまだ話さない子どもたちには子どもの特徴を把握して未然に防ぐ
よう努めています。異年齢の交流の場として玄関わきの図書コーナーやホールなどがあり、食育やリズム運動
の時間は合同で行い、3～5歳児、1、2歳児は給食を同じ部屋で食べるなど、交流の機会を多く持っています。
保育士は穏やかに話しかけ、保育士に声をかける子どもたちの様子から信頼関係が築けていることがうかが
えます。
　子どもの体力や遊びに合わせて散歩に行き、また夕方の時間帯は園庭で遊んでいます。暑い時期には屋上
やテラスで水遊びをし、園庭で泥んこ遊びをするなど、季節に合わせて屋外活動を取り入れています。屋外活
動の際は後ろにたれのついた帽子をかぶり、テラスや屋上に遮光ネットを張り、汗をかくとこまめにシャワーや
体拭きをして子どもたちの健康に配慮しています。発達段階に応じて全園児がリズム遊びをし、3～5歳児は外
部講師による体操教室で運動をしています。また公園でかけっこを呼びかけたり、鉄棒にぶら下がった子ども
のために数を数えたりして、楽しく運動ができるように支援しています。子どもの既往症や体調に応じて、外で
遊べない子どもは室内で遊ぶようにしています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　保育士は食事の量を子どもに聞いて決め、苦手なものは減らして、完食した満足感を得られるようにしていま
す。嫌いなものを食べられた時には褒め、食が進まない場合はスプーンにまとめるなどの支援をしています
が、無理に勧めることはありません。0歳児からそら豆のさやをむくなど調理に参加し、4、5歳児は配膳を当番
が担当しています。食育には栄養士も参加し、3～5歳児は栽培した野菜や摘んできたヨモギなどを調理して食
べ、三食図表などで食べ物の効果を理解しています。授乳はある程度のリズムを保ちながら欲しがる時は抱っ
こして与え、離乳食は子どもの食べるペースに合わせています。
　食事は旬の食材を使い、色どりに配慮して盛り付けをしています。子どもの日、七夕、ハロウィン、節分、ひな
祭りなどの行事に合わせた特別な食事やデザートを用意して、季節感のある給食を提供しています。また3月
には卒園する5歳児がリクエストしたメニューで献立を組んでいます。食事の場は午睡の場と分けて落ちついて
食べられるようにし、時にはテラスでおやつを食べ、3～5歳児はさまざまな柄のランチョンマットを使用して楽し
く給食を食べています。食材は国産の安全なものを近くの店から購入し、配達時に栄養士が確認しています。
食器は磁器製で子どもの成長に合わせたサイズを用意し、箸は様子を見ながら3歳児の後半から使用してい
ます。
　2週間ごとのサイクルメニューを採用し、月前半の喫食状況を確認して、子どもの食が進まなかった献立は切
り方を変えたり味付けを変えるなどして、月後半の給食作りに生かしています。また、喫食状況について各クラ
スから報告をもらい、次月の献立の参考にしています。会議で話し合うとともに、栄養士が巡回して喫食状況を
確認したり、一緒に食事をする機会を設け、さまざまな観点から検討して「献立振り返りファイル」に記録してい
ます。卒園する5歳児にアンケートを実施して、3月には子どもたちが好きなメニューで献立を決めるなど、子ど
もたちの好みを把握しています。
　乳幼児用献立表は月末に次月分を保護者に配付しています。必要な保護者には離乳食の献立表を渡し、ア
レルギーの子どもについては献立表に保護者からチェックをしてもらい確認を取っています。献立表には主な
材料や月の平均栄養給与量とともに食事についてのアドバイスも載せています。また、その日の献立は玄関
にサンプルを置いて知らせ、レシピをまとめたファイルを保護者がいつでも見られるように図書コーナーに置
き、希望があればコピーを渡しています。レシピのファイルは100枚を超え、盛りつけの様子がわかるようカラー
写真も添えています。給食は誕生会や保育参加の際に、おやつは懇談会の時に試食できるようにしていま
す。
　眠れない子ども、眠くない子どもには布団で静かに過ごして体を休めるように話をし、眠れるように保育士が
ついて背中をトントンしています。また心地よい眠りにつけるよう保育室はカーテンを引いて薄暗くし、寝つくま
で静かな音楽をかけています。SIDS(乳幼児突然死症候群)への対策として、1歳までは5分ごと、1歳から2歳の
誕生日までは10分ごとに呼吸と顔色のチェックをしています。5歳児は就学に向けて1月から午睡をやめ、空き
部屋で習字などをしながら過ごしています。
　園では子どもたち一人一人の排泄のリズムをとらえながら、必要に応じておむつを取り替えています。また活
動の切れ目に、嫌がらない子どもにはトイレに座ってみるよう勧めています。排泄の状況は、連絡帳でていね
いに保護者に知らせ、おむつをぬらさなくなった子どもから保護者と連携を取ってトイレットトレーニングを始め
ています。おもらしをした子どもを叱ったり心を傷つけるような対応をしてはならないことは、会議などで話し
合っています。おもらしをした場合はそっとトイレに行って着替えをし、布団がぬれた場合も子どもたちの目に
触れない場所に干すようにしています。
　保育時間が長い子どもは、人数に合わせて0～2歳児、3～5歳児で一緒に遊ぶようにし、子どもが自由に手
に取れる場所におもちゃを置き、コーナー遊びを取り入れるなど、ゆっくり過ごせるように環境を整えています。
18時30分以降の時間延長サービスを利用する場合は手作りおにぎりなどの間食を、19時30分から20時まで利
用する場合は夕食を提供しています。夕食は昼食とのバランスを考慮したメニューでデザートも付いています。
子どもの状況については担任が「引継ぎノート」で担当保育士に伝え、必要に応じて口頭で保護者に伝えてい
ます。最終時間まで正規職員が一人は残るシフトにして、保護者への連絡は責任を持って行っています。

A
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　「衛生管理マニュアル」があり、環境整備や消毒方法、清掃手順などを明らかにしています。また嘔吐処理、
消毒液の作り方、トイレ掃除などの手順書を作成し、必要な場所に掲示しています。マニュアルは年度末にク
ラスごと、乳児・幼児会議、職員会議などで読み合わせて見直し、時間外勤務の保育士にも周知しています。
また、年1回嘔吐物処理方法の園内研修を行っています。清掃後は「掃除点検表」にチェックして漏れがないよ
うにし、園内は清潔な状態に保たれています。

