
令和1年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪基本情報≫ 

 

対象事業所名 横浜市並木保育園 

経営主体(法人等) 横浜市 

対象サービス 認可保育所 

設立年月日 昭和 53 年 8 月 1 日 

定員（利用人数） 124 名（124 名） 

事業所住所等 横浜市金沢区並木 1-4-4 ／ 電話番号 045-774-0345 

職員数 常勤職員 20 名 ・ 非常勤職員 8 名 

評価実施年月日 令和 1 年 10 月 15 日・24 日 

第三者評価受審回数 ５回（平成 28 年度実施） 

実施評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜実施方法＞ 

 

評価項目 横浜市版 

自己評価実施 

 

期間：令和 1 年 6 月 18 日～令和 1 年 8 月 30 日 

職員全員が評価項目をチェックし、その後全体で確認し回答。 

利用者アンケート 期間：令和 1 年 7 月 29 日～令和 1 年 9 月 17 日 

各自、郵送で回答。 

利用者本人調査 

 

0 歳～5 歳児対象に 1 日の生活を通して観察を行い、園生活、食事、遊び等を

場面観察から考察をまとめた。 

 

 ＜並木保育園の保育方針＞ 

● 一人一人の子どもを大切にし、健やかな育ちを支えます。 

● 保護者と信頼関係を築きながら、共に子育てを応援していきます。 

● 地域の人との関わりを大切にしながら、子育てを応援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜現在取り組んでいる点＞ 

● 一人一人の子どもが主体的に活動できる保育を行っています。 

● 園庭開放、一時保育など地域の子育て支援を積極的に行っています。 

● 異年齢グループを作り、日々の保育の中で交流を深めています。 



 

≪総合評価≫ 

 

●横浜市並木保育園の立地・概要 

横浜市並木保育園は、横浜市の公立保育園として1978年に開園し、生後6ヶ月から就学前までの子どもを預

かり、定員124名の大規模保育園です。横浜市並木保育園は、京浜急行線京急富岡駅から徒歩17分、また、

シーサイドライン並木北駅から徒歩７分程度、大きな団地が立ち並び、豊かな緑に囲まれた環境の中に位

置しています。この街は、1967年に金沢シーサイドタウンとして横浜市が街を構成する景観構成や環境構

成、街空間を計画・設計し、並木道路、緑地、公園や小学校、中学校があり、永続性、公共性、環境性が

整備されています。園舎は鉄筋コンクリート2階建ての建物で、日当たりの良い設計がされており、園庭は

広く、プール、砂場、鉄棒、すべり台、ジャングルジム、タイヤ等の遊具が揃い、子どもたちはのびのび

と遊べる環境が整っています。また、園庭周辺には菜園や花壇が設けられ、桜、さつき、アジサイ、椎の

木等の木々が植栽され、土・自然に触れ、四季折々をふんだんに感じながら子どもたちは健やかに育まれ

ています。 

 

●横浜市並木保育園の保育の方針 

理念として、「子ども一人一人が『現在を最もよく生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を培う』ことが

できるよう、保育していきます。」と掲げています。園目標は、「みとめあい 育ちあう 笑顔あふれる保

育園」とし、「未来を担う子どもたちの健やかな成長を願って、未来への可能性を秘めたかけがえのない子

どもたち、その子どもたちが周りの人々から愛され、日々の生活や遊びの中で心に響く多くの体験を積み

重ねることが人間形成の基盤を培います。」「その大切な時期の子どもたちをお預かりする保育園は、一人

一人がより良い一日を過ごせるように援助します。」「人や物や自然に大きな愛情を持ち、自信を持って生

きていけるように保育します。」を使命とし、実践しています。横浜市並木保育園では、通常保育（短時間・

標準時間）の他、延長保育、障害児保育、一時保育、地域子育て支援事業を実施し、家庭への支援、家庭

の育児力・地域の育児力を育む環境作りに取り組んでいます。 

 

 

≪特に評価の高い点≫ 

 

１．【一人一人の子どもの主体的な活動を促し、「生涯にわたる生きる力」を育む保育】 

●子どもたちに望まれる資質・能力は、「知識・技能の基礎」、「思考力・判断・表現力の基礎」、「学びに向

かう力・人間性」の３つと言われ、これらは日々の保育の活動の中で育まれ、さらに就学へと伸びていく

資質です。「生涯にわたる生きる力」は、子どもの主体的な活動から育まれて行き、横浜市並木保育園では、

「一人ひとりの子どもが主体的に活動できる保育を行っています。」を挙げて取り組んでいます。具体的に

は、全体的な計画において「5歳児のねらい」の内容に、「身近な環境に好奇心や探求心を持って関り、生

活や遊びに取り入れて楽しむ」とあり、順次月案、週案、日案に移行して保育に当たっています。クラス

ノートには、〝4月、近くの広場の川でザリガニがたくさん捕れることを聞いて、ザリガニ釣に行きました。

ところが全く釣れず、何とか1匹釣りました。しかし、ハサミが片方しか無い。それでも子どもは自分たち

で飼いたいと思い、ザリガニの飼い方を本で調べて飼い始め、翌日から登園時の楽しみになりました。″

と記載され、6月には、〝ザリガニは保護者からの提供もあって4匹になり、その内3匹がそろって脱皮して

いました。子どもたちは図鑑を見て「これだ！」と言って見比べていました。ザリガニさんも衣替えをし

たのでしょうか？″と子どもと共に楽しみながら観察する情景が記録されていました。記録から子どもの



成長・気づきが見えるクラスノートであり、「生涯にわたる生きる力」はやらされるのではなく、自分で興

味を持ち、やってみて・考え、次へと関心がつながっていく過程を大切にしている様子がうかがえます。

横浜市並木保育園の保育では、一人一人の子どもが主体的に活動できる保育を実践しています。 

 

２．【身体能力と脳の発達を促すリズムを取り入れた保育】 

●横浜市並木保育園では、幼児の設定保育にリズムを取り入れています。リズムでは、全身を使って飛び

跳ねたり、走ったり、しゃがんだり・立ったりと、様々な動きから体力作りと体のしなやかさ等、基本的

な身体能力を身に付けています。体を動かすことにより、脳にも刺激が伝わり神経回路への発達を促しま

す。子どもたちは音楽に合わせてリズムをとり、自己表現力を培い、他人とリズムを合わせる活動により

協調性や社会性を育み、何よりみんなと一緒に楽しみを共有し、子どもたちの表情は輝いています。また、

子どもたちは周囲と合わせるよう音楽をよく聞き、保育士の動きをしっかりと観察する等、自然と集中力

が養われています。 

 

３．【子どもの発達過程に相応しい保育の実践】 

●横浜市並木保育園では、全体的な計画、年間指導計画、月間指導計画、週・日案の作成の他に、「育ち

の目安と配慮」を作成しています。内容は、子どもの生活全体・睡眠・食事・排泄・清潔について、生後

6 ヶ月～5 歳児に対応するそれぞれの育ちの目安と、対応する保育士の配慮事項が整理されています。例え

ば、生活全体の項目では、月齢 6 ヶ月の子どもの目安は「食事睡眠のリズムが整う」、配慮は「一人一人

の発達に合わせて保育する中でクラス全体として生活の流れを作っていけるようにする」が設けられ、5

歳児の食事の仕方では、目安は「主食副菜を交互に食べる」「終わりの時間を気にして食べる」、配慮は

「姿勢や食事時間を意識できるように声をかけ、可視化する」等、子どもの発達過程に応じて発達の目安

とその子どもに対する保育士の配慮事項が簡潔に表示されています。月齢 6 ヵ月の子どもは、生まれて初

めての保育園生活が始まり、保育者との信頼関係を構築した生活を過ごし、5 歳児は就学に向けた保育園

生活となります。「育ちの目安と配慮」は、担当保育士にわかりやすく整理されており、とても良い保育

につながっています。また、保護者においても安心して子どもを保育園に預けられるものとなっています。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

 

1. 【新保育所保育指針に関するさらなる理解について】ああああああああ 

●新保育所保育指針には、従来の保育に加えて教育的な側面が加味されました。保育の中で遊びを通して

教育的要素も取り入れていくということは、従来の保育の考え方に大きな変更となります。従来において

も保育の中で自分の名前が書ける、数を数えられるようになる育成、教育をしていましたが、カリキュラ

ムとして体系的に「教える」形では行っていませんでした。新保育所保育指針では「遊びの中で」と示さ

れていますが、保育の在り方として再構築の必要性があると思われます。幼保の一体的な推進に併せて厚

生労働省はもとより、文部科学省、内閣府の意向を踏まえた保育の見直しの検討が必要になると思われ、

情報の収集と対応に期待しています。 

 

 

 

 

 



横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

第三者評価受審施設 横浜市並木保育園 

評価年度 令和１年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜評価領域＞ 

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

Ⅳ 開かれた運営 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 Ⅵ 経営管理 

 

評価領域Ⅰ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類１－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育の理念は、「子ども一人一人が『現在を最もよく生き望ましい未来を作り出す力の基礎を培う』こと

ができるよう保育します。」と謳い、園目標は「みとめあい 育ちあう 笑顔あふれる保育園」を掲げてい

ます。各クラス、正面玄関、事務室に保育理念・保育方針・園目標・保育姿勢・児童憲章を掲示し、職員

に対しては携帯できるカードを配付し、保護者には入園時、懇談会等で周知しています。また、理念・基

本方針に沿って保育計画等を策定して実践につなげています。横浜市並木保育園では、一人一人の子ども

が主体的に活動できるよう保育に当たり、「やる気・意欲・粘り強さ・探求していく力」が身に付くよう日々

心がけています。 

 

●全体的な計画は、保育・教育目標、養護、教育、食育等について年齢ごとに作成し、育みたい資質・能

力の 3 本柱、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 10 項目や、園周辺の定住型のコミュニティとなってい

