
 

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 7月 25日～2019年 10月 24日）

評価方法

（結果に要した期間 7ヶ月）

ちぐさのもり保育園

2020年2月18日

　ちぐさのもり保育園は、公立園を経て2012年4月1日に社会福祉法人よしみ会によって開所されました。0～5歳
児が対象で定員は75名です。東急田園都市線「藤が丘」駅から徒歩20分、「青葉台」駅からバスで7分の「千草
台」バス停から徒歩1分の閑静な住宅街の中にあり、一見洋風の住宅のような周りに溶け込む外観の戸建てと
なっています。駐車場も用意されています。園の理念には「一人ひとりの幸せな人生の土台を築けるよう保育し
ます」「保育園を昼間の家庭として提供します」「お子様を抱きしめて育てます」を掲げ、職員は子ども一人一人に
向き合い、保護者の気持ちも大切にする保育を実践しています。また、子どもの主体性を伸ばす園内外の環境
作りと活動にも力を入れています。近隣には自然豊かな公園が複数あり、また、小さな森のような園庭には季節
の花や実のなる木が植えられ、砂場近くにベンチやテーブルが設置され、ミニアスレチックや滑り台、木登りや大
繩もできるなど、子どもたちは思い思いに屋外遊びも楽しんでいます。外部講師による英語や学びの時間も設け
ています。開園時間は平日は7～20時、土曜日は7～18時30分です。地域子育て支援事業として一時預かり保
育、園庭開放、育児講座、交流保育、子育て相談も行っています。

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 10月 1日～2019年 10月 15日）

（実施日：2019年 12月 19日、2019年 12月 20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、保育士、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、保育士、
栄養士）、保育観察

株式会社　学研データサービス

園長、主任を中心に作成自己評価

評価調査員による評価

（実施日：2019年 12月 19日、2019年 12月 20日）
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　園では「昼間の家庭」として子ども一人一人の個性と保護者の気持ちを大切にする保育の提供のために、各種
会議やミーティング、日ごろのコミュニケーションなどを通して職員間の連携やチームワークがよく取れています。
ただ、全職員が集まる全体会議は年度末に1回の実施となっています。園長は全職員がモチベーションを上げて
仕事に向かえることが大切だと考えています。経営層を含む全職員が集まり、職員誰もが意見や提案を言いや
すくすることにより、互いの理解が深まり、より同じ方向を向いて保育に取り組むことができ、また、業務効率アッ
プや業務改善のアイデアを話し合うことにより、保育の質の向上や業務の負担軽減につなげることも可能です。
意見が業務に生かされれば職員の意欲の向上にもつながります。全職員で意見を交換し合える機会を増やされ
てはいかがでしょう。

《事業者が課題としている点》

　園では職員間のコミュニケーションをさらに図り、全職員がモチベーションを上げて業務にあたれるように取り
組んでいきたいと考えています。また、法人の理念や方針について、理事長執筆の保育の本を配付し、年に数
回理事長から直接レクチャーを受ける機会を設けるなど、職員への浸透が図られていますが、さらに全職員で理
解を深めて保育を実践できるようにしていきたい意向です。そのほか、園舎には窓が多く設けられ採光は十分で
すが、真夏に暑くなる箇所があり、子どもが快適に過ごせるよう、設備面で暑さ対策を実施する考えです。

●全職員が参加して意見を交換したり改善提案を話し合える機会を増やされてはいかがでしょう

　2～5歳児では朝の集まりの時間に子どもたちが円になって座り、互いの顔やリアクションを見ながらテーマに
沿って自分の意見を出したり、友達の話を聞いたりして話し合うサークルタイムを設けています。5歳児は毎日
行っていて意見を園長にプレゼンする子どももいます。職員は子どもたちとの会話から興味、関心を引き出し、思
いを汲み取り保育に生かしています。また、子どもたちは日常的に異年齢でかかわっています。1、2歳児、3～5
歳児は同じ保育室で過ごし、自由遊びの時間には一緒に遊び、5歳児が小さな子どもの世話をする当番活動で
もきょうだいのようにかかわり、互いに思いやりや憧れの気持ちをはぐくんでいます。園内にはキッチンやベッド、
ドレッサーなどを備えた2階建てハウスがあるプレイルームのほかスタディルームなどがあり、本のお部屋は隠
れ家風のスペースです。園庭に咲く花を摘むこともでき、子どもの自由な発想や主体的な遊びにつながっていま
す。