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】

　「健康管理マニュアル」があり、毎日の子どもの健康状態をていねいな視診などにより把握しています。子ど
もの既往症や予防接種の情報などは健康台帳で把握しています。また「医師の与薬に関する意見書」がある
場合や緊急時の薬などを預かり、職員で情報を共有して対応しています。全園児に連絡帳があり、健康状態
について保護者とていねいな連絡が行われています。また必要に応じて園での様子を口頭で伝えています。
歯が生えてきた段階から歯磨きを行い、2歳児クラスまでは仕上げ磨きも行っています。園には看護師が勤務
しており、子どもの健康管理、保育士への指導や助言、医師との連携、毎月の保健便りの作成などを行ってい
ます。また毎月子どもたちに保健指導を行い、子どもたち自身で健康に気をつけることができるようにしていま
す。
　横浜市の条令に基づく定期的な発育測定、健康診断、歯科健診を行い、既定の時期に尿検査や視聴覚検
査を行っています。園で子どもの健康状態を把握するとともに、診断や健診の結果を保護者に知らせていま
す。健康診断の際は、あらかじめ保護者の質問事項を把握し、医師から返答をもらって保護者に返していま
す。健康診断の結果、子どもの受診を勧めた場合は、その後の経過を嘱託医に伝え、また必要な場合は医師
と連携を取って支援を行っています。
　「感染症マニュアル」には症状や感染経路、予防対策、発生時の対応、登園停止基準などを記載し、厚生省
のガイドラインとともにファイルしています。また「感染症発生時対応フローチャート」を事務所に掲示し、即時に
対応できるようにしています。保護者には「入園のしおり」に登園停止基準や感染症の疑いのある場合の対応
について記載し、入園時や懇談会で説明をしています。保護者の連絡先を把握し、保育中に子どもが発症した
場合、速やかに連絡するとともに、保護者の事情に考慮してお迎えの時間を相談し、時間まで医務室で静かに
過ごすようにしています。感染症が発生した場合は園の玄関に掲示して保護者に注意を促しています。行政か
らの「感染症情報」、嘱託医や金沢区福祉保健センターからの情報を把握し、職員に伝えるとともに保護者に
も掲示して伝えています。