る地域との関り等についても盛り込んでいます。全体的な計画の策定については、クラスごとに話し合い、

全職員が参加して作成しています。保護者に対しては、入園時や懇談会（年 2 回）でわかりやすく説明し、

各クラスのファイルに綴じていつでも閲覧できるようにしています。 

ああああ        

●年間、月間の指導計画、週・日案等は、クラス担任間にてミーティング等で話し合い、全体的な計画に

基づいて各年齢の子どもの成長・発達を考慮し、普段の仕草や表情から子どもの気持ちの動きを汲み取る

よう配慮し、子どもの自主性を尊重して作成しています。 

 

 

 

 

 

 



評価分類１－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●入園説明会(入園前)では、入園前記入表を基に保護者との面談を行い、コミュニケーションを図りなが

ら成育歴、家庭での状況、健康状態等を丁寧に聞き取り、把握した情報は担任間で共有し、保育に生かし

ています。子どもの健康面に関しては、会議やミーティングで職員に周知し、共通認識を図っています。

また、児童票、児童健康台帳、その他の入園前記入表は、保育や指導計画の作成に生かしています。 

 

●短縮保育については、年齢、子どもの様子、家庭・就労状況等に応じて柔軟な対応に努め、1～4日間を

目安に実施し、利用開始後は園の生活環境に慣れるよう個別に配慮しながら徐々に保育時間を長くして進

める等、子どもに負担がないよう配慮しています。新入園児については、子どもが安心して過ごせるよう、

ミーティング等で子どもの様子・状況を共有し、他保育士がサポートしながら子どもたちの不安軽減に努

めています。また、職員間で協力体制を整え、子ども一人一人の気持ちを尊重して保育に当たり、子ども

が落ち着ける場所やお気に入りのもの、夢中になれる玩具等を知り、安心して過ごせるよう配慮していま

す。乳児については、子どもの1日の生活状況を家庭と共有し、なるべく同じ保育士が対応するように考慮

に努め、在園児については、落ち着いて過ごせる場所を用意して子どもが慣れている保育士が関わるよう

配慮しています。 

 

●個別指導計画は、月齢に配慮して０歳～２歳児の乳児に作成し、幼児については各クラスの指導計画に

個別配慮の欄を設け、気になる子どもの様子や特記事項の記録をしています。指導計画は、保護者の意向

等を踏まえて作成しています。離乳食は、家庭の様子を聞き取りながら進め、おむつからパンツの移行に

ついては家庭の様子や保護者の意向を聞きながら進めています。5 歳児は就学に向けて、ハンカチの使い

方や靴の脱ぎ履き、立ったままズボンを穿けるようになるなど、基本的生活習慣が身に付けられるように

しています。 

 

●乳児保育については緩やかな担当制を採用し、フリーの乳児担当を配置し、子どもが安心できるように

しています。子ども一人一人の生理的・心理的欲求をしっかり受け止め、這う、立つ、歩くなど変化が大

きい時代を踏まえ、発育に応じて身体を動かせるコーナーや絵本コーナーを設定する等、保育環境を整え

ています。また、発達や興味・関心に応じて玩具の入れ替えを行い、棚の側面を利用して遊べるように工

夫しています。園では、０歳児は高月齢と低月齢の子どもの過ごし方を工夫する等、一人一人の発達に応

じて遊べるようにしています。保護者との連携は、連絡帳で睡眠、食事、排泄等の情報交換を密に行い、

他、個人面談を通して連携を図っています。 

 

●３歳以上児の保育については、一人遊びも大切にしながら時期々に応じた遊びを取り入れ、個々の遊び

から友達とのやりとりが生まれるように援助しています。4歳児は、集団遊びを通して友だちと一緒に行動

することが楽しいと思えるように支援し、5歳児はリレー、ドッジボール、行事への取り組み、グループ活

動、当番活動等、集団活動を行えるように指導しています。保育では、子ども自身で玩具の出し入れでき

るように環境を工夫し、自分でやろうとする気持ちにつなげています。園では、「幼児期の終わりまでに育

ってほしい10の姿」を意識しながら生活や遊びを進め、興味・関心を深め、遊びが発展していくよう導い



ています。 

また、3歳～5 歳児でグループを作り、散歩・運動会・リズム遊び等の活動を通して相乗ある成長過程を育

んでいます。 

 

評価分類１－３ 快適な施設環境の確保 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園舎周りや園庭の整備を定期的に実施し、落ち葉や砂の溜まる側溝の清掃や排水溝も定期的に点検・清

掃を行い、脱臭剤の設置やパイプ洗浄剤を使用する等、園舎周りにも常に清潔さを意識して環境に配慮し

ています。保育室、トイレ、廊下他設備は、環境整備チェック表を基に清掃を行い、定期的にエアコンフ

ィルター、加湿器ホルダー、トイレの換気扇等の掃除を行い、玩具の消毒も常に清潔に保っています。保

育室は南側に配置されており、窓際に物の設置を控え、陽光が遮られないようにしています。また、温湿

度計を設置して随時確認を行い、自然換気を適宜行いながら快適に過ごせる保育環境の整備に努めていま

す。 

 

●乳児保育室に沐浴室を設備し、温水シャワーは乳・幼児のトイレに設置されており、汗をかいた時や必

要に応じて排泄時にシャワーを活用しています。また、園庭とプールにも温水シャワーを備え、水遊びや

プール後にシャワーを使用して体の清潔を保持し、使用後は消毒を行い、清掃の点検表・手順表に沿って

清掃を実施しています。 

 

●各保育室には年齢や発達に応じた絵本や玩具が子どもの手の届く位置に用意され、子どもたちが遊び込

めるようコーナーを常設し、落ち着いて遊べる環境を整えています。乳児クラスは一人一人の遊びを保障

し、遊びを選択できるよう棚の配置を工夫してコーナーを設け、おひさまルームを活用する等、小集団で

遊べるようにしています。寝食については、乳児は保育室内に食事・寝る場所を分離して確保し、３歳・4

歳児はホールで一緒に午睡を行い、食事は各保育室で摂り、寝食を完全に分けています。５歳児は、食事

と午睡の時間に配慮し、時間が重ならないようにしています。異年齢の交流では、5 歳児保育室とホール

との間仕切りは可動式のスライド式扉になっており、集会やリズム等を行い、異年齢で触れ合う活動を行

っています。また、数人グループで他のクラスに遊びに行く機会を設け、年長児は年下のクラスにお手伝

いに行き、年度末には給食を異年齢で食べる等、異年齢で共有する時間を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

評価分類１－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●３歳未満児および、幼児の特別な配慮を要する子どもについては個別指導計画を作成しています。個別

に配慮を要する子どもについては、月間指導計画に記載をして配慮しています。保護者とは密に連携を図

り、個人面談で園での様子や対応について伝え、意向等は個別計画に反映し、柔軟に変更・見直しをする

ようにしています。また、カリキュラム会議やミーティングでケース討議を行い、子どもの様子の情報共

有を図って支援方法を話し合い、共通理解の下、保育に当たっています。 

 

●入園後の予防接種や病気の記録、健康診断・身体測定の結果については児童健康台帳に記載し、個別の

子どもの様子、状況、気になること等は経過記録に記録しています。児童健康台帳、経過記録は、子ども

の家庭の状況・要望等を記録した児童票と共に事務室の書棚に保管・管理を行い、全職員が情報を共有し

て保育に当たる他、進級時の申し送りにも使用しています。就学の際は、保育所児童保育要録を各就学先

に送付する等、就学先と密に連携を図っています。 

 

評価分類１－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●横浜市並木保育園は、配慮を要する子どもの受け入れを行っています。配慮を要する子どもについては、

個別のケースに関して保育会議の中でケース会議を行い、配慮事項や対応を話し合い、各クラスの月間指

導計画の個別配慮欄に記録し、個別日誌にも記載するようにしています。子ども一人一人の状況はカリキ

ュラム会議、ミーティングで確認し合い、職員間で共有を図り、統一した対応を心がけています。職員は、

要配慮児に係わる研修に参加し、研修内容は会議等で報告し、職員間で知識の共有化を図っています。 

 

●障害児保育の環境整備では、建物の構造を考慮して階段に手すりを設置し、保育室の出入口には牛乳パ

ックで作成した台を置く等、段差をなくす工夫をしています。また、トイレの床はドライ方式に改修が行

われています。専門機関、行政や横浜市南部地域療育センターと連携を図り、年 2 回、巡回訪問を受け、

指導・助言を得られる態勢を整えています。障害を持つ子どもについては、障害の特性を考慮した個別指

導計画を立案し、職員は障害児保育について学び合いながら保育に当たっています。対応については、特

性に応じて子どもの椅子やテーブルにひじ掛けやテーブルの高さを調節する等、工夫を行い、座位の持続

が難しい子どもに対しては、滑り止めのマットを椅子に敷いて安定が図れるよう配慮しています。 

 

 

 

 



●虐待防止マニュアルを作成し、全職員に周知しています。虐待の定義については会議で取り上げ、周知

を図り、外部研修に参加して理解を深めるよう努めています。送迎時には保護者に声をかけ、小さな変化

の「気づき」に努め、子どもの健康状況を確認する等、早期発見に努め、気づいた事柄は随時、職員間で

情報を共有しています。また、毎日の健康状態を保育日誌やミーティングノートに記録して変化を捉えら

れるよう意識に努めています。虐待が疑われる場合は、写真に収め、個別に記録するようにし、速やかに

金沢区役所保健センターの保健師と連携し、必要に応じて外部機関に相談する体制を整えています。また、

家庭支援の必要な保護者には面談や相談に応じる等、継続的に見守りを行い、虐待の予防に努めています。 

 

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

ニュアル」に沿って、かかりつけ医の指示を基にアレルギー疾患生活管理指導票(主治医記入)に沿って適

切に対応を行っています。保護者とは密に連携を図り、毎月、献立表を基に保護者、保育士、調理担当職

員、園長で個別に献立会議の機会を設けて確認し合い、除去食の提供の仕方や対応の確認をしています。

給食では、色違いの専用食器を用い、名札を活用して個別配膳と複数職員で声掛け確認を徹底し、誤配膳、

誤食がないよう努めています。職員は食物アレルギー研修に参加して園内で研修発表を行い、職員間で知

識を深めています。 

 