●今後の中・長期計画および年度計画の策定にあたっては、より実効性が増す計画となることを期待します

　中・長期計画が策定されていて、園の中期の展望と長期の目標が項目別に記載されています。また、年度ごと
の事業計画も策定されています。しかしながら、中・長期計画に年月日が記載されていないため、いつからいつ
までを指し示す計画なのかがわかりにくくなっています。今後の中・長期計画の見直し、作成にあたっては、年限
の目安を定め、時系列に沿って具体的な到達目標を策定されるとさらに良いでしょう。また、その目標を達成する
ために単年度の事業計画を策定されると、中・長期と単年度の計画が、よりリンクして、計画に対する振り返りな
ども効果的に行えるようになります。園の運営や保育の質のさらなる向上に向けて、今後の中・長期および単年
度の計画が、より実効性の増すものとなることを期待します。

○職員間のチームワークが良く、多職種間でも連携しながら子ども一人一人を大切にする保育を行っています

　職員間のチームワークは良好です。今回の利用者調査でも職員に対して、穏やかで親切、みなさん明るい、笑
顔で優しい、などの保護者の声が多数寄せられました。職員間ではクラスミーティングやケース会議、リーダー
ミーティング、申し送りノートなどで子どもの情報共有を行っています。日常的に異年齢での保育も多く、職員間
で子どもたちの特性や状況などの情報を共有し把握したうえで、子ども一人一人の気持ちを大切にし、無理強い
をしない保育を行っています。常勤の看護師は毎朝、健康チェックとして園内を巡回しながら子どもの様子を確
認し、各クラスの担任と連携しながら子どもの安全、健康面に配慮しています。また、食事は適温での提供に努
めており、調理職員と連携しながら子どもたちがおいしい食事を楽しめるようにしています。園長、主任をはじめ、
多職種間での職員の連携により、子どもと保護者の気持ちに寄り添う保育に努めています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○保育の理念、方針が職員に浸透しており、全職員で「昼間の家庭」として子どもたちに向き合い、抱きしめて育てる
保育を実践しています

　「昼間の家庭」「お子様を抱きしめて育てます」などを大切にする理念のほかに、「子どもが幸せで楽しい1日を
過ごせるようにします」「子ども一人ひとりの個性と保護者のお気持ちを大事にします」「子どもに一方的に指示
するのではなく『会話』をするようにします」という方針を掲げています。理念や方針は法人理事長による園内研
修などで職員に周知され、浸透しています。職員は子どもたちと穏やかに向き合い個々の個性を尊重し、ハグや
スキンシップを心がけて愛情を注ぎ、昼間の家庭のような保育を実践しています。玄関ホールのロッカールーム
には保護者が子どもや家族の写真を飾る「おうちコーナー」を設け、子どもが寂しい時など見に行けます。また部
屋ごとにカーテンを変え、全年齢の子どもの食事で家庭と同様の高さのダイニングテーブルと座高に合わせて高
さを調節できる椅子を使用するなど、アットホームな保育環境の中、子どもたちは伸び伸びと過ごしています。