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】

　「安全管理マニュアル」「事故防止・対応マニュアル」があり、災害や不審者、事故、その他安全に関する内容
をマニュアルにまとめています。睡眠時、プール遊び時、食事中の注意点について読み合わせを行い、手順書
やチェック表を作成して確認しています。地震を想定してピアノや大きな棚は固定し、移動できるものは転倒防
止ジェルや滑り止めマットで転倒防止をしています。マニュアルは事故や災害に適切に対応しています。また
事務所に「防災対策救護隊組織編成図」を掲示し、緊急時に備えています。毎月、避難訓練を行い、緊急時の
一斉メール配信訓練、地域の避難場所への避難訓練、消火訓練、引き取り訓練なども行っています。職員は
毎年、救急救命法の園内研修を行っています。
　保護者の緊急連絡先一覧表、地域の医療機関や関係機関の一覧表があり、連絡体制が確立しています。
子どものけがについては、軽傷であっても保護者に報告し、「ケガ記録」に記入しています。事故に至らないヒ
ヤリハットを検討することが、けがや事故の防止に重要と考え、保育室にヒヤリハット報告書を置いていつでも
提出できるようにしています。けがや事故については、ミーティングや職員会議で職員に周知して検討し、危険
な場所にクッション材を貼るなどしています。また、年度末やマニュアル見直し時の参考にしています。
　不審者対応として、門は電気錠、玄関入り口は指紋認証により開錠しています。また、子どもの登降園時に
は職員が門に立っています。園内2か所に非常通報装置があり、直接警察に連絡が届く体制になっています。
不審者情報については金沢警察署や金沢区役所からファックスが届くため、職員に知らせるとともに保護者に
も掲示して伝えています。「不審者対応マニュアル」があり、不審者侵入に対応した防犯訓練も実施していま
す。また毎年、神奈川県くらし安全交通課の防犯教室を行って子どもたちに対応方法を伝えています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　全国保育士倫理綱領や保育理念の読み合わせなどで、職員は子どもの気持ちを受け止め、共感し理解する
保育を心がけることを確認しています。保育士の言葉は、子どもをせかすことなく穏やかで落ち着いており、お
むつを替える際に歩き回る子どもにも、「きれいにしよう」「おいで」などの言葉がけをしながら子どものほうから
来るのを待っています。子どもの名前を「さん」付けで呼ぶようにし、保育士は子どもの気持ちや発言を受け止
め、気持ちを代弁したり友達との間の仲立ちをしています。子どもの人権に配慮し、自尊心を傷つけるような保
育を行ってはならないことは日々の話し合いの中で全職員が認識しています。
　保育室内の押し入れの下、本棚などを利用してコーナーが設けられており、子どもたちはそこで落ち着いて
過ごすことができます。また、一時保育室、図書コーナーなど、友達や保育士の視線を気にせず過ごせる空間
を作っています。事務室にもスペースがあります。おもちゃが用意してあり、保育士、看護師などが子どもを見
守る体制が整っています。　気持ちが落ち着かず、子どもが朝の受け入れ時に泣いてしまうような時には、事
務所で落ち着いてから保育室に向かえるようにしています。子どもがおねしょをした時などには、沐浴室、トイ
レなどで処置を行って布団もほかの子どもに見つからないように干すなど、子どもの気持ちに配慮しています。
トイレにはドアがあり、プライバシーが保たれています。
　どのような情報が個人情報にあたるのか、職員間で確認し全職員が「個人情報保護に関する誓約書」を園に
提出しています。実習生には「実習生受入規定」で、ボランティアには「ボランティア受入規定」で、同様に対応
しています。個人情報保護規定では、個人にかかわる情報が記載された書類（経過記録など）は、園外には持
ち出さないよう規定しています。個人情報の管理方法について保護者には入園時に伝え、了解を得ています。
個人情報が含まれているお知らせを保護者に配付する際は、渡すための個人封筒を用意しています。　個人
情報に関する記録は、施錠できる事務室に保管し、夜間はセキュリティ管理会社に委託して保護しています。
　男女の分け隔てなく保育を行っています。性別に関係なく、「さん」付けで名前を呼ぶようにし、遊びや行事の
役割、持ち物、グループ分けなどを性別で行うことはありません。遊びや行事の役割や順番決めを、男女別に
固定したり決めたりしていません。持ち物や服装なども家庭で用意したものを子どもたちは使っています。出席
簿は生年月日順とし、帽子の色はクラスで色分けしています。職員は、父親、母親の役割を固定的に捉えた話
し方をしないように気をつけています。子どもや保護者に対しても父親、母親の役割を固定せず、父親の育児
参加を促すように努めています。職員が無意識に性差による固定観念で保育をしないよう随時話し合い、「男
の子らしく」「女の子らしく」などの表現についても気をつけるよう話し合っています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　園の基本方針は入園説明会やクラス懇談会で保護者に説明しています。保育理念、保育方針、保育目標、
運営方針は、玄関や保育室に掲示するとともに、入園時に保護者に配付する重要事項説明書(入園のしおり)
やパンフレット、園のホームページに記載しています。また、毎月の園便りや全園児が持っている連絡帳で、子
どもたちの様子を伝えながら園の方針をわかりやすく伝えています。誕生会や保育参加の際、年度末などに
保護者にアンケートを実施して、保育方針が理解されているかどうかを把握しています。
　送迎時には個々の保護者とコミュニケーションを取り、子どもの様子を伝えています。また全園児が連絡帳を
持っており、園での子どもたちの様子や家庭での様子を保護者とていねいに伝え合っています。個人面談は3
日間の日程を設定し、希望する保護者と行っています。また年に2回クラス懇談会を行い、クラス全体の様子
やクラスの目標、子どもたちの成長などについて保護者に伝えています。
　保護者からの相談は随時受け、また保護者の様子を見ながら声をかけて面談を行っています。相談の際は
相談室や一時保育室を利用し、「使用中」のプレートをかけ、また廊下から姿が見えない場所を選んで、落ち着
いて話を聞けるようにしています。相談は基本的には担任が受けますが、園長や主任も助言できるようにして
います。また、相談内容を必要に応じてミーティングや会議で報告して、職員全員で事情を把握したうえで保育
を行うようにしています。相談内容は記録して「個人面談ファイル」にまとめ、時期を置いて様子を聞くなど、継
続して相談を受けられるようにしています。
　毎月、園便りを発行し、クラスの様子や行事予定、お知らせなどを伝えています。また毎月「ほけんだより」も
発行し、子どもたちの健康状態や季節による留意点を伝えています。各クラスでは「クラスノート」を玄関または
クラス前に置いて、毎日その日の保育内容を伝えています。また保育中に制作した作品をクラスに飾り、子ど
もたちが自由に作った作品は持ち帰るようにし、ブロックの作品はしばらく取っておけるようにしています。クラ
スごとの懇談会では月齢・年齢別の発達段階について資料を配付し、保育内容や目的を説明して保護者の理
解を深めています。子どもたちの活動や行事の様子を写真に撮り、毎月掲示して希望者に販売するとともに、
過去の写真はファイルして玄関に置き、保護者が随時見られるようにしています。また年度末の懇談会では写
真をプロジェクターで見せています。
　年間行事予定は3月に次年度分を配付し、懇談会や保護者が参加する行事などの日程を知らせて、保護者
が予定を立てる際の参考にできるようにしています。保育参加は、子ども一人につき1回として、6月から2月ま
での期間に随時受け付けています。給食の試食もできることを知らせて積極的に保護者の受け入れを行って
います。また、年1回、3～5歳児の体操教室の保育参観を行っています。保育参加、懇談会に出席できなかっ
た保護者には、後日個別に対応し、資料を渡して説明をしています。
　卒園式後の謝恩会など、保護者の自主的な活動に場所や備品を提供しています。保護者から学童などのポ
スターの掲示依頼があれば受けています。また依頼があった場合は、保護者の活動に職員が参加していま
す。保護者会はありませんが、保護者とは園長をはじめ職員はコミュニケーションをとるように努め、玄関には
「意見箱」「苦情箱」を置いて保護者の意見を把握しています。また、園行事への協力を呼びかけ、保護者にお
手伝いをお願いして、保護者と職員の連携を図っています。

A
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金沢ぴよっこ保育園

評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

A

　地域の子育て家庭支援として、園や行政のホームページで情報提供に努めるほか、主任児童委員、子育て
グループに行事参加者を募るポスターを郵送して、募集の協力を得ています。また、地域の子育て拠点「とこと
こ」や近隣マンションにポスター掲示をお願いするなど、必要な人に情報が届くよう広報活動に努めています。
さらに育児相談を定期的に受けつけるほか、園庭開放時に来園した保護者に声かけするなど、話しやすい環
境づくりに努め、相談業務に結びつけるよう努めています。地域の方から園の活動に対する理解、協力を得る
ため、町内会長さんに行事への協力依頼の文書を手渡して説明し、会員各家庭に周知していただくよう働きか
けるとともに、園の外にポスター掲示を行っています。
　緊急時の迅速な対応や、連絡事務の効率化のため、行政各部署・機関、医療機関、関係団体などの連絡先
をリスト化し、ラミネート加工して事務室に常備し、職員誰もが使えるようにしています。園長、主任のほか、専
従の地域支援担当者、看護師、栄養士など、担当別に連携先と情報交換を行っています。また、関係会議や
研修などに参加し、日ごろから関係者との顔の見える関係づくりに努めています。夏祭りの前には、近くの交
番にポスターを掲示してもらうとともに、当日は見回りを行ってもらうなど、防犯面で警察の協力を得られるよう
取り組んでいます。町内会の行事に参加するほか、長寿会の方々をお招きし、子どもたちとの交流の機会を
作っています。