●文化が異なる外国籍の子どもへの対応では、受け入れの際に保護者と話し合い、生活習慣や考え方の違

いを理解し、園生活をスムーズに送れるよう配慮しています。外国籍に係わる保護者には、お便りや園だ

より等にはルビを振り、絵本や写真等を活用しながらコミュニケーションが取れるよう配慮しています。

意思疎通が困難な場合については、ボランティアや区役所経由で通訳等を依頼する等、対応策を講じてい

ます。宗教食については、必要に応じて除去等の対応をしています。また、日本の習慣を強制することが

ないよう全職員で配慮事項を確認しています。 

 

評価分類１－６ 苦情解決体制 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保護者からの苦情などに関しては、園のしおり（重要事項説明書）に「苦情解決制度について」を明示

し、苦情・相談の窓口担当者を明記して入園説明会でも説明しています。苦情受付担当者は園長、主任、

担任とし、苦情解決責任者を園長と定め、重要事項説明書にも記載しています。要望や意見等を聞く機会

としては、送迎時での会話や連絡ノート、クラス懇談会（年 2 回）、個人面談（年 1 回）、行事後の「ひと

こと感想」、意見箱を玄関に設置し、保護者の意見・要望等を積極的に聞くようにしています。要望を受け

た場合は、丁寧な対応に努め、改善等について具体的に説明しています。また、子どもが「いや」と言え

る保育環境作りに努め、職員間で話し合う機会を持つようにしています。 

 

●「苦情解決マニュアル」を整備し、保護者から苦情、要望を受けた場合は、マニュアルに沿って対応し、

必要に応じて第三者委員や外部機関を交えて対応できる体制を整えています。第三者委員は、民生委員・

児童委員を兼ねており、定期的に連携して園の様子を伝えています。各クラスで苦情・要望があった場合

の対応は、 



苦情受付報告書に記録し、会議やミーティングで改善策等を話し合い、対応方法について周知を図り、保

護者対応記録をファイルし、職員間で共有しています。 

 

評価領域Ⅱ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●各保育室にコーナーを設定し、子どもが落ち着いて遊びに集中できる環境作りを行い、個々に好きなこ

とをして遊ぶ自由遊びの時間と、設定保育の時間等、メリハリをつけた保育を行っています。玩具は、子

どもが自発的に活動できるよう、玩具収納棚を年齢に合わせた高さに設置して自由に取り出せるようにし、

発達にふさわしい玩具の取り揃えと、興味や季節に合わせた玩具の入れ替えを行っています。他のクラス

へ行く機会を設け、玩具を借りる等して興味を広げて遊べるようにしています。5 歳児は個人のお道具箱

を保有し、必要な道具を自由に使えるようにしています。園庭には、砂場、滑り台、ジャングルジム、タ

イヤの埋め込み、プール等を備え、周囲には椅子がセットされ、子どもたちが思い思いに遊べる環境を整

備し、好きなことをして遊び込める時間を十分に確保しています。 

 

●子どもの発達や興味に合わせて自由遊びと一斉活動を取り入れ、一斉活動では、友達関係やルールを守

る等の社会性を重視して一緒に遊ぶ楽しさを伝えています。幼児は発達に合わせて、ルールのある遊びを

取り入れ、低年齢のクラスでは集団遊びを取り入れ、順番やルール等を知る機会を促し、集団遊びを通し

て友達関係が広がるよう援助しています。乳児クラスでは、低月齢の子どもが高月齢の子どもの模倣をす

る中で順番を知る経験を支援しています。集団遊びが苦手な子どもには無理に声かけはせず、本人がやり

たい気持ちになるのを待ち一人一人に合った対応をしています。職員は、子どもの発想を大切し、遊びに

発展できるよう道具等を用意し、遊びの導入への言葉かけを行い、また、子どもの表現する言葉を受け止

め、認め、自由に表現できるよう支援しています。異年齢保育では、年齢ごとの発達を踏まえた遊びも工

夫しながら、年齢間の触れ合いを大切にし、幼児クラスでは異年齢 3 人組を作って活動を行っています。 

 

●園庭やテラスの花壇・プランターを活用して、土作りから多品種の野菜を栽培して収穫を体験し、採れ

た野菜は食育につなげています。飼育では、虫やザリガニを保育室で飼育し、観察を通して命の尊さを知

る機会にしています。図鑑や生き物の絵本を用意し、子どもたちは図鑑や生き物の絵本を見たり、調べる

等、身近な生き物への興味・関心を深めています。散歩や園外活動では、散歩途中に行き交う地域の方々

と挨拶を行い、道すがら自然に触れながら子どもが興味を示した事象に職員は応えるようにして五感を豊

かに育んでいます。4 歳、5 歳児は横浜市緑協会の協力を得て富岡総合公園の花植えを行い、四季折々の自

然に触れながら公共の緑化活動の体験をしています。 

 

 

 

 

 



●保育室に制作コーナーを設け、画用紙や廃材等を置いて子どもたちが自由に使えるようにしています。

幼児は個人のお絵描き帳を保有して自由に描画を行い、年長児は保育室に貼られたひらがな表から文字を

書いて郵便屋さんごっこにつなげ、毎月歌う歌詞も貼り出し、子どもたちが自由に歌える環境作りを行い、

オルガンも自由に使えるようにする等、興味を広げ、楽しさを味わえるようにしています。また、定期的

に実施している「リズム運動集会」から子ども達が興味を示した時は柔軟にその場でリズムを取り入れた

りしています。 

 

●子ども同士のケンカの場合は、ケガにつながらないよう見守り、子ども同士で解決できるよう促し、互

いの思いを受け止めながら年齢や発達状況に応じて保育士が仲介する等、状況を見極めて援助しています。

乳児クラスでは、子どもの気持ちを職員が代弁しながら仲立ちをしています。職員は、子どもが安心でき

る保育士であるよう、子どもに話をする時は常に態度、表情、柔らかい言葉遣いを心がけ、職員間での言

葉遣いにも留意するようにしています。 

 

●健康増進の工夫では、天気の良い日は散歩や園外活動を積極的に取り入れ、周辺の恵まれた環境を生か

して年齢や目的に応じて計画的に出かけ、子どもたちは体を存分に動かしています。また、園庭での固定

遊具やフラフープ、縄跳び等、体を使って遊ぶ遊具が揃えられ、のびのびと遊ぶ環境が整っています。外

遊びでは日除け帽子着用やバギーにフードをかけ、園庭やプールには遮光ネットを活用し、紫外線対策を

行っています。花粉症や日光アレルギー等については、マスクや長袖を着用するよう対応しています。子

どもの健康状態は毎朝、把握し、体調のすぐれない子どもは室内で過ごす等、個別に対応しています。 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●食事を楽しむ工夫として、BGM を流し、楽しい食事の雰囲気や言葉かけを心がけ、行事時には野菜の型

抜きを飾りつけ、旬の食材を使用した炊き込みご飯を提供する等、食事が楽しみとなるよう工夫していま

す。また、食材を題材にした絵本の読み聞かせや、調理室を配膳窓から見学し、調理される様子を見たり、

調理員と会話をする等、食事に対する興味を高め、調理員と一緒にクッキングする機会も設けています。

乳児の授乳については、家庭の状況を確認して対応を行い、授乳時は顔を見て、声をかけながらゆったり

と行っています。離乳食では職員同士が見られる配置にし、互いにペースや食べさせ方等を共有できるよ

うにしています。 

 

●食事については毎日、調理員がクラスを巡回し、子どもの喫食状況を保育士と共に把握し、毎月、喫食

状況を踏まえて献立の検討を行い、記録に残し、調理の仕方や、食材の形状等の工夫に努めています。食

事では、子どもの要望を聞いて量や好き嫌い、個人差に応じて無理のないように進めています。また、調

理員と保育士と協働の食育プログラムも実施しています。食器は、温かみのある磁器陶器を使用し、年齢

に応じて形状や大きさ、食具を揃え、特に 0 歳、1 歳児は手で持ちやすく、食具ですくいやすい食器を採

用しています。 

 

 



●給食は、横浜市公立保育園数園の代表が横浜市の給食委員会の委員として参加し、園の意見を挙げ、改

善を検討しています。また、献立は横浜市の共通メニューであるため、各保育園の園長、保育士、調理員

による献立検討会が設けられています。保護者に対しては、毎月末、翌月の献立と食に関する情報を併記

した献立表を配付し、園だよりで人気のメニューレシピの紹介をしたり、サンプルを毎日提示し、家庭で

の食育につなげています。懇談会では実際のメニューを提示して調理員から工夫している点等を伝え、園

だよりの中でも食育の取り組みを伝えています。家庭での食事の様子は登降園時や個人面談で聞き、連絡

帳に朝食と夕食の献立を記載してもらうようにしています。保育士体験の希望者には試食の機会を設け、

給食に関心・理解が持てるようにしています。 

 

●午睡については、安心して心地良く午睡ができるようカーテンを引き、室温、湿度に配慮し、保育士は

子守唄や子どもの背中をさすり、傍に添う等、子どもが安定した気持ちで入眠できるようにしています。

SIDS の予防では、0 歳児は 5 分、１歳、2 歳児は 10 分間隔でブレスチエックを行い、SIDS チェック表に

記録し、体の向きを矢印で記入しています。他年齢児にも視診、触診をして見守りをしています。眠れな

い子ども、眠くない子どもには、強要せずに休息の時間を持てるよう、横になったり、静かに過ごすよう

に促しています。5 歳児は就学に向けて午睡時間を徐々に短くし、午睡をなくすよう進めています。 

 

●トイレットトレーニングでは、個人差があることを十分に理解し、一人一人の発達状況に応じて、保護

者と連携を密にしながら進めています。個々の排泄リズムを確認しながら、時間を見てトイレに促してい

ますが、無理強いはしないよう、子どもの気持ちを大切にして進め、都度クラスで話し合いながら個別に

配慮して対応しています。排泄に失敗した際は、子どもの羞恥心に配慮するよう心掛け、他児に見えない

よう対応し、シャワーを活用して気持ち良く過ごせるようにしています。移行時には家庭でパンツとオム

ツを用意してもらい、着脱しやすいズボンを着用するようお願いしています。 

 