○子どもの自主性、主体性を伸ばす保育や環境を提供し、また、日常的な異年齢でのかかわりにより子どもたちが互
いに成長し合っています

《今後の取り組みに期待したい点》
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ちぐさのもり保育園

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

　園の理念は「一人ひとりの幸せな人生の土台を築けるように保育します」「保育園を昼間の家庭として提供し
ます」「お子様を抱きしめて育てます」の3つです。園長が一番大切にしていることは「抱きしめられることの喜
び」「あなたは大事な存在だ」ということを子どもがわかる保育をすることです。職員は法人が理念としている理
事長の著書「愛情保育メソッド35」について教育研修を受けて基本方針を理解しています。理念、基本方針は
明文化され、入園のしおり、ホームページなどに記載し、園の入り口の掲示板に記載しています。年度初めの
保護者懇談会では年間カリキュラムを配付し、基本方針に基づいて行われている保育の様子や今年の予定を
説明しています。
　全体的な計画は、法人が理念、基本方針など骨子となるものを作成し、系列園では地域の実態や周囲の環
境を考慮したうえで加筆します。この地域はもともとは農地の多い町でしたが、ここ数年で都心で働く人々の
ベッドタウンとなりました。利用者は核家族が多く、保育時間は8～18時30分が多数を占め、土曜保育の利用
者も増加しているため、それについても考慮します。各クラスの担当職員は年間指導計画を作成する際に全体
的な計画のねらいに従って保育計画を立てています。保護者には園の理念や基本方針とともに、全体的な計
画について入園前のオリエンテーションで説明しています。また、改定した時には随時保護者に説明すること
にしています。
　全体的な計画の年齢ごとの保育のねらいに基づき、年間指導計画を作成しています。年間指導計画は期ご
とに、月間指導計画は月ごとに振り返りを行ったものを年度末にまとめ、職員会議で話し合って次年度の計画
に反映します。職員は園を「昼間の家庭」と考え、子どもたち一人一人と同じ人として向かい合います。2歳児か
らは活動の中にサークルタイムと呼ぶ時間を設けて、子どもたちが自分で意見を出し合い、話し合い、決めた
ルールを職員が尊重し、見守るようにしています。5歳児からは就学前の保育として画一的な活動もしますが、
あくまで子どもの表情から読み取れるものを大切にして、子どもの意見を聞き、主体性を発揮できるようにして
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