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

　地域向けの育児講座や園行事、地域への育児支援活動の参加者にアンケートを行い、園に対する要望など
を把握しています。さらに園庭開放や給食体験などの場で、アドバイザーや職員が気軽に声かけをして、保護
者の困りごとなどを把握するほか、育児相談では保育士、看護師、栄養士が対応し、専門的知見に基づく相談
記録を作成し、職員の間で共有するよう努めています。また、アンケート結果や育児相談の記録は、次回の企
画や、次年度の事業計画を作成する際に参考にしています。町内会連合会での子育て会議や、幼保小教育
交流事業でのブロック研究会に参加し、地域における子育てをテーマとした課題に対して、関係者と協働して
解決に取り組んでいます。
　地域の子育て支援ニーズを踏まえ、職員会議では、子育て家庭や園を取り巻く関係者との交流方法などに
ついて協議しています。具体的には、育児講座や運動会、夏祭り、お店屋さんごっこなどで交流の企画を立
て、目的の趣旨に沿った効果的な方法などを検討し、実践しています。子育て家庭のニーズに対応するため、
一時保育や園庭開放、交流保育を実施しています。さらに地域の子育てグループに絵本や紙芝居、ＣＤなどを
貸し出し、自主的活動の支援に努めています。また、地域支援の一環として、育児講座や行事の製作への参
加、歯磨き・離乳食の指導、給食体験などの機会を設けて、身近な地域の子育て支援施設となるべく努めてい
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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金沢ぴよっこ保育園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園のパンフレットには必要な情報をコンパクトに掲載し、入園のしおりには、園生活に必要な情報を詳細に掲
載するなど、媒体の特性に応じた情報提供に努めています。園のホームページには、一般の方に提供する情
報のほか、在園児の保護者専用ページを設け、対象者に応じた広報活動に努めています。園では情報開示
の趣旨を踏まえ、ホームページで事業報告や決算書などの情報提供に取り組んでいます。また、行政の保育
園紹介サイトを通じて、必要な方に適切に情報が伝えられるよう協力しています。さらに園掲示板に行事や育
児講座の案内を掲示するほか、チラシを作成し、地域の育児拠点「とことこ」や主任児童委員へ配布の依頼を
しています。
　園の見学者には、パンフレットをもとに基本方針、利用条件、保育内容などを説明しています。また、詳細な
情報を得たい方には、入園のしおり（重要事項説明書）も併せて提供し、入園手続きなど必要なことなども説明
しています。全職員が電話での問い合わせに正確に対応できるよう、電話対応用の資料を一括したファイルを
常備し、職員が対応時に参照できるようにしています。見学は子どもたちの活動が観察できる午前を推奨しな
がらも、いつでもできる旨を説明し、希望者の都合に合わせるよう努めています。さらに見学時のやりとりを記
録し、対応や支援の継続性を確保するとともに、園に期待されている内容などは共有し、運営の改善に結びつ
けるよう努めています。

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

　地域との交流を深めるため、夏祭り、敬老の集い、運動会など、さまざまな行事に地域住民を招待していま
す。特に運動会では、未就園児や小学生が参加できる種目を設け、参加者みんなで楽しめるよう配慮していま
す。町会の敬老会は、計画に沿って月1回園に招待し、多世代交流の機会をもっています。散歩時には道行く
人に挨拶し、公園を清掃するなど、地域との良好な関係づくりに努めています。近くの中学校の文化祭に子ど
もたちの作品を展示するほか、中学生の職場体験などへの協力や、5歳児と小学校1年生、5年生（就学時の6
年生）との交流の機会をもち、就学への環境づくりに努めています。地域の自主活動を支援するため、育児
サークルに絵本、紙芝居などの教材を貸し出しています。
　子どもたちは近くの公園に散歩に出かけ、途中で会った方に挨拶をするほか、公園に遊びに来ている親子に
「一緒に遊びましょう」と声かけして、未就園の子どもと交流しています。また、3月には5歳児が花屋に出かけ、
卒園式で使う花を購入するなど、買物体験と商店会の方との交流をしています。5歳児は他園の子どもたちと
のドッジボール大会に参加するほか、近隣の小学校に出かけ学校を案内してもらったり、給食体験をさせても
らっています。さらに1、5年生との交流の機会を持ち、就学後の上級生との関係づくりの機会としています。ま
た、近くの高齢者施設を訪問し、高齢者に歌を披露したり、一緒に折り紙を折るなど、多世代交流の機会をもっ
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

　園の「ボランティア受入規程」には、園児の生活と地域の交流の充実を図ることを目的とすると記載されてい
ます。これを基に「ボランティアされる方へ」という冊子を作成し、受け入れ方針、人権への配慮、守秘義務など
の説明を行っています。さらに職員会議では、受け入れの趣旨、体験者への配慮事項などを周知するほか、
掲示や園便りで保護者に紹介するなど、体験者にとって実りある体験となるよう環境づくりに努めています。受
け入れ担当者は、園長、主任が担い、活動記録は保育日誌や専用ファイルに記録しています。園では、中学
生の総合学習や職業体験、ふれあい活動など、さまざまな体験企画に対して協力するよう努めています。体験
後の感想文やアンケートは職員間で共有し、運営に反映するよう努めています。
　将来の保育を担う人材育成の大切さを踏まえ、園では積極的に実習生を受け入れています。実習を円滑に
行うため、「実習生受入規程」があり、これに基づき「実習生の心得」を作成しています。オリエンテーションで
は、園の方針、人権への配慮、守秘義務の徹底などを説明し、誓約書を提出してもらっています。職員会議で
指導内容、方法などを共有し、保護者には園便り、掲示を通じて周知に努めています。担当は主任が担い、実
習中、実習後には、クラス担任、主任との意見交換を行い、実習生の振り返りと併せて、職員には学びの機会
としています。最終日には園長、主任、リーダー保育士との反省会でまとめを行い、提出された感想文は職員
で共有し、指導の成果などを確認するよう努めています。
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金沢ぴよっこ保育園