●保育時間の長い子どもに配慮し、日中の活動や体調面を考慮して 1 日の過ごし方に配慮しています。子

どもの状態は引き継ぎノートに必要事項を記載して職員間で確実に引き継ぎ及び情報共有を図り、延長保

育を利用する子どもに配慮するようにしています。 

 

 

 

評価分類Ⅱ－２ 安全管理［健康管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●健康管理は、嘱託医の手引きに沿って健康管理マニュアルを作成し、児童健康台帳に子ども一人一人の

健康状態、保護者面談で知り得た既往症、予防接種についても記録して管理をしています。横浜市並木保

育園では、健康面で留意する必要がある子どもについて表（疾病によってはフローチャート）を作成し、

全職員が対応できるよう共有し、保育しています。毎朝、連絡帳や口頭で子どもの健康状態を把握し、職

員間で把握し、必要に応じて子どもの健康状態を保護者に伝え、降園後の対応について話し合っています。 

 

 



●年 2 回、嘱託医による健康診断・歯科健診を実施し、健診結果は児童健康台帳・歯科健康診査票に記録

し、プライバシーに配慮して保護者に知らせています。保護者には事前に健康診断における質問を受け付

け、嘱託医やかかりつけ医と連携を図り、子どもの健康に関して情報を共有しています。看護師の巡回訪

問では手洗い・うがい等の指導を受けています。 

 

●感染症等については、感染症に関するマニュアルを備え、登園停止基準や保育中に感染症等の疑いが生

じた場合の対応について入園時に説明し、登園届、登園許可書等の書類を配付しています。感染症が発生

した場合は、園内での感染症蔓延に注意し、感染症情報の掲示を行っています。特に、妊婦や新生児のい

る保護者には個別に声をかけて注意喚起を行っています。保育中に発症した場合は、マニュアルに沿って

対応し、速やかに発生状況と症状について保護者に知らせ、可能な限り別室で個別に対応し、蔓延の防止

に努めています。地域、最新の感染症情報は、行政や地域等から入手し、職員間で情報を共有しています。 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［衛生管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を行い、清潔さを確保しています。マニュアルは各クラスに設置

し、清掃の手順や消毒については定期的及び都度マニュアルの確認を行い、見直しを図っています。また、

マニュアルの確認として園内研修を行い、嘔吐処理の仕方等を実施して確認の機会を設けています。トイ

レには清掃の手順表と確認表を貼り、清掃・衛生管理に努めています。 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［安全管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●安全管理では、マニュアルを作成し、保育室や事務室の家具に L 字金具を取り付け、地震対策を講じて

います。緊急時に備え、横浜市緊急連絡体制を明示し、園内の避難経路図や緊急時の職員体制、連絡網を

整え、事故や災害時に的確に対応できるようにしています。毎月、避難訓練を実施し、津波を想定した避

難訓練や避難所への誘導訓練、保護者への引き渡し訓練を実施しています。年 1 回、金沢区保育所班活動

マニュアルに沿って園内研修を実施しています。職員は金沢区の防災研修、救命救急法研修を受講し、緊

急時に備えています。 

 

●事故やケガにおける対応法は、マニュアルに明示し、保護者の連絡先、救急・医療機関のリストを備え、

緊急時に対応できるようにしています。子どもの事故やケガについては、ケガの部位、軽重にかかわらず

保護者に報告し、速やかな対応に努め、日誌、ミーティングノートに記録しています。また、職員会議や

ミーティングで報告及び検討を行い、ヒヤリハット記録に記入し、事例から分析をして再発防止に努めて

います。 

 



●外部からの侵入に対して、不審者対応マニュアルに沿って不審者対応訓練、防犯訓練を定期的に実施し、

侵入経路と避難体制の確認を行っています。門は常時施錠し、保護者は専用カードを保有しており、訪問

者にはインターフォンで確認する等、安全に留意しています。また、園内に緊急時の 110 番自動通報装置

を設置し、警備保障会社に委託して直接連絡できる体制を整備しています。不審者情報は、金沢区から入

手し、近隣の小中学校とも連携して情報を得、情報伝達と安全管理に努めています。 

 

評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●職員は、子ども一人一人の人格を尊重し、名前の呼び捨て、差別用語、子どものプライドを傷つける行

為、声のトーンや言葉遣い等に日頃から確認し合っています。園長は、子どもの気持ちを受け止め、肯定

的な言葉掛けをするよう職員の心がけとして伝えています。職員は、子ども一人一人の特性を理解し、気

持ちに寄り添い、安心して楽しく過ごせるよう共通認識を図り、保育に当たっています。子どもの対応に

ついてはクラスミーティングで振り返りを行い、職員間で子どもに関する気づきを伝え合い、相互に研鑽

するよう心がけています。 

 

●他児の視線を意識せずに過ごせる場所として、衝立や低い棚等を活用して子どもが落ち着いて遊べるス

ペースを設け、集中して遊べるよう配慮しています。おひさまルームやホール、押し入れの下、廊下、棚

の脇等を活用し、必要に応じて子どもが個別に過ごす場として工夫しています。  

  

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、個人情報の取り扱いについてのマニュアル、守秘義務の規

程を備え、年 1 回、個人情報の取り扱いに関する研修を行い、マニュアルに沿って確認しています。全職

員は入職時に守秘義務の定義や目的について説明を受け、ボランティア、実習生、保育士体験の保護者に

も、受け入れ時に説明を行い、誓約書を交わしています。保護者には、入園のしおりに明示すると共に、

入園時に個人情報の守秘義務について説明をし、個人情報の取り扱い（肖像権等）の確認を行い、同意書

を得ています。個人情報に関する記録は鍵のかかる書庫に保管し、管理しています。 

 

●性差に関する配慮では、遊びや行事の役割、持ち物の区別、名簿、順番、グループ分けや整列も性別で

区分けすることはしていません。製作に使用する色、行事の劇での配役等も子どもの自主性を尊重して決

めています。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や表現をしないように

心得、職員は毎年、人権研修に参加し、共通認識を図る体制を整えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育方針・園目標、保育姿勢、保育理念は、入園説明会時、入園説明会やクラス懇談会で説明していま

す。また、保護者の目に触れる玄関や各クラスに園目標、保育方針等を掲示して理解を促しています。年

度初めのクラス懇談会では生活や遊びの場面ごとに子どもの育ちを伝え、園目標と併せて今後の方針につ

いて説明を行い、理解が得られるよう努めています。行事後には「ひとこと感想」を実施し、意見や要望

を把握し、行事のねらいや園目標が理解されているかを確認し、次回に生かすようにしています。基本方

針については、保育所自己評価の保護者アンケートを実施してアンケートの結果は公表しています。 

 

●園生活での様子や活動内容は、乳児は連絡ノート、3 歳児以上はクラスノートに毎日の保育の内容を記

載し、その日の様子を伝えています。また、園だよりやクラスの掲示板に日頃の様子や活動、行事の写真

を掲載してお知らせしています。年 2 回のクラス懇談会では保育内容、クラスの様子やエピソード、保育

の様子をわかりやすく伝え、保護者と子どもの成長を共有しています。保護者には保育士体験の機会を通

年受け付け、共に子どもの成長を喜び合える機会として設けています。 

 

●個人面談はクラスごとに期間を定めて全保護者に実施していますが、必要に応じて随時受け付けていま

す。個人面談や相談は事務所で行い、入室を制限してプライバシーを確保できるよう配慮しています。個

別相談については、相談内容に応じて園長・主任も同席して助言を行い、内容は経過記録に記録し、必要

に応じて会議等で報告しています。また、内容に応じて関係機関と連携し、相談、助言を受ける体制を整

えています。 

 

●園生活に関する情報は、毎月、園だよりを発行し、今後の予定や行事、日々の保育の様子を定期的に伝

えています。その日の保育については連絡ノート、クラスノートで知らせ、ドキュメンテーション（写真

等）でも伝えています。園の外の掲示板には園だより、子育て支援の案内、金沢区役所からの情報等を提

供しています。 

 

●保護者の行事等の参加については年間行事予定表でお知らせし、園だよりでも当月・次月の予定を周知

し、保護者が予定を立てやすいよう配慮しています。保育士体験については、懇談会でお知らせし、個人

面談の期間やそれ以外の日でも柔軟に受け入れ、参加を促しています。また、懇談会に参加ができなかっ

た保護者に対しては、資料を渡して個別に口頭でも伝えています。 

 

●横浜市並木保育園では保護者会を設け、役員会や行事の準備の際はホールや空いている保育室を提供し

ています。保護者会主催の行事では、園長または主任が窓口となり、職員も会場設営の手伝いや、アドバ

イスを行う等、協力しながら参加し、コミュニケーションを図っています。また、保護者会の依頼により、

ポストの設置や園児用ポケットを利用できるようにする等、環境作りにも配慮しています。 

 

 



 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

 

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域の子育て支援では、支援事業に参加する利用者から要望等を聞き、子育ての現状や悩みを把握し、

支援の実施に生かしています。園の子育て支援サービスでは、一時保育、 園庭開放、園舎開放、体験給食、

交流保育、育児講座、誕生会、育児相談、 絵本貸出しを提供しています。交流保育では、来園者の年齢や

ニーズに応じて内容を変えて活動を行っています。 

 

●地域の子育て支援ニーズ、子育て支援事業について、毎年、職員間で話し合い、見直しを図り、次年度

の課題に生かしています。園では、地域の他保育園や関係機関と連携して「育児支援会議」を行い、地域

の子育てのニーズを把握しています。また、「赤ちゃんの駅」や、わくわく広場、子育てイベントの「あ

つまれ！にこポカとみおか・なみきっず」、いきいきフェスタ等で地域の親子へ遊びの提供や育児相談を

通してニーズを把握しています。育児相談は随時受け付け（平日）、歯の話しや離乳食等の育児講座を実施

しています。育児相談の内容は「育児相談実績報告書」に記録しています。 

 

評価分類Ⅲ－２ 保育園の専門性を生かした相談機能 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

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

ては金沢区の広報誌や、金沢区のホームページに子育て相談、育児講座の案内、交流保育の受け入れ、園

の紹介を掲載し、育児支援情報を発信しています。また、子育て支援事業の利用者や園見学者にも園の情

報を提供し、ポスターやチラシを作成して散歩先等で出会う地域の親子にチラシを配付し、情報を提供し

ています。 

 