　3月中旬に入園前のオリエンテーションを実施します。保護者に重要事項説明書などの説明を行っている間、
一緒に来た子どもたちを小集団で保育し、その際に職員は子どもを観察し、記録を残してクラス担当の職員に
申し送りをします。その後、クラス担任の職員が保護者全員と個別に面談を行います。職員が聞き取りした内
容を記録します。子どもの家庭での状況やアレルギー疾患対応など、配慮が必要な場合には看護師、栄養士
が加わります。園長と主任は必要に応じて面談に参加します。観察記録、面談表、児童票などの個人情報は
クラスリーダーの職員が取りまとめ、閲覧して全員で共有します。
　保護者との個別面談の中で短縮保育（慣らし保育）について説明します。0歳児では1か月ほどの予定表を作
成し、保護者の仕事への復帰の時期や子どもの様子を見ながら、短縮保育の日程を決めます。保護者の要望
によっては登園翌日から標準時間での保育で対応する時もあります。園では入園式は行わず、新年度の初日
から保育を開始します。0、1歳児の新入園児に対する個別の担当職員を決めています。また入園当初は子ど
もが心理的なよりどころとする物の持ち込みを許可しています。3歳児未満の子どもには連絡帳があり、家庭と
園での生活が無理なく引き継がれるようにしています。在園児が進級する際には現担任と新担任が経過記
録、スタッフメモを基に引き継ぎを行い、内容は主任と園長が確認しています。
　年齢ごとに年間、月間指導計画があり、月間の予定を一覧表にしたデイリープログラムは、保護者にも配付
しています。各クラスでは月ごとにクラスミーティングを行って情報共有したうえで指導計画を評価します。話し
合いの結果は自己評価に記載し、指導計画を変更する必要がある場合は改定します。指導計画の評価結果
や計画を改定をした際は連絡帳に記入したり、送迎時に保護者と話し合ったりして、保護者の意向を確認した
うえで可能な限り要望に応えるようにしています。保護者の要望の中で検討を必要とするような内容について
は、リーダーミーティングや各種会議で話し合い、できることは計画に反映しています。
　0歳児では、子どもと向かい合う時は必ず目を合わせ、一対一になれる時間を大切にしています。何か動作
をする時は、目を見てから声をかけ、これから何をするかを説明をします。接する際には生活する中で昼間の
家族としてかかわるようにしています。子ども一人一人の成長に合わせて、少しずつできることが増えて行くよ
うにします。清掃は子どもが登園する前、食事、おやつの時など、つど行い、おもちゃは午睡時に消毒します。
おもちゃ箱の上に簡易書棚を作り、子どもが絵本を自分で手に取って遊べるようにしています。おもちゃや絵本
は子どもの様子を見ながら入れ替えていきます。保護者とは連絡帳や日々の送迎の時間を利用して子どもの
様子を伝え、園と家庭の生活が無理なく引き継がれるようにしています。
　1歳児には子どもとの会話を大切にしながら、気持ちに日々寄り添うようにしています。2歳児には一人一人
に合った遊びを通して、子どもが自分の思いを言えるようになってほしいと考えています。遊びは1歳児では
マット遊び、トンネル遊び、平均台渡り、2歳児ではテラスでのかけっこや体操、ごっこ遊びなどを取り入れ、全
身を使った遊びを楽しんでいます。探索活動が十分できるように、1歳児ではそばについて見守り、外遊びの際
には木の葉や実の誤嚥にも注意します。2歳児では職員が連携して、どんな行動が危険なのかを子どもに教
えながら活動環境の整備をします。友達とのかかわりでは1歳児では相手の気持ちを代弁して伝え、2歳児で
は子どもの思いを最後まで聞いて尊重しながら見守るようにしています。
　子どもたちはサークルタイムと名付けた活動の中で、子どもたちが自分で考えたことを話し合いながら、作っ
たルールの中で主体的に活動しています。3歳児では絵の具、筆、はさみなどを使って製作ができるようにな
り、4歳児では自由時間の中での製作の幅を広げ、5歳児では集団でのゲームや学びタイム、子どもたちが自
分で企画したイベントを実施して、友達と協力して一つのことをやり遂げる楽しさを知っていきます。職員はけん
かの際は双方の思いを聞き、最終的には子どもたち自身が自分で解決できるように援助します。子どもたちは
室内だけでなく戸外でも鬼ごっこやサッカー、ドッジボールなど、十分に体を動かしています。職員は、3歳児で
は生活習慣を身に着け、4歳児では友達を思いやり、5歳児では相手の痛みがわかる子どもに育ってほしいと
考えています。
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　園庭は「森」をイメージして作られているため、砂や木の葉が隣接するランチルームなどに入らないように、毎
日整備しています。保育室は職員が、廊下やランチルーム、多目的室、園庭は用務スタッフが清掃していま
す。各保育室には温湿度計、空気清浄機が設置され、定期的な換気を行い、子どもが快適に過ごせる温度や
湿度を保てるようにしています。保育室の拭き掃除は毎日3回行い、おもちゃは午睡時に消毒します。採光は
十分で、薄手のカーテンで明るさを調整しています。備品や掲示物は壁面に貼ったり、天井から吊り下げたりし
ています。午睡時にはBGMを使わず、職員が子どもの背中をトントンしたり、子守唄を歌ったり、絵本を読み聞
かせたりしています。
　0歳児の保育室に隣接した場所に沐浴設備があります。0歳児は7～9月中旬ごろまで、ほぼ毎日、汗をかい
たり遊んで体が汚れたりした後には沐浴をしています。沐浴は子どもの体調や体温に配慮しながら行います
が、その日の活動内容に合わせて、水遊びをした後に温水シャワーを使うこともあります。温水シャワーは園
内外に5か所ありますが、室内での使用が多くなっています。おむつかぶれ防止策として通常はおしり拭きを使
用していますが、かぶれてしまった場合にはスポイトにぬるま湯を満たし、こすらないように流してから、温水
シャワーを使って清潔にしています。沐浴・温水シャワー回りの衛生管理はマニュアルに基づいて行われてい
ます。
　1、2歳児の保育室はラグマットまたは可動式の仕切りを使って、小集団保育が行えるようにしています。保育
スペースはL字型になっているので、おもちゃを置いたり職員が間に入ったりして、過ごしやすく落ち着ける空間
を作るなど工夫しています。0～2歳児の保育室は食事と午睡のスペースが別になっており、食事をする場所に
はダイニングテーブルと高さ調節可能な椅子を置いています。3歳児以上の子どもはランチルームで一緒に食
事をし、その後一緒に午睡します。ランチルームは毎日当番の4、5歳児が食後に職員と掃除します。3～5歳児
は一緒の保育室で過ごしています。自由遊びの時間には子どもたちは好きな遊びや好きな本を選び、日常的
に異年齢でかかわり遊んでいます。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　3歳未満の子どもの個別指導計画を作成しています。0～2歳児では今期の目標、子どもの姿、保育内容、援
助と配慮、特記事項、月毎の自己評価を書き、期末に年度の振り返りを記録します。3歳児以上の子どもでも、
配慮が必要な場合は個別指導計画を作成し、保育内容をさらに細かく分けて、子どもの発達の様子がより細
かくわかるように工夫しています。リーダーミーティングやケース会議では職員が話し合い、その子どもにとっ
て何が大切なのか、どうすれば一番良いのかを話し合って確認します。保護者の要望や意向は、連絡帳や送
迎時の会話や電話での相談などで把握し、指導計画の見直しを行った場合には重要部分を説明して同意を得
ています。
　子どもの入園以降の日々の生活の様子や、子どもの成長が時系列に確認できる子どもごとのファイル「ド
キュメント」を各クラスに置いて、保護者が閲覧できるようにしています。また「園児システム」と呼んでいる保育
業務支援システムでは、パソコン上で保育日誌、健康に関する記録、保育経過記録を作成し、記載された内容
は全職員が共有しています。保育所児童保育要録は、5歳児の担当職員が作成したものを主任と園長が確認
し、3月上旬に入学予定の小学校に郵送します。5歳児クラスの担当職員は申し送り表に子どもが小学校に入
学する際に必要な配慮事項について記載し、小学校の教諭に引き継ぎを行っています。小学校から担当教諭
が来園して直接引き継ぎを行っています。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力 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