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

　子どもの生活に影響を出さないために、可能な限り、年度中の途中退職がないよう、毎年、職員とは労働条
件通知書を交わすようにしています。また、配置については、職員の希望を踏まえながら、経験、能力、バラン
ス、人材育成などを考慮して決定しています。法人独自のキャリアパスでは、階層別に修得目標を示していま
す。同様に年間研修計画では、階層別・職種別に修得目標を示し、園内研修はもとより、園外の研修への職員
参加を積極的に促して、個人の自己研鑽を支援しています。自己評価と目標管理（「〇年度を振り返って」）を
一体的に運用し、目標達成度の評価が行われるなど、個々の職員の資質向上の支援を行っています。
　研修計画の作成担当は主任が担い、前年度の職員の希望を集約するとともに、園が取り組むべき課題など
を勘案して作成しています。園内研修は年19回（平成30年度）開催し、常勤・非常勤とも参加できます。参加で
きなかった職員には同様の研修の機会を別の日に設け、知識、技術を学ぶ機会に差が生じないよう配慮して
います。外部の集合研修には、常勤・非常勤の別なく参加できます。自主性を尊重し、募集に応じて参加者を
募るほか、人数や要件に限定がある場合、園長の指名で派遣しています。平成30年度の派遣実績は127回で
す。受講者は振り返りのため研修報告を作成し、園内研修での発表を通じて共有に努めるとともに、実践に生
かせるか協議を行っています。
　業務マニュアルは、常勤・非常勤ともに配付し、定期的に確認するとともに、必要時に参照するようにしてい
ます。職員と非常勤職員の組み合わせは、標準保育や時間外保育、土曜保育など、さまざまな勤務形態に応
じて、保育の質の低下を招かないようシフト作成に配慮しています。日中の非常勤職員は、常勤職員と同様
に、ミーティングや会議、研修にも参加しています。時間外保育に対応する非常勤職員は、勤務時間帯の関係
で同様の機会はないことから、主任が担当になって、指導と役割の明示、コミュニケーションを密にとるようにし
て、保育水準の維持、向上に努めています。なお、会議や研修の欠席者には、会議録の回覧を通じて、情報
共有にばらつきが生じないよう取り組んでいます。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員の自己評価は、保育日誌、指導計画などに評価欄を設けており、実践を振り返る自己評価を計画的に
行う仕組みが整っています。また、保育計画などの自己評価のほかに、職員は年に一度、自己を振り返る「自
己評価」を行っています。これと保護者アンケートの結果を踏まえ、保育園の自己評価を行い、公表していま
す。また、保護者アンケート結果により改善すべき点があった場合、職員会議で話し合い、改善するよう取り組
んでいます。さらに改善した事例の効果を検証、共有し、標準化を図って質の底上げに努めています。公立園
長OBの理事の日常的な指導のほか、絵画教室の指導者、横浜市南部地域療育センター職員による相談、支
援など、外部の技術指導を受けています。
　保育計画には、目標とねらいに基づき実践を振り返ることができるよう「自己評価」の項目があり、この定型
化した様式に沿って、職員一人一人が自己評価を行っています。日案、週案、月間指導計画に沿って自己評
価は行われ、年間指導計画の振り返り、次期計画への反映など、自己評価を積み上げて、計画や専門性の向
上に取り組んでいます。また、日々の自己評価や、月、期、年間を通じた保育実践の振り返りにあたっては、活
動や結果のみにとらわれず、ありのままの子どもたちを受け止めて、育ちや意欲、成長の過程を大切にしてい
ます。
　日誌の作成を通じて、自己評価の結果を職員同士で話し合い、日々の保育実践の振り返りを行っています。
これを積み上げ、週案、月間指導計画に反映するなど、課題を計画に反映して保育に取り組んでいます。保育
計画などの自己評価、保育士としての自己評価の結果を踏まえ、園として取り組むべき課題を抽出し、この解
決に向けて保育計画の作成に取り組んでいます。保育所の自己評価は、「保育理念」「子どもの発達援助」「保
護者に対する支援」「保育を支える組織的基盤」に分類し、評価を積み上げて園の自己評価としています。ま
た、保育所の自己評価は、年度末に公表し、保護者と共有するようにしています。
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　法人の保育理念や保育方針に基づいたキャリアパス、これに沿った階層別の研修計画が示され、人材育成
に計画的に取り組んでいます。法人では、公正な業績評価、能力の活用、組織の活性化、人材育成を目的に
業績評価制度を運用しています。この制度に沿って、キャリアアップの処遇改善を図るため、主任、園長面談
を通じて、個々人の業績と取り組み姿勢などを評価し、処遇に反映するようにしています。面談では、評価はも
とより、職員の意見や意向を把握することにも努め、業務改善のための基礎資料として活用しています。評価
の仕組みは全職員に示し、同時に評価結果の開示請求と異議申し立てを保障するなど、公平・公正な仕組み
として運用しています。
　法人の「キャリアパス」には階層別の専門性、「職能力層」には役職別の役割や期待水準が示されています。
さらに子どもの状況に応じて、職員が自主的に判断できるよう、職務分担表に基づき権限が委譲され、園長が
最終責任者として位置付けられています。また、これを担保するため法人には「職務権限規程」があり、組織図
をもとに指揮命令系統が明確になっています。さらに組織の活性化と職員のやる気に資するため、「提案活動
実施要項」を定め、職員から業務改善提案を募るほか、アンケートを実施して、結果を踏まえて精査し、業務改
善に取り組んでいます。園長は、給与支給日などには、可能な限り、個人面談を行い、満足度や要望の把握
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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金沢ぴよっこ保育園