●園長は、各種連絡会に参加し、入手した情報は職員に周知しています。関係機関・団体等の連絡先は一

覧表にまとめ、事務室に置いて職員で共有しています。関係機関（金沢区こども家庭支援課・金沢区役所

保健センターの保健師・近隣小学校・民生委員・児童委員・横浜市南部地域療育センター・嘱託医・児童

相談所・警察・消防署等）と連携を図り、体制を整えています。あ 

 

 

 

 

 



 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域へ園の理解促進のための取り組みとして、園行事に交流保育等を通して地域の親子が参加する等、

地域の方との交流を積極的に行っています。また、小学校との交流、中学校との合同防災訓練を定期的に

行い、計画的に交流を図っています。金沢区主催のイベントや地域の保育園、商業施設とも連携を図り、

友好的な関係を築いています。 

 

●子どもと地域との交流では、地域の公共施設、地域の文化・レクリエーション施設等を利用し、地域の

保育園と計画的に園児の交流を図り、園庭開放時や、散歩先の近隣の公園で地域の子どもたちと交流を図

っています。また、幼保小の交流では就学を見据え、年長児が学校行事に参加したり、年 4、5 回の交流を

行っています。地域の文化・レクリエーション施設の利用では図書館、ログハウス等を活用しています。 

 

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の保育内容・保育方針等の情報、育児支援情報の提供は、金沢区のホームページ、金沢区の「きらき

ら MAP」や、地域情報誌の「とことこ通信」、「わくわくニュースなみキッズ」等にも情報を掲載していま

す。チラシやポスターを作成し、地区センター、地域ケアプラザ、ログハウスに設置し、地域や関係機関

に情報を提供しています。 

 

●園見学は、保護者の意向に沿って保育に支障がないことを前提で対応し、見学可能日を設定し、希望者

の都合に柔軟に対応する等、配慮しています。利用希望者からの電話問い合わせ等については、常時対応

できるようにしています。また、園庭開放時や施設開放等で来園した方からの質問に対応したり、相談に

も応えています。入園の申請等は金沢区役所で案内しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

評価分類Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●ボランティアの受け入れは、フリー保育士を担当とし、事前にオリエンテーションを行い、ボランティ

アの手引きを基に心構えや、ボランティアの目的、内容、活動のポイント、守秘義務等の説明を行い、理

解を促しています。近隣の中学校、高校へボランティア募集のチラシを配り、小学生、中学生の職業体験、

地域のおはなしの会等のランティアを積極的に受け入れ、次世代育成にも力を入れています。保護者へは、

入園説明会、園だよりで周知しています。体験終了後は感想・意見を提出してもらい、意見等は職員間で

回覧をし、保育の参考にしています。 

 

●実習生の受け入れは、フリー保育士が担当となり、資料を渡して事前にオリエンテーションを行い、園

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

は園だよりやクラスノートで実習生について伝えています。実習では、実習の目的に応じてクラスやディ

リーを決め、部分実習や責任実習の進め方を定め、効果的な実習に努めています。実習終了日には反省会

を行い、気付き、意見交換を図り、成果に結び付けるようにしています。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類Ⅴ－１ 職員の人材育成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●横浜市人材育成ビジョンや人事考課制度に則り、園長は人材育成を進めています。年度初めに、職員は

「目標共有シート」を使用して保育所運営に必要な各自の具体的な到達目標を設定し、年度末に達成状況

の確認と反省を含めて園長と面談を行い、課題解決と育成につなげています。また、キャリアラダー（保

育士の自己評価票）を基に、職員一人一人の研修計画を立案し、計画に沿って内・外部研修の受講をすす

める等、職員個々の資質向上を図っています。新採用職員については、トレーナーが付き、相談・助言を

しながら意欲につなげています。 

 

●常勤職員、非常勤職員の研修体制については、人材育成ビジョンに沿い、時間を考慮しながら外部研修

等に参加できるよう配慮し、定期的に園内研修を設け、全職員が参加できるように昼の時間を活用しなが

ら知識・技術の向上を図っています。外部研修受講後は研修受講記録を記載し、園内研修で発表を行い、

職員間で共有を図っています。職員個々の研修の受講記録は自己分析表に記入しています。 

 

 

 



●非常勤職員については、会議、園内研修を通して、保育の意識向上を図り、職員同様に保育技術や倫理

等を学び合い、クラスミーティングにおいても相互に情報共有を図り、保育方針の一貫性と資質向上につ

なげています。年 2 回、非常勤職員との面談の機会を設け、年度の目標と反省を確認し、指導については

クラスの正規職員または職Ⅲのフリー保育士が当たり、常勤職員、非常勤職員間でコミュニケーションを

図りながら園の円滑な業務につなげています。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●毎年、保育所の自己評価、人事考課、キャリア自己分析表を活用し、年末に振り返りを行い、来年度の

キャリアラダーにつなげています。また、公開保育を実施し、他保育園の職員から意見を聞き、振り返り

を行う等、技術の向上につなげています。外部からの技術指導では、年 2 回、横浜市南部地域療育センタ

ーの技術支援や、看護師の巡回相談を受ける機会を得て保育に生かしています。 

 

●職員の自己評価については、保育日誌の自己評価記入欄により毎日、自己評価を記入し、月ごと、年度

末にも振り返りを実施して記録しています。振り返りの内容は月間指導計画や年間指導計画、各種計画に

反映させています。さらに、会議やミーティングで毎日の保育内容や気づきについて話し合いや意見交換

を持つ機会を設け、保育観の共有を図り、園全体の保育の質の向上につなげています。保育所の自己評価

は全職員の自己評価から課題を抽出して改善点をまとめ、保護者へ公表しています。 

 

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●人事基準は横浜市の公立園として明確に定められた基準に基づいて運用し、人材育成ビジョンに「保育

士職員として求められる役割・能力・知識」が明記され、横浜市公立園全体で取り組んでいます。横浜市

では職場のコミュニケーションの円滑化を図り、職員一人一人の人材育成や能力開発につなげていくこと

を目的として人事考課制度を確立しています。横浜市の人材育成、保育士人材ビジョンの職位に沿った期

待水準を基に、職員との面談で目標の設定と自己評価を確認し、年度末に振り返りを行い、次年度の希望・

要望等を確認してスキルアップにつなげています。 

 

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

善を要する能力について職員と共に考え、目標を立てる目安を伝えています。年度末には職員一人一人と

面談し、満足度・要望等を把握しています。キャリアパスの情報は職員に周知を図り、年 1 回、各職員に

評価を開示し、効果的な人材育成により昇進や昇給に反映させ、モチベーションアップにつなげています。

業務について改善点があった場合は、職員間で意見を出し合い、全職員で考えて進められるようにしてい

ます。 

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 

 



 

評価領域Ⅵ 経営管理 

 

評価分類Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

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

動基準が定められ、事務室に掲示して全職員に周知しています。職員行動基準、コンプライアンスの規則、

規定・要領を備え、園長は職員会議やミーティングで他施設の事故・不祥事等の事例について職員に周知

し、不適切な対応がないよう注意喚起を図っています。毎年、コンプライアンス研修を行い、職員は規範

について再確認し、日々の保育に当たっています。また、保育士倫理綱領に沿って個人情報の扱い、義務

遵守の徹底を心がけています。 

 

●ゴミ減量化、ゴミの分別、リサイクル・省エネ促進と緑化推進では、横浜市職員行動基準に則り、リサ

イクルに関する環境教育を推進し、「ほいくえんのしおり」にも明記し、ゴミ分別、減量化の意識向上に取

り組んでいます。また、横浜市環境方針にグリーン購入法（再生紙の購入）等が記載され、コピーの裏紙

使用等の励行を図り、エアコンや電気の節電に努め、個人で出したゴミは持ち帰る等、園全体で取り組ん

でいます。園内の温湿度は、夏季、冬季に分けて適正な目安を示して管理を実施し、電気はこまめに切る

ように心がけています。園庭では、夏場に緑のカーテンを作ったり、野菜や草花の栽培を行い、緑化を促

進しています。 

 

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の理念・基本方針は明文化し、園目標・保育方針・保育姿勢を園内に掲示し、職員、保護者等が目に

触れるようにしています。職員に対しては毎日のミーティングで保育目標や保育姿勢を確認し、理念、方

針等が記載されたカードを名札に入れて個々に携帯し、意識統一に努めています。園長は、職員が理念、

基本方針に基づいた行動であるかを自己評価で確認し、指導計画作成や日々の保育の様子から再確認し、

保育に反映されるよう指導力を発揮しています。 

 

●重要な意思決定にあたり、園長は保護者役員会に出席し、保護者の意見を取り入れながら決定につなげ

ています。職員に対してはミーティングや会議で説明を行い、意見交換をしています。重要事項の決定で

は、職員間で共通理解を図り、保護者の理解が得られるよう丁寧に説明を行っています。園長は、クラス

ミーティングや乳・幼児会議、各行事のプロジェクト等、少人数のミーティングを設定して内容を深めて

取り組めるよう推進し、年間を通して保育課題の解決に尽力しています。 

 



●スーパーバイズのできる主任クラスの育成は、横浜市の保育士育成ビジョン・キャリラダー等の育成プ

ログラムを基に主任クラスの研修等に参加し、情報の取得や質の向上に努めています。主任は、職員一人

一人の得意な分野を把握して業務分担を采配し、クラスミーティングや各プロジェクト会議に参加して具

体的な助言を行い、職員のシフト調整・職場環境にも配慮しています。また、園長の補佐としてまとめ役

およびパイプ役となり、円滑な園運営に努めています。 

 

評価分類Ⅵ－３ 効率的な運営 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

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

園長会において情報を入手し、社会の動向はマスメディアや地域の情報から分析を行い、園運営に生かし

ています。情報は必要に応じて会議やミーティングで全体に周知し、園全体で取り組むようにしています。

また、保護者や近隣住民の声に耳を傾け、改善できる事項は実行するように努めています。園周辺の路上

駐車に関して、金沢区役所からの手紙を配布し、職員が可能な限り道路に立ち、交通ルールのマナーを伝

える取り組みを行っています。 

 