　特に配慮を要する子どもを積極的に受け入れています。ケース会議では、配慮が必要な子ども一人一人が
置かれている状況を把握し、適切な対応をするための話し合いを行い、個別に記録を残しています。記録は各
クラスごとにファイリングしています。主任、担当の職員は最新知識を得るために、要配慮児研修や保育エキ
スパート研修、障がい児保育などの研修に、積極的に参加しています。学習した内容は研修記録にまとめると
ともに、リーダーミーティングやケース会議で内容を発表し、共有します。ケース会議やリーダーミーティングの
記録は、含まれている個人情報の内容を勘案して、施錠できるキャビネットで保管しています。
　園は入り口のステップ、ランチルームへの登り口の階段以外はバリアフリーとなっており、「みんなのトイレ」も
設置されています。園では地域療育センターあおばや横浜市北部療育センターと連携し、巡回を依頼して助言
や情報を得たうえで、必要な個別配慮ができるようにしています。また、保護者の同意を得て、青葉区こども家
庭支援課とも話し合いを行います。担当職員は巡回での相談内容を記録簿に記録し、クラスミーティングで職
員が共有して個別指導計画を立てる際に障がいの特性を考慮した計画が立てられるようにしています。配慮
の必要な子どもについて全職員が学習し、話し合える体制ができています。子どもたちは一緒に楽しく生活し、
できないことを互いに助け合えるようになっています。
　「虐待防止マニュアル」に早期発見、観察の主な要点、虐待が疑われる場合や気になるケースを発見した時
の対応や、地域療育センターあおば、横浜市北部児童相談所などの関係機関の連絡先を記載して、全職員に
周知しています。職員は登園時に子どもの様子を視診し、チェック表で確認して虐待が疑われるような時には、
主任または園長に報告します。園長は主任と話し合い、必要に応じて青葉区のこども家庭支援課や保健師と
連携します。こども家庭支援課の担当者も交えて合同カンファレンスをすることもあります。支援が必要な保護
者がいれば、状況に応じて交換日記で援助したり、送迎の際に一言でも会話をしたりすることを心がけ、保護
者の様子や子どもを取り巻く環境の変化に気を付けるようにします。
　「食物アレルギー対応マニュアル」を作成し、かかりつけの医師の指示のもと、横浜市の様式を使って個別に
アレルギー対応を行っています。食物アレルギーがある場合、入園時面談に担当栄養士、栄養士、保護者が
参加し確認します。入園後は毎月、現在の子どもの健康状態とメニューを保護者と栄養士が確認し、保護者は
半年に1度、かかりつけ医からの検査結果を園に提出しています。職員はアレルギーに関する研修を受け、ア
レルギーミーティングで情報共有しています。誤食を防ぐために、昼食時はアレルギーのある子どもの座る席
を固定し、専用トレー、コップ、食札を用意しますが、除去食の子どもも同じように食事を楽しめるように、食器
は同じものを使用しています。
　「外国人保護者への対応について」というマニュアルを作成しています。外国籍や文化の異なる子どもを受け
入れる際は、入園までに言語や生活習慣、食物禁忌など必要な情報を得ておきます。リーダーミーティングで
は子どもの情報共有を行い、担任は外国籍の子どもを特別扱いしないように配慮したり、子どもの国の様子を
クラスの子どもたちに紹介したりします。宗教上など食べられないものがある場合には個別に除去などの対応
をします。連絡帳は少し大きめのひらがなで書き、送迎の会話は単語を1つ1つゆっくり話しています。筆談でコ
ミュニケーションをとる時もあります。今後、必要に応じて通訳などの福祉ボランティアを青葉区こども家庭支援
課に依頼することも検討します。