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

　職員、また保育士としての心得では、就業規則の服務規程、全国保育士会倫理綱領（以下、綱領）を行動規
範としています。就業規則はいつでも閲覧できるようにしており、綱領は事務室、保育室、玄関に掲示し、日々
の実践で参照できるようにしています。また、園内研修では、綱領の読み合わせを行うほか、他園の不適切な
事例を題材に事例検討を行い、それらの行為を行わないよう啓発に努めています。園では、ホームページにて
事業報告、決算報告の開示を行うとともに、法人では福祉医療機構の社会福祉法人として現況報告を開示し
ています。また、保護者からの情報公開に応じるため、情報公開規定を設置し、対応できる体制をとっていま
す。
　事務、経理、取引などに関するルールや、職務分掌と権限・責任は、管理規定に明文化され、職員に周知さ
れています。事務、経理、取引などや、物品購入、入札の流れ、役割分担表を作成し、事務所に掲示するな
ど、組織としての公正性を担保するよう取り組んでいます。これら事務の公正性を確保し、適切な事業運営を
検証するため、定期的に会計事務所の監査、法人監査を行い、指摘事項は改善するよう取り組んでいます。
　横浜市の「ヨコハマ3Ｒ夢プラン」を踏まえ、法人では「環境マニュアル」を整備し、ゴミ減量・リサイクル、省エ
ネルギーなど、環境配慮に全園で取り組んでいます。具体的には、夏には緑のカーテン事業としてゴーヤを植
えてエコ対策に取り組むほか、エアコンの設定温度を夏は28度以上、冬には20度以下にして保護者にも趣旨
を説明し、理解を得ています。ゴミ減量化のためにごみ処理機を使って堆肥づくりを行うほか、ゴミの分別や自
治会の古紙回収への協力などを行っています。さらに廃材を使っておもちゃを作るなど、リサイクルに取り組ん
でいます。さらに横浜市の環境循環局の職員に来園してもらい、ごみ分別の話や、清掃車の体験乗車などを
通じて、環境教育に取り組んでいます。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　保育理念、基本方針、運営方針、園目標は、園舎内の見やすいところに掲示し、日々の保育実践で職員が
参照するよう取り組んでいます。また、全体的な計画や事業計画、入園のしおりに掲載し、職員に配付するほ
か、職員会議やミーティングの機会に読み合わせを行い、理念などの周知に努めています。さらに職員会議で
は、事例を通じて保育目標と実践の関係を説明し、目標の実現に向けた職員の取り組みを支援しています。
　保護者の意見、要望については、アンケートや日々の連絡帳（乳児、幼児すべて）で把握するとともに、意見
箱を設置することで、直接表明できない要望などを伝える仕組みも整えています。さらに年2回行う懇談会で
は、保護者からの意見を受け止めるとともに、園側からは重要な意思決定の経緯、結果について説明し、理解
を得るよう努めています。園で意思決定する事案は職員会議で職員の意見も踏まえて行い、法人の決定事項
は職員会議で報告しています。テーマ別にグループごとに実践研究を行い、2月に研究発表を行っています。
また、食育計画、保健計画については、看護師、栄養士、保育士など異なる職種がチームを組んで、協議して
作成しています。
　キャリアパスやこれに基づく研修計画には、職員の指導を行う主任クラスの育成プログラムが含まれており、
OJT（職場内研修）を行うとともに、外部の集合研修に該当者を派遣しています。主任は、日々保育に入り、
個々の職員の技術指導を行うとともに、業務状況の把握を行っています。さらに乳児・幼児のリーダーと連携
をとり、その時々の状況に応じ、職員の過重負担の軽減を図るよう努めています。主任は、個々の職員の健康
状態を把握するよう努め、気になる点があると、助言を行うなど、精神的・肉体的に良好な状態で保育に取り
組めるよう配慮しています。主任はカウンセラー研修に参加し、職員に対する心理的支援の技術向上に努め
ています。

A

A
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　横浜市こども青少年局、私立園長会、金沢区公私合同園長会、社会福祉協議会などから、今後の保育園運
営に影響のある保育政策、保育実践、運営管理などの情報提供を受けるほか、研修会、行政説明会などで得
た情報を職員に伝えています。特に今年度は「子ども・子育て支援事業計画」の最終年度であることから、次
期計画にかかわるニーズ調査結果、審議会の動向、計画素案などに関心をもって情報収集し、職員会議で共
有するとともに、政策の方向性を踏まえて、今後、取り組むべき課題について協議を行っています。さらにサー
ビスの質の向上に向けて、職員から改善提案（提案活動による）を受け付け、協議を行い、必要な改善に結び
つけるよう努めています。
　法人では、社会動向の変化に適応できる経営と、地域福祉の向上に資する適切な保育サービスを提供する
ことを目的に、令和元年度を始期とする6年間の中長期計画を作成しています。さらに中長期的展望のもとに、
単年度の事業計画を作成し、事業の計画的な推進に取り組んでいます。研修や施設見学などで得たサービス
実践や運営管理の先進事例の情報をもとに、職員会議では、運営やサービスの新たな仕組みの検討を行って
います。また、次期経営層の候補者を選定し、キャリアパスに応じて必要な研修への派遣、OJTを行うなど、人
材育成に取り組んでいます。公立園長OBの理事、養成校教員の評議員による技術指導を受けるほか、会計
士による運営管理の指導を受けています。
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金沢ぴよっこ保育園

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　訪問時、子どもたちは2台のバギーに乗って散歩に出かけました。子どもは電車が見えると「あーあー」と指さし
ます。保育士がそれを見て「電車だねー」と声をかけ、また車を見かけて「ブーブー」という子どもに「車ね」と答え
ます。赤やピンクの花を見つけ、指さしながら保育士が「きれいだね」と話していました。公園に着くと歩ける子ど
もは自由に走り出しました。歩けない子どもはシートの上でハイハイをしていました。保育士は子どもたちを笑顔
で見守りながら「落ち葉がいっぱいあるね」とか、小さな石を見つけた子どもには「きれいな石だね」と話しかけて
いました。散歩から戻ると手を洗い、おむつを替えてもらいました。保育士がついて一人一人「おててきれいにし
ようね」と腕まくりをしてせっけんを付け、ていねいに洗っていました。おむつ替え時には、おもちゃを持ったままの
子どももいます。「さあ、さっぱりしたね」と子どもに声かけをしていました。準備ができると椅子に座って待ってい
ます。保育士が簡単な手遊び歌をみんなで歌って待っていました。ご飯やおかずをテーブルに並べてくれます。
スプーンも出してあります。テーブル付きのいすに座っている子どももいました。月齢によっては保育士がスプー
ンに乗せて手伝っています。「おいしいね」「もぐもぐごっくん」と子どもたちに話しかけています。子どもたちはお
椀を両手で上手に持って、みそ汁を飲んでいました。