●園長は、年度初めには金沢区の運営方針を受け、園の年間目標及び取り組むべき事項を全職員に説明し、

職員一人一人の取り組み事項につなげています。園内の必要な改善課題についても全職員で話し合い、園

全体で進めていく体制を構築し、より良い園作りに向けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和 1 年度 福祉サービス第三者評価 利用者本人調査結果 

 

横浜市並木保育園 

 

調査日程 令和１年 10 月 15 日・24 日 

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

の保育観察を行い、午睡の様子と保育観察を継続する中、昼食（調査日 1 日目）では調査

者 A が 4 歳児と、調査者 B が 5 歳児と一緒にテーブルで食事をさせていただきました。調

査日 2 日目は園外活動として、調査者 A が 0 歳児の散歩に同行し、調査者 B は 2 歳児の散

歩を観察後、3 歳、4 歳、5 歳児のリズムを観察しました。保育士のかかわり方、園児の様

子を観察し、子どもたちの過ごし方・保育の特徴を捉えて記しています。 

 

■子どもの生活の様子 

 

【５歳児】 

<食事・午睡の様子>                         

 

調査は、13 日（日曜日）未明に台風 19 号が関東南部を通過した後、14 日（月曜日）祭日（体育の日）の

翌日でした。イチョウ並木道路に面したこの保育園周辺は、風で吹き寄せられた落ち葉や銀杏の実で彩ら

れ、朝 8 時過ぎに職員が落ち葉を掃き集め、子どもたちの安全の確保に努めていました。園舎１階は、0

歳～2 歳児の乳児の保育室、2 階が 3 歳～5 歳児までの幼児保育室になっており、5 歳児保育室の北隣には

ホールが設けられ、スライドの開閉式で行事等、広く活用できるよう工夫されています。また、ホールで

3 歳、4 歳児が一緒に午睡を行っています。本日は、園外活動は行わないとのことで、食事の観察を行いま

した。 

5 歳児の保育室では、子どもたち（20 人程度）、男性保育士 1 名、女性保育士 2 名で、食事の準備をしてい

ました。男性保育士がスープを配膳すると、子どもたちはスープの入った器を順番に自分のテーブルに持

っていき、次に、副菜、主菜の順に器に盛りつけ、子どもたちは順次、自分のテーブルに運びます。今日

のメニューは、エノキと野菜のスープ、豚肉、ニンジン、キャベツ、パプリカの野菜炒め、ご飯です。食

事前にテーブルにて調査者から自己紹介を行い、「よろしくね。一緒に食べましょうね」と言うと、テーブ

ル 4 人の子どもたちがそれぞれ自己紹介をしてくれました。少し聞き取れなく聞き直したりしていると、

「このおじいちゃん面白いよ」、「おじいちゃん、おじいちゃん・・・」と高い声でクスクス笑い、はしゃ

いでいます。保育士から「自己紹介はもうやめて食べましょう」と声をかけられ、「いただきます」を言い、

食事を始めます。他の子どもたちは、「僕早食い、この中で一番早いよ」と言って、食べ終わった空の器を

見せてくれて得意げです。また、「俺、早食いの大家
た い か

」と言いい、調査者が「お替りするの？」と聞くと、

「するよ～」と言ってスープのお替りをもらいに行き、数人の子どもたちもご飯やスープのお替りをする

等、楽しくおいしい食事の時間を過ごします。食事後は、各自で食器を配膳テーブルに戻し、それぞれに

保育室南側のコーナーに行って遊びます。食後の遊びでは、1 人でラキューを楽しんだり、絵本に合わせ

て作品を作る子ども、レゴで駅の歩道橋を作ったり、お友だち同士でウノやレゴブロックで遊び、子ども

たちは食を満たし、一番リラックスした一時に思い思いに遊んでいました。１人の子どもが、壁に貼って

ある絵を指し「これ運動会の絵、僕が描いたんだよ！先生が見ていて僕が跳び箱を飛んでいるところだよ」

と説明してくれました。表情豊かに上手に描かれていました。12 時 30 分、保育士がテーブルと椅子を南



側に移動し始め、子どもたちも一緒にゴザを敷いて午睡の準備が始まります。南側のコーナーでは男性保

育士が子どもたちを集め、絵本の読み聞かせや紙芝居を行い、午睡へ誘います。保育士が、「それでは静か

にお休みください」と伝えると、子どもたちは自分の布団に横になり、タオルケットをかけて静かに眠り

に入ります。眠れない子どもには保育士が寄り添い背中をさすって安心を伝え、男性保育士は片手で子ど

もをさすりながら、もう片手で本を読みながらやさしく眠りに導き、保育士の温かさに包まれて子どもは

眠りに入っていました。 

 

【4 歳児】 

<食事と午睡の様子> 

 

同様に、調査日１日目は、園内見学と昼食を４歳児と一緒に行い、午睡に入る状況を観察しました。4 歳

児の保育室に行くと、既に食事を始めていましたが、調査者のテーブル席の用意をいただき、６人の子ど

ものテーブルに座らせていただきました。 

席に座ると、「わたしの名前はな～んだクイズ」が始まりました。「○○ちゃんはハートのマーク」、「〇〇

〇ちゃんのマークはキャンデー」と次々にクイズが飛び、「わからない～」と言うと、「ヒントはあそこに

あるよ」と指を差します。ウオールポケットに付けてある各子どものマークでした。「わたしは〇〇と言う

の」、「わたしは〇〇〇」と教えてくれます。楽しく食事が進み、早い子どもは食事を終えて歯みがきに行

きます。食後は順次、パジャマに着替えて集まり、ソフトマットの上に座って保育士の本の読み聞かせを

静かに聞きます。楽しく聞いた後はトイレに行ってホールに向かいます。その様子を見ていると 1 人の子

どもが傍にきて「トントンしてくれるの？」と聞きます。「おじいちゃんは中に入らないんだよ」と言うと、

背中をトントンしてもらって寝たいようです。ヒヤリングがあるのでその場を離れなくてはなりませんで

したが、その子はトントンしてもらって安心して眠りについたかな、と思いを残して次へと進みました。

職員室に入る前に 0 歳～2 歳児の保育室を見てみると、子どもたちは天使のような寝顔でぐっすり眠りに

ついていました。夕方は、3 連休や台風が重なり、子どもたちは体力を持て余していたのを発散するかの

ように、0 歳～5 歳児まで全員が広い園庭でのびのびと遊んでいます。やや雨模様でしたが、元気いっぱい

の子どもたちの声が明るく響き渡り、並木保育園の日々の情景を見るようでした。 

 

【２歳児】 

＜お散歩＞ 

 

調査 2 日目の午前中（9 時 40 分～）、2 歳児のクラスのお散歩に同行しました。子ども 21 人に保育士 4 名

が引率し、八幡公園までお散歩に出かけます。玄関に整列し、保育士から「今日は（調査者）さんが一緒

に行ってくれます」と紹介を受け、子どもたちがお辞儀をしてくれました。「○○です。ご一緒させていた

だきます」と返挨拶すると、「八幡公園までお散歩に行くよ」の保育士の声に子どもたちが片手を上げて「エ

イエイオー」、さぁ出発です。玄関のとなりでは、0 歳児と 1 歳児が散歩の準備をしていました。子どもた

ちは 0 歳児、1 歳児に「バイバイ～」と手を振り、玄関を出、イチョウ並木通りの歩道を進みます。保育

士が「八幡公園行くよ」と言うと、子どもたちは「八幡公園に行くよ」と復唱し、「どんぐりあるかな～」、

「うん、あるよ」、「ダンゴムシいるかなぁ～」と言いながら、イチョウやクヌギ、紅葉の街路樹の歩道を

歩いていきます。八幡公園までの１本道では、「となりのトトロ」を唄いながら楽しい道のりです。保育士

が「八幡公園で何する～？」と聞くと、「すべり台」と言うと、「ん？八幡公園にすべり台はないよ」、「じ

ゃぁ、よーい、ドンしようか」等、会話をしていると、イチョウやもみじの葉が舞い、１人の子どもが「赤

い葉っぱがあるよ」、「公園にもいっぱいあるかな～」と子どもの発見に保育士が応え、大きな木の下では



「木のトンネル～」と上を見上げ、「木のトンネルいっぱいあるね～」と応え、鳥の鳴き声に耳を澄ます等、

散歩の道のりを楽しみながら感性豊かに情景を味わっています。途中、市の職員がイチョウの木を触って

いるところに会い、保育士が「何をしていますか？」と尋ねると、「木の健康診断をしています」とのこと

で、保育士が子どもたちに木の健康診断の話をし、木々の命の大切さを伝えていました。公園に到着する

と、整列し、保育士から「道路は自転車が来るから行かない」、「折れ枝は危険だから触らない」、「どんぐ

りや松ぼっくりはお散歩バックに入れてね」「松の葉はチクチクして痛いから気を付けてね」と話す間、他

の保育士は公園の危険な木々を拾い、子どもの安全を確保していました。八幡公園は、遊具はなく、松の

木、くぬぎ、もみじ等、大きな木々がそびえ立ち、自然豊かな公園です。保育士が、「かけっこをする人は、

お散歩バックをここに置いてね」と伝えると、子どもたちは、「ヤ～」と元気に走り出し、みんなで自然の

中を駆けています。１人の子どもが調査員に寄ってきて「ヤー」と言ってニコニコしながらハイタッチし

て走りだし、枝で地面を掃いてどんぐりを探したり、思い思いに遊び、お散歩バックには松かさやどんぐ

りがたくさん入ります。また、雨水桝の鉄格子蓋からは声が反響し、「ヤッホー」と言って喜んで繰り返し

楽しんでいます。子どもが、「狼ごっこしよう」と保育士に言うと、「おいしい子ブタがいるかな～」と保

育士も一緒になって子どもと楽しく遊び、子どもたちは一生懸命に走り、元気いっぱいの笑顔で思いっき

り遊んでいました。保育士の子どもの五感を引き出す会話や子どもの目線で応え、遊ぶ姿にもすばらしさ

を感じました。 

 