 　保護者からの要望、苦情に関して受付担当者は主任、解決責任者は園長です。保護者に配付する「入園の
しおり」には第三者委員の連絡先を記載するとともに、園の入り口には苦情受付の仕組みを掲示しています。
事務室の前に意見箱を設置しています。第三者委員には理事会や評議委員会が開催される際に園の運営状
況を報告しています。自分で意見を表明するのが難しい保護者には、送迎の際に家庭での生活の様子を聞い
たり、懇談会や面談の際に相談を受けたりしています。子どもとは同じ高さで目を合わせ、子どもの気持ちに
配慮しながら話を聞くようにしています。マニュアルには外部の権利擁護機関や他機関の苦情解決窓口と連
絡先を記載しています。
　苦情解決マニュアルが整備されており、利用者が自らの選択に基づいたサービスを利用することのできる利
用者本位の仕組みの確立を目ざしています。マニュアルには苦情の受付担当者、解決責任者、対応手順、注
意すべき点などを記載しています。また、法人が弁護士と顧問契約を締結していて、必要時には連携して苦情
解決にあたります。保護者からの要望はケース会議やリーダーミーティングで共有し、できる限り迅速に対応し
ます。対応方法や回答について、個人情報などに触れない公表可能なものについては、保護者に配付するな
どしています。過去の苦情や要望は時系列にファイリングし、対応内容を加筆して同じような苦情が発生しない
ようにしています。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 A
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ちぐさのもり保育園