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】

　今日は天気も良く、歩いて10分程の公園までゆっくりと出かけました。出発前には、みんな楽しそうににこにこし
ながら靴下を履いたり帽子をかぶったり準備しています。自分の靴がわかる子どもは自分で履こうとしています。
みんなの準備ができて、出かけました。公園までの道には赤やピンクのきれいな花が咲いていました。子どもた
ちは指さしています。保育士は「赤い花きれいだね」と話しかけています。公園には大きな木があり、落ち葉やど
んぐりがありました。子どもたちはきれいな落ち葉を見つけるとうれしそうに保育士に見せていました。広い公園
の中を自由に走り回っていました。
　給食になるとみんな机に座り、配膳を待ちます。準備ができると小さな手を合わせ「いただきます」をして食べ始
めました。子どもたちはスプーンやフォークを使い、また手づかみで、食事をしていました。昼食後はおむつを替
えてもらったり自分でトイレに座ったりしました。子どもたちは、できる子どもは自分でズボンやパンツを脱ぎ、でき
ない子どもは手伝ってもらっています。順番にトイレに座り、上手にできるとほめてもらい、着替えをしました。自
由遊びの時間には子どもたちはそれぞれ好きなおもちゃで遊んでいます。2人の子どもが本を取るためにもみ合
いになりそうになると、保育士は「順番ね」と声をかけながらさりげなく間に入っていました。ブロック遊びを始めた
子どもたちは保育士と一緒に熱心に遊んでいました。

 
　子どもたちは散歩に行くため、靴を履いて準備をします。なかなか履けない子どもには保育士が「手伝おうか?」
と声をかけますが、いやそうにすると「自分でしたいのね」と見守りながら待っています。みんながそろうと子ども
たちは2人ずつ手をつなぎ、車道側になる子どもの手を保育士がつないで出かけます。公園に着くと、まず保育
士から遊ぶ際の注意を聞き、準備体操をしてから遊び始めます。公園に設置されている足つぼのコーナーを歩
いてみたり、ちょうを追いかけてみたり、公園内を走り回ってみたりしています。保育士が「大きな手みたいなはっ
ぱがあるよ」と声をかけると、「あっちにもっとある」と子どもが答えています。虫を探したり、ドングリを拾って転が
してみたり、落ち葉を集めて料理をしたり、鉄棒にぶら下がったりと、子どもたちは思い思いに遊んでいました。帰
りには子どもたちは「猫ちゃんいないね」「散歩に行っちゃったのかな」などと話をしていました。
　園に戻ると、保育士がトイレに行くよう勧めます。子どもたちはまだ紙パンツやトレーニングパンツですが、一度
トイレに座ってみています。その後給食になり、自分でスプーンを使って上手に食べていました。保育士は少し
残っているおかずをスプーンにまとめて「これで最後」と声をかけたり、「○○ちゃん野菜食べているね、すごい」と
ほめたり、また子どもから「集めるして」と声をかけられて応じたりしています。午睡の際は薄暗くし、寝付けない
子どもは保育士にトントンしてもらいながら寝付いていました。
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【５歳児】

　訪問調査の一日目、4歳児と一緒に1.3キロ先の公園に散歩に出かけます。ハロウィンのため、自分たちで作っ
たマントとマスクを着けています。4歳児と手をつなぎながら、職員の指示に従って、歩き始めました。途中、工場
の前を通ると、交流のある経営者が嬉しそうに声をかけてきます。子どもたちは喜んで近寄り、お話を始めます。
職員に聞くと、いつもの光景のようです。近隣の方との良好な関係がうかがえます。金沢区は小高い山や丘が多
くあり、公園は山の中腹から頂上にかけて広がっています。最初は中腹にある、芝のきれいな少年野球のグラン
ドに入りました。子どもたちはベンチにマントとマスクを置きます。一人の職員が子どもたちを集め、注意事項を説
明します。もう一人の職員はその様子を見守っています。そしてもう一人の職員は、グランドを回り、危険がない
かを確認しています。確認が終わると、合図をして自由遊びの開始です。土手をかける子、こおりおにをする子、
落ち葉を集める子、思いのまま自由に遊んでいます。一人の子が枝を持ってきました。職員は遊びに使っていい
のは「腕の長さの棒」と、手を広げて長さを示します。その子は気に入った枝を拾い、手を広げて長さを測り、ちょ
うど良い枝を見つけていました。少しすると、職員は子どもたちを集め、頂上の公園に移動することを説明しま
す。階段を登って頂上に着くと、そこは芝生の緑がきれいな広場です。「リスだ」と子どもの指をさす方向を見る
と、木を登るリスがいました。自然豊かな公園で子どもたちは自由に遊んでいます。

  訪問調査の一日目、5歳児と一緒に散歩に出かけます。当日はハロウィンです。子どもたちは工作で作ったマ
ントとマスク（頭に被る）を着けています。園を出ると交通量の多い国道のため、職員は散歩中の注意事項をてい
ねいに説明します。職員は3人で、列の先頭に一人、中盤に一人、最後尾に一人の配置です。子どもたちは5歳
児と4歳児が手をつなぎます。行き先は1.3キロ先の公園です。体づくりのためにも、歩行距離の長い遠くの公園
に頻繁に出かけています。歩道を歩いていると、近所の方が自転車に乗って走ってきます。職員の指示で、子ど
もたちは手をつなぎながら、一列になって道を譲り、自転車が行き去るのを待ちます。自転車の方は「ありがとう」
と挨拶をし、子どもたちは「こんにちは」「ハッピーハロウィン」と挨拶を返します。少し歩くと、交差点の横断歩道
に着きました。いったん停止して、先頭を行く職員は、車が来ないのを確認したうえで、子どもたちを誘導します。
職員は前方の道路状況、後方の子どもたちの様子を確認しながら横断歩道を渡り、子どもたちは空いている手
を上げて渡ります。中盤の職員は少し前に出て、横断歩道の真ん中に立ち、持参した黄色い旗を大きく振りなが
ら、子どもたちを見守っています。最後尾の職員が近づくと、急いで前に行き、全員が渡るのを見守ります。職員
に聞くと、5月の他県で起きた交通事故後、対策として行っているようです。横断歩道では同様に一連の行動を
とっています。公園まであと少し、子どもたちは元気に歩いています。