【0 歳・1 歳児】 

＜お散歩＞ 

 

2 歳児の散歩を見送った後、0 歳・1 歳児のお散歩に同行し、バギーに乗ってお散歩に出かけます。お散歩

にでかけるまでは一人一人の準備に大変さもあり、園生活がまだ浅い子どもは保育士がおんぶをしてあや

し、帽子をかぶせようとすると嫌がって泣いたり、逃げ回り、砂場で寄り道をしたり、1 人はバギーに乗

らず歩きたがる等、保育士のご苦労に頭が下がる思いです。バギーのパイプには工夫が施され、ゴムの巻

き付けにさらにキルティングの布で頭をぶつけても安全なように配慮がされています。 

0 歳・1 歳児も先に出かけた 2 歳児がいる公園へ向けて出発です。バギーの中で 1 人の子どもが頭を下にし

ているので揺られて寝ちゃったのかなと思っていると、調査者がいるので人見知りで隠れていたようです。

それぞれ、眠る子どもが出てきて、歩いていた子どもも疲れて保育士に抱っこされ、眠ってしまいました。

公園に着くと、2 歳児での保育士が見つけて寄ってきてくれて、2 歳児のお姉さん、お兄さんもバギーを囲

み、同じ保育園同士の絆が感じられる瞬間です。公園ではビニールシートを敷き、シートに座ってボール

遊びをしました。まだ眠っている子どももいましたが、自然の澄んだ空気、木々の森林浴で子どもたちに

心地良い刺激と心身の健康が育まれています。 

 

【3 歳～5 歳児】【（ 

＜リズム（遊び・運動）＞ 

 

調査日２日目 10 時半から、ホールと 5 歳児の保育室の間のスライドを開放して大ホールとしてリズムが行

われました。3 歳児・4 歳児・5 歳児は各クラス約 20 人で、計 60 人ほどの子どもたちが大ホールに集合し

ています。大ホールの周囲にイスが置かれ、クラスごとに並んで座っています。5 歳児の担任がホールの

中央に立ち、オープニングの音楽「手のひらを太陽に」が流れ、場は高揚の雰囲気です。担任から「今日

はリズムをします。最初は 5 歳児です。さぁ、ピアノの音楽に合わせて踊るよ」と元気よく声がかかると、

「最初のリズムはうさぎです」と言い、「うさぎ」の音楽が流れます。子どもたちはホールいっぱいに広が



り、保育士のかけ声で気分がどんどん弾んでいきます。「音楽に合わせて～、手を上げて、指をまげて、腕

を振り、腰を曲げてうさぎ跳び～。ピョンピョン跳ねるよ～」子どもたちは体全体で楽しく動き回り、跳

んだり跳ねたり、保育士の言葉に集中して耳を傾け、動きを真似、次の動きにも注目して体いっぱい「う

さぎ」になって表現し、子どもたちの表情は輝いていました。続いて 4 歳児、3 歳児と、各担任がリーダ

ーになって音楽に合わせてリズムを行いました。次に、5 歳児担任から「次は運動会でやったものをやる

よ」と子どもたちの顔をみて声をかけると、子どもたちは「は～い」と元気に返し、「イモムシ～ちょう」

の声に「はい」と返事をし、音楽に合わせて 6 人位の列になって前の子の後ろを掴み、6 人列のイモムシ

が片足を交互に前に突き出して進んでいきます。「～いもむしころころ、さなぎになって眠ってたら蝶にな

って飛び跳ねる～」に合わせて、両手をひらひら揺らせ 1 人ずつかわいいチョウチョがホール内を舞いま

す。続いては「とんぼ」の音楽に合わせて羽をイメージして走り、音楽が止まると片足を後ろに水平に上

げて両手を広げた格好でその場に止ります。すばらしい表現活動に関心して見入り、4 歳児も 3 歳児も行

います。その他ではスキップやギャロップを行い、子どもたちがとても早く走るのにびっくりし、「うま・

かめ・なべなべ」ではリズムに合わせてそれぞれの動きを変え、動きながらも耳を澄ませて体を動かす子

どもたちはとても楽しそうに表現していました。横浜市並木保育園では、リズム・音楽を日常の遊びや運

動の中に取り込み、子どもたちはリズムを通してリズム感や音感を培い、運動能力、表現力を身に付け、

協調性・社会性や集中力が養われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【横浜市並木保育園 利用者アンケートの特徴】 

 

実施年度 / 評価項目手法 2019 年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配付世帯数（世帯数 99） 

有効回答数 53 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％）   54％ 

  

無記名 1 世帯 

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

●利用者アンケートの特徴として、日常の保育内容の「遊び」についての項目が総体的に『満足』が高く、

中でも『満足』が高い項目では、「子どもが戸外遊びを十分しているか」についてであり、『満足』は 74％

を得ています。また、「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、『満足』

は 68％を示しています。『満足』と『どちらかといえば満足』を合わせて（以下、ほぼ満足という）見る

と、「園のおもちゃや教材について」、「お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気になっているか」の２項目は、

「ほぼ満足」では 96％を得ています。また、「子どもが戸外遊びを十分しているか」、「給食の献立内容」

についての 2 項目は、「ほぼ満足」は 93％となっています。また、「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」、「お子さんが保育園生活を楽しんでいるか」についての 2 項目でも「ほ

ぼ満足」は 92％を示し、その他の項目についても、「ほぼ満足」に関しては高い評価を得られています。 

 

●アンケートの自由記述からは、各年齢の保護者から「子どもの成長に合わせて伸び伸びとしている」、「保

育士の方の対応にとても満足しています」、「3 歳～5 歳児は一緒に遊ぶことが多く、とても刺激があって良

い」、「保育士の方は親切でいつも笑顔で対応してもらい、アドバイスもくれてとても感謝しています」、「保

育士も子どもたちに前向きに向き合っている園です」、「園庭で自由に遊ばせ、自分たちでやりたいことを

選ぶことで様々な遊びができるようになりました」等、多くの喜びと感謝の意見が挙がっています。 

 

 

 

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

4 世帯 13 世帯 9 世帯 11 世帯 9 世帯 6 世帯 



●『不満』および、『満足』が比較的低い項目では、「園の行事の開催日や時間帯への配慮』についてであ

り、23％として中でも賛同が低い値として示されています。『満足』の低い項目では、「年間の保育や行事

に、保護者の要望が活かされているか」について挙げられます。 

 

●アンケートの意見からは、「卒園式を土日にしてほしい」、「行事を増やしてほしい」、「遊具等が古くなっ

ている物もあるので、新しいのが導入されると嬉しい」、「園での様子を見る機会が減ったように思います」、

「年々子どもたちの楽しみ、自由度が少なくなってきていると感じます」、利用者家族からの意見、要望等

について、気付きと共に、参考にしていただき、見直しが図れるところは改善課題につなげていただけれ

ばと思います。 

 

●保育園の基本理念や基本方針についてでは、よく知っているが 9％、まぁ知っている 58％、どちらとも

いえない 13％、あまり知らない 15％、まったく知らない 4％という結果になっています。しかし、それら

の賛同については、賛同できる 32％、まぁ賛同できる 36％、どちらともいえない 2％、無回答 30％にて、

68％がほぼ賛同を示しています。保育の根幹なる保育目標、保育方針は機会あるごとに周知を図られてい

ますが、より一層の周知・理解を促す工夫が期待されます。 

 

●総合的に、『満足』は 42％の支持をいただき、『どちらかといえば満足』は 45％、『どちらかといえば不

満』は 13％、『不満』0％、『無回答』0％にて、サービスの提供について、87％が「ほぼ満足」していると

捉えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

利用者調査項目（アンケート） 

 

 横浜市並木保育園 

 

 

【保育園の基本理念や基本方針について】             ※上段%、下段人数で示しています 

問１ 

利用者調査項目 よく知って

いる 

まあ知っ

ている 

どちらとも

いえない 

あまり 

知らない 

まったく 

知らない 

無回答 

1 あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存じで

すか。 

9% 58% 13% 15% 4% 0% 

5人 31人 7人 8人 2人 0人 

 

 

賛同でき

る 

まあ賛同

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり賛同

できない 

賛同でき

ない 

無回答 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

32% 36% 2% 0% 0% 30% 

17人 19人 1人 0人 0人 16人 

 

 

【保育園のサービス内容について】 

問２ 入園する時の状況について  
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

3 見学の受け入れについては 60％ 30％ 0％ 0％ 9％ 0％ 

32人 16人 0人 0人 5人 0人 

《その他意見》 

 

・知らない。 

・見学していない（4）。 

4 入園前の見学や説明など、園からの情報提供につ

いては 

49％ 42％ 2％ 2％ 6％ 0％ 

26人 22人 1人 1人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・見学していない（2）。 

・知らない。 

5 園の目標や方針についての説明には 43％ 47％ 6％ 0％ 4％ 0％  

 23人 25人 3人 0人 2人 0人 

《その他意見》  

・覚えていない。 

 

6  入園時の面接などで、お子さんの様子や育成歴な

どを聞く対応については 

55％ 34％ 4％ 2％ 6％ 0％ 

29人 18人 2人 1人 3人 0人 

《その他意見》 ・特に何も聞かれなかった。 

・面接はなかった。 

・僅か 1時間程度だった為、子どもについての質問の時間はほと

んどなかった。 

・面接というほどのものはなく、見学だけでした。 



7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 

 

49％ 42％ 6％ 0％ 4％ 0％ 

26人 22人 3人 0人 2人 0人 

《その他意見》 ・よくわからない。 

・覚えていない。 

・進級する時に何が変わるのか、生活時間とか知りたかったが説

明がなかった。 

8 費用やきまりに関する説明については（入園後に

食い違いがなかったかを含めて） 

51％ 40％ 4％ 2％ 4％ 0％ 

27人 21人 2人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・よくわからない。 

・特に費用についての話はなかった。 

・入園してから服について、「あれはダメ、これはダメ」と言われ服

が無駄になった。入園前に言ってくれれば良かったのにと思いまし

た。 

・入園ばかりでわからない。 

 

 

 