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、背の低い棚の引き出しに種類別に整理されたおもちゃが収納されており、絵本棚には表紙
が見えるように絵本を置いていて、子どもが自分で好きなおもちゃや絵本を選んで取り出せるようにしていま
す。2階には円形のスペースの周りに絵本が収納された絵本ルームがあり、主に3～5歳児クラスの子どもたち
が利用しています。クラスミーティングでは、担当保育士が子どもの遊んでいる様子を報告し合い、年齢や発
達に応じたより良い環境構成について話し合っています。ラグマットや可動式の棚などを用いてコーナーづくり
を工夫したり、適宜おもちゃや絵本の入れ替えを行ったりしています。また、子どもたちが落ち着いてじっくりと
遊び込める時間を確保できるよう、静と動のバランスを考慮して指導計画を作成しています。
　サークルタイムと称して、子どもたちが円になって座り話し合う場を設定しています。職員が言葉をかけなが
ら、子ども主体で話し合いを進められるようにしていて、5歳児クラスでは、子ども同士で相談しながらダンスの
振り付けを考え、協力し合って練習し、夏祭り（サマーフェスティバル）で楽しく踊ることができました。自由遊び
の時間には、2階建てハウスでままごと遊びをしたり、絵本ルームでじっくり絵本を読んだり、子どもたちは思い
思いに過ごしています。年齢に応じて、カードゲームや椅子取りゲームなどを取り入れ、子どもたちが楽しみな
がらルールを覚えられるようにしています。職員は、子どもたちがそれぞれ好きな遊びができるよう、声かけを
行いながら保育にあたっています。
　園庭の畑で栽培していた大根に2匹の青虫が付いているのを見つけ、虫かごに入れて、4歳児の子どもたち
が飼育しました。水で薄めたはちみつを綿に染み込ませてエサを作り、少しずつ変化していく様子を観察しな
がら、ふ化してモンシロチョウになるまで見届けています。残念ながら1匹は、ふ化することができませんでした
が、飛び立っていくモンシロチョウと、ちょうになれなかったサナギを見て、命の大切さを感じ取る体験をしてい
ます。畑では、きゅうりやかぶなどの野菜を栽培し、子どもたちが水やりなどの世話をしています。収穫した野
菜は調理職員に漬物にしてもらい、野菜が苦手だった子も残さずに食べることができました。園の周辺には大
小さまざまな公園があり、子どもたちは木々豊かな公園で、葉っぱやどんぐりを拾ったり、池のある公園で、か
めやカモを見たりして、四季を感じながら自然に触れ、散歩の道中で出会う地域の人と元気に挨拶を交わして
います。
　子どもの年齢に応じて、色鉛筆やマジック、折り紙、画用紙など、さまざまな道具を準備し、自由画帳に絵を
描いたり塗り絵をしたりするコーナーを設定しています。また、牛乳パックや空き箱などの廃材を利用して製作
ができるようにしており、発泡スチロールで船を作り、水遊びを楽しんだりしています。訪問調査日には、自由
遊びの時間に、1歳児が保育士にCDの音楽をかけてもらって体を動かしながら歌をうたっていたり、3歳児が友
達と楽しそうに話をしながら粘土遊びをしたりしている姿が見られました。
　子ども同士の小さな揉め事は、職員が双方の気持ちを聞いて、子どもが自分の言葉で伝えられるように援助
しています。訪問調査日には0歳児クラスで、2人の子どもが一つのおもちゃを同時に使いたくなった時に、「か
して」と「どうぞ」を子どもにわかるように職員が代弁して友達におもちゃを渡している場面がありました。朝夕の
合同保育や昼食時など、日常的に異年齢で過ごす時間を多く設けています。3～5歳児は、合同で散歩に出か
けたり、縦割りのグループを作ってランチルームで一緒に食事をしたりしています。1歳児と2歳児は合同保育
を行っていて、着替えやトイレの生活の場面ではそれぞれの発達に応じて対応を行い、遊びや食事の時間は
ほとんど一緒に過ごしています。訪問調査日には午睡の時間に、2歳児が1歳児をやさしく抱き寄せて背中をト
ントンしている姿がありました。
　屋外活動の際は安全に楽しく活動できるよう配慮して、近隣の公園に出かけたり、園庭に出て遊んだりして
います。公園ではドッジボールやリレー、かけっこなどをして走り回って遊んでおり、運動会（スポーツフェスティ
バル）も近隣の公園で開催しています。園庭は小さな森のような造りになっていて、子どもたちがかくれんぼを
したり木登りをしたりして楽しんでいます。また、2階のテラスや室内では、平均台や跳び箱などで遊んだり、リ
ズム遊びやダンスをしたりするなど、屋内外で子どもたちが全身を使って楽しみながら活動できるようにしてい
ます。屋外に出かける時は、たれ付きの帽子をかぶり、テラスでプール遊びをする際は、タープ（日よけスク
リーン）を張るなどして、紫外線対策を行っています。体を動かす活動については、子ども一人一人の健康状
態や既往歴に留意して行うよう配慮しています。