【３歳児】

【4歳児】

 　観察日は近隣の公園へ散歩に出かけました。門の前に整列し、子ども同士2人で、また保育士と手をつないで
出発です。子どもたちは賑やかに話をしながら、10分ほどで広場のある公園に着きました。まず保育士から公園
での注意点を聞き、ほかの保育士が安全確認を行ってから遊び始めます。子どもたちは50メートルほど先のベ
ンチまで走って行って戻ってきたり、ベンチを電車に見立てて遊んだり、ドングリや落ち葉を拾ってみたりと、それ
ぞれ好きな遊びをしていました。「先生、おにごっこしよう」という子どもたちの声に応えて、保育士は、おにごっこ
を始め、また「こおりおに」という声に合わせて、わからない子どもにルールを説明しながら遊びに加わっていまし
た。0歳児のクラスが同じ公園に遊びに来ると、子どもたちはそばに寄っていき、持っていた落ち葉を渡したり話し
かけたりしていました。1時間ほど遊んだ後、お茶を飲んで帰りました。
　園に戻ると、子どもたちは保育士に見守られながら上手に一人で手洗いやトイレをすませ、テーブルについて
給食を待っていました。保育士が絵本を読み始めると、子どもたちはみんなで呼びかけのセリフを言いながら熱
心に聞いていました。給食はホールで4、5歳児と並んで食べます。クラスごとに給食がそろうと「いただきます」を
して食べ始めます。3歳児は賑やかに話をしながらスプーンで上手に食べ、おかわりをする子どももたくさんいま
した。
　食べ終わった子どもから歯磨きをし、パジャマに着替えて午睡の時間まで思い思いに遊んでいました。
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金沢ぴよっこ保育園

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：

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）

55.9% 26.5% 17.6% 0.0% 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

61.8% 32.4% 5.9% 0.0% 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

61.8% 29.4% 2.9% 0.0% 5.9% 0.0%

その他： 「面接はありませんでした。書面のみ」というコメントがありました。

③園の目標や方針についての説明に
は

70.6% 26.5% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

2.9%

その他： 「見学していない」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

61.8% 35.3% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

①見学の受け入れについては
70.6% 17.6% 0.0% 0.0% 8.8%

その他：

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： 56 回収数： 34 回収率： 60.7%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が20人（58.8%）、「どちらかといえば満足」が
12人（35.3%）で合計32人（94.1%）でした。

　自由意見には、「子どもの気持ちを第一に考え、のびのびと過ごせるよう環境を整えようとし
てくれています」「保育士の方々が皆優しく子どもに接しています」「施設の作り、環境、立地
も利用しやすく、安全面でも配慮していただいていると感じます。柔軟な対応にも助かっていま
す」「個人的な相談についても親身になってくれます」「保育士の情報伝達が早く、安心して子
どもを預けられます」「おやつも手作りです」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遊び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」で100.0%、「問4生活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」「問4生活⑥ お子さんの体調への気配りについて
は」「問5③ 外部からの不審者侵入を防ぐ対策については」他4項目で97.1%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

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

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

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

無回答

38.2% 55.9% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0%

68.8% 31.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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
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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

55.9% 35.3% 5.9% 2.9% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「おむつはずしをしていません」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

67.6% 29.4% 2.9% 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

38.2% 23.5% 5.9% 2.9% 29.4%

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

50.0% 32.4% 2.9% 8.8% 5.9% 0.0%

その他： 「日々どのくらい昼寝や休憩しているのか知りません」というコメントがありました。

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

67.6% 29.4% 2.9% 0.0% 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

79.4% 17.6% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
73.5% 20.6% 5.9% 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

64.7% 32.4% 0.0% 0.0% 2.9% 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

55.9% 38.2% 5.9% 0.0% 0.0%

その他： 「遊びを通じて健康づくりをしているのか知りません」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

76.5% 23.5% 0.0% 0.0% 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）

61.8% 32.4% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0%

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

58.8% 35.3% 5.9% 0.0% 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）

50.0% 35.3% 11.8% 0.0% 2.9%

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： 「まだ何ともいえません」というコメントがありました。

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

32.4% 47.1% 8.8% 5.9% 5.9% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

61.8% 35.3% 2.9% 0.0% 0.0%

その他： 「よくわかりません」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

「今までそういう機会がありませんが、悪くはないと思います」というコメントがありま
した。

その他： 「相談しようと思う先生がいません」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

52.9% 26.5% 8.8% 2.9% 8.8% 0.0%

その他：

0.0%

その他：
「病院へかかる時は電話連絡があるようだが、病院程ではない傷は少し連絡不足
に感じます」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
50.0% 32.4% 11.8% 2.9% 2.9% 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

44.1% 41.2% 8.8% 2.9% 2.9%

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

35.3% 32.4% 29.4% 0.0% 2.9% 0.0%

その他： 「何もない時があります」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

50.0% 38.2% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「何とも思いません」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

47.1% 41.2% 5.9% 5.9% 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

44.1% 32.4% 14.7% 5.9% 2.9%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

67.6% 29.4% 2.9% 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

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

44.1% 38.2% 11.8% 2.9% 2.9% 0.0%

その他：
「ボードに記入はあるが、気を付けていないと見忘れてしまいます」というコメントが
ありました。

0.0%

その他： 「園庭が狭いです」というコメントがありました。

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

55.9% 26.5% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
44.1% 32.4% 17.6% 0.0% 5.9%

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

35.3% 5.9% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「特にありません」というコメントがありました。

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

58.8%

⑤意見や要望への対応については

38.2% 44.1% 8.8% 5.9% 2.9%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

47.1% 41.2% 8.8% 2.9% 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

38.2% 35.3% 0.0% 0.0% 26.5% 0.0%

その他：
「説明会で対応についての話はありましたが、実際に見ていないので不明です」と
いうコメントがありました。

0.0%

その他：
「先生によって違います。大体の先生には大切にされています」というコメントがあ
りました。

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

58.8% 35.3% 5.9% 0.0% 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

55.9% 29.4% 5.9% 0.0% 8.8%

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



 

25

事業者からの意見

第三者評価を受けて

　３回目の第三者評価受審となり、今回は長年勤めている職員と新しい職員でチームを組み、
話し合いの時間を持ち、確認をしてきました。様々の方面から園のマニュアル等を見直した
り、学び合うことで共通理解を深めしっかりと取り組むことが出来ました。
　今後は、良い点は更に向上しつつ課題となる点は全職員で話し合い、1人1人の子どもが安心
して自己を発揮できるような家庭的な環境を整えていければと考えております。
　最後になりますが、お忙しい中、アンケートのご協力頂きました保護者の皆様、及び学研
データサービスの皆様、心よりお礼申し上げます。
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