 問３ 保育園に関する年間の計画について 

      

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

9 年間の保育や行事についての説明は 28％ 47％ 15％ 9％ 0％ 0％ 

15人 25人 8人 5人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・急に卒園式が平日になった。 

・今までやってきたイベントが、何の知らせもなく、なくなっているこ

とが何度もある。 

10 年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされ

ているかについては 

17％ 34％ 17％ 21％ 9％ 2％ 

9人 18人 9人 11人 5人 1人 

《その他意見》 

 

・保護者の要望が合ったのかもわからない（4）。 

・行事がほとんど平日で参加できない。 

・保護者の要望より、スタッフ、役所の要望ではないか。 

・あまり要望を言ったことがない。 

・夏祭りがなくなり、お楽しみ会が平日で参加できない。 

・そもそも行事が少ない。 

・保護者会がなくなったら行事はほとんどなくなる。 

・保護者からの要望を受け入れる雰囲気がない。 

 

 

 

 

 

 

 

      



  問 4 日常の保育内容について       

     「遊び」について       

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

11 クラスの活動や遊びについては 

(お子様が満足しているかどうか） 

58％ 32％ 8％ 2％ 0％ 0％ 

31人 17人 4人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・プールに入れる曜日が決まっているため、天候によりほとんど入

れていない。子どもがつまらなそう。 

・今は暑いので、日陰での水遊び。 

 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 74% 19% 4％ 2％ 2％ 0％ 

39人 10人 2人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

13 園のおもちゃや教材については(お子さんが自由に

使えるように置いてある、年齢にふさわしいかなど) 

64％ 32％ 2％ 2％ 0％ 0％ 

34人 17人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

14 自然に触れたり地域に関わるなどの、園外活動に

ついては 

57％ 25％ 13％ 0％ 6％ 0％ 

30人 13人 7人 0人 3人 0人 

《その他意見》 ・園庭遊びばかりではなく、もう少し頻繁に園外に出てほしい。 

・園外活動が少ない。 

・まだわかりません。 

・もう少し増やしてほしい。 

 

15 遊びを通じた友だちや保育者との関わりが十分もて

ているかについては 

68％ 23％ 2％ 4％ 4％ 0％ 

36人 12人 1人 2人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・まだわかりません。 

16 遊びを通じたお子さんの健康づくりへの取り組みにつ

いては 

60％ 28％ 9％ 0％ 2％ 0％ 

32人 15人 5人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・まだわかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 「生活」について 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

17 給食の献立内容については 67% 26％ 2％ 2％ 4％ 0％ 

36人 14人 1人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・毎日同じように感じる。クリスマスにチキンを出す等、季節感が

出るようにしてほしい。 

・乳児のおやつに、煮干し 3本と牛乳は今時どうでしょうか？ 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 58％ 32％ 4％ 4％ 2％ 0％ 

31人 17人 2人 2人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・まだ泣いている。 

19 基本的生活習慣（衣服の着脱、手洗いなど）の自

立に向けての取り組みについては 

66％ 26％ 2％ 2％ 4％ 0％ 

35人 14人 1人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・未定。 

・トイレの後に手を洗う子どもに対して、石鹸は使わなくていいと

言っていて残念でした。 

20 昼寝や休憩がお子さんの状況に応じて対応されて

いるかなどについては 

62％ 25％ 4％ 0％ 9％ 0％ 

33人 13人 2人 0人 5人 0人 

《その他意見》 

 

・知らない。 

・昼寝をやめてほしい。夜に寝れなくて困る。 

・わからない（2）。 

21 おむつはずしは、家庭と協力し、お子さんの成長に

合わせて柔軟に進めているかについては 

53％ 32％ 2％ 2％ 11％ 0％ 

28人 17人 1人 1人 6人 0人 

《その他意見》 

 

・まだ始まっていない（3）。 

・子ども本人の希望のみで、保護者の方針はない。 

・わからない。 

22 お子さんの体調への気配りについては 55％ 40％ 6％ 0％ 0％ 0％ 

29人 21人 3人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

23 

 

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％ 30％ 9％ 4％ 2％ 0％ 

29人 16人 5人 2人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・わからない。 

 

 

 

 

 

 



問 5 保育園の快適さや安全対策については 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

24 施設設備については 34％ 42％ 15％ 6％ 4％ 0％ 

18人 22人 8人 3人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・クラスが狭い。 

・運動会の場所が狭い。小学校とかでやってほしい。 

・悪くなっている所がある。 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気になっている

かについては 

51％ 45％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

27人 24人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

43％ 42％ 11％ 2％ 2％ 0％ 

23人 22人 6人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・セキュリティーカードなどあるが、柵が飛び越えられる高さです。 

27 
感染症の発生状況や注意事項などの情報提供に

ついては 

40％ 34％ 11％ 8％ 6％ 2％ 

21人 18人 6人 4人 3人 1人 

《その他意見》 

 

・どのクラスかわからない。教えてくれない。 

・どのクラスから発生したのか知りたい（2）。 

・情報が古い時がある。 

・保育士に聞いても、曖昧にされる。情報提供がなかったことも

あった。 

・わからない。 

 

 

   問６ 園と保護者との連携・交流について       

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

28 保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの

機会については 

38％ 38％ 13％ 6％ 6％ 0％ 

20人 20人 7人 3人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・平日なので参加できない。 

・園児用の椅子に座る為、お尻が痛いです。床に座りたいです。 

・個人面談が年 2回から 1回に変更になった。 

・懇談会の必要性がわからない（毎回代わり映えしない）。 

・個別面談が 10～15分しかなくて物足りない。 

・懇談会は年 1回でいいので、個別面談を増やしてほしい。 

29 園だよりや掲示などによる、園の様子や行事に関す

る情報提供については 

36％ 36％ 19％ 8％ 2％ 0％ 

19人 19人 10人 4人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・写真が少ない。 



30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 38％ 26％ 13％ 23％ 0％ 0％ 

20人 14人 7人 12人 0人 0人 

《その他意見》 ・卒園式が平日なのは保護者には不便。 

・行事が少ない。 

・卒園式を土日に変更してほしい。 

31 送り迎えの際、お子さんの様子に関する情報交換

については 

40％ 40％ 8％ 13％ 0％ 0％ 

21人 21人 4人 7人 0人 0人 

《その他意見》 ・ほとんど何も言わない。 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

43％ 42％ 6％ 8％ 2％ 0％ 

23人 22人 3人 4人 1人 0人 

《その他意見》 ・わからない。 

・遅い。 

・何もない。 

33 保護者からの相談事への対応には 45％ 40％ 4％ 11％ 0％ 0％ 

24人 21人 2人 6人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

34 開所時間内であれば柔軟に対応してくれるなど、

残業などで迎えが遅くなる場合の対応については 

45％ 26％ 9％ 8％ 11％ 0％ 

24人 14人 5人 4人 6人 0人 

《その他意見》 

 

・わかりません（2）。 

・利用したことがない（3）。 

・土曜日の受け入れが厳しい。 

 

   

 

問 7 職員の対応について 

      

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

35 あなたのお子さんは大切にされているかについては 64％ 26％ 4％ 2％ 4％ 0％ 

34人 14人 2人 1人 2人 0人 

《その他意見》 ・担任の先生による差がある（2）。 

・わかりません。 

36 あなたのお子さんが保育園生活を楽しんでいるかに

ついては 

64％ 28％ 4％ 4％ 0％ 0％ 

34人 15人 2人 2人 0人 0人 

《その他意見》  

37 アレルギーのあるお子さんや障害のあるお子さんへの

配慮については 

51％ 28％ 2％ 2％ 15％ 2％ 

27人 15人 1人 1人 8人 1人 

《その他意見》 ・対象ではないので、回答できない。 

・アレルギーがない。 

・わからない（6）。 



38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 47％ 38％ 8％ 6％ 2％ 0％ 

25人 20人 4人 3人 1人 0人 

《その他意見》 ・担任の先生による（2）。 

・目を合わせない職員がいる。朝ぐらい挨拶してほしい。 

39 意見や要望への対応については 42％ 34％ 13％ 8％ 2％ 2％ 

22人 18人 7人 4人 1人 1人 

《その他意見》 

 

・意見はまず通らない。質問しても回答まで1週間以上かかるこ

ともある。 

・わからない（2）。 

問８ 保育園の総合評価 

 
満足 どちらかといえ

ば満足 

どちらかといえ

ば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 42％ 45％ 13％ 0％ 0％ 

22人 24人 7人 0人 0人 

《その他意見》 
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利用者家族アンケート調査結果（設問別「満足度」総合） 

（注）レーダー数値は設問別「満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象園舎：  横浜市並木保育園       横浜市金沢区並木１－４－４ 

回答世帯数：99 世帯中 53 世帯 ＜0 歳児（4 名）、1 歳児（13 名）、2 歳児（9 名）、3 歳児（11 名）、4 歳児（9 名）、5 歳児（6 名）、無記名（1 名）＞ 

 定員 ： 124 名 調査期間： 2019/07/29 ～   2019/09/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業者コメント 

 

施設名： 横浜市並木保育園 

  

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

 昨年度から、一年間かけて自己評価に基づいて話し合いを重ねることで、毎日の保育で大切にしている思いを共有し、新たな

課題を確認することができました。職員全体で、話し合い再確認や学びにつながるよい機会となりました。 

  

 利用者アンケートでは、保護者からの率直なご意見をいただきました。貴重なご意見については、今後の課題点として受け止

め、園運営に生かし子ども達の最善の利益につながるよう、今後も取り組んで行きたいと思います。そして、今後も保育の質の

向上に生かし更なるステップアップを目指したいと思います。 

  

お忙しい中、アンケートにご協力いただきました保護者の皆様、心より感謝いたします。 

     

 

 

 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

 

１． 配付している園だよりを A３カラー版にして、玄関横に掲示。 

 

２．行事のクラス写真掲示を登降園カードリーダーのスペースにも A３カラー版で掲示。 

 

３． おもちゃの充実を図った。 

  （・乳児が乗れる 4 輪車（3 台） ・室内鉄棒 ・砂遊び用のおもちゃ及びワゴン等） 

 

 