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、週に1回程度バイキング形式の食事を取り入れて、自分で食べられる量を考えておか
ずを取り分け、子どもたちが楽しみながら残さず食べることの大切さを知る良い機会となっています。苦手な食
材は一口だけでも食べられるように声をかけ、食べられた時にはほめてあげるなどして、子どもが自分から食
べようとする気持ちを大切に援助にあたっています。食育年間計画を作成し、0～2歳児クラスでは旬の野菜に
触る体験をしており、3～5歳児クラスでは調理職員に教わりながら、とうもろこしの皮むきをしたり、クッキング
でカレーライスやスイートポテトを作ったりしています。授乳や離乳食の援助については、個々のペースに応じ
て一対一で話しかけながら行っており、できるだけ同じ職員が対応できるようにしています。
　ランチルームは園庭に面した窓から明るい陽光が差し込み、開放的で温かみのある空間となっています。食
事をするテーブルは、子どもの体に合わせた背の低いものではなく、家庭にあるテーブルと同様の高さの円形
のダイニングテーブルを使用しています。子どもたちは丸い食卓を囲んで、座高が調整できる椅子に座り、家
庭的な雰囲気の中で和やかに食事を楽しんでいます。栄養士は、旬の食材を多く取り入れて、七夕そうめんや
きのこの香りごはんなど、四季を感じられるように献立作りを工夫しています。使用する食材はできるだけ国産
のものを使用し、品質管理を適切に行っています。食器は強化磁器などを使用して、子どもの年齢や発達に応
じて大きさや重さを変えて使用しています。また、食器や食具の消耗度チェックを定期的に行い適宜買い替え
をするなどして、子どもが安全に食事ができるよう努めています。
　調理職員は日々の残食状況を記録し、子どもたちの好き嫌いの把握に努めています。調理室はランチルー
ムと窓越しに隣接しており、調理職員は子どもたちの食べている様子を見たり、窓を開けて子どもたちと直接
会話をしたりしています。毎月開催しているランチミーティングには、栄養士と調理職員が参加して、食材の硬
さや大きさなどについて職員から意見を聞き、残量の多いメニューの調理方法や味付け、盛り付けの変更につ
いて話し合っています。栄養士と調理職員は、子どもたちに、より食べやすくおいしい食事を提供できるよう、野
菜を小さめにカットして彩り良く盛り付けたり、八宝菜を中華丼に変更したりするなど工夫しています。
　献立表とランチ便り「おおきくなーれ」を毎月発行しています。ランチ便りには子どもたちに人気のレシピや旬
の食材の紹介、食品ロスのためのリメイクレシピなどを掲載し、保護者に情報提供を行っています。鶏もも肉の
マーマレード焼きやさつま芋サラダなど、人気メニューのレシピは、保護者が持ち帰りやすいようにエントランス
に用意しています。また、その日のランチのサンプルを展示して、保護者がお迎え時に確認できるようにしてい
ます。4月に開催する0歳児のクラス懇談会では、保護者に離乳食の試食をしてもらい、調理方法や離乳食の
進め方などを伝えているほか、5月に保護者のランチ試食会を開催し、味付けや盛り付け方法などを伝えてい
ます。
　午睡の際はカーテンを閉めて適度な明るさに調整し、温度と湿度も適度に保てるよう調節しています。布団
に入る前に絵本を読み聞かせ、そっと抱きしめてあげるなど、子どもが安心して眠りにつけるよう配慮していま
す。眠れない子どもには場所を変えて静かに過ごせるよう、個別に対応するなどしています。乳幼児突然死症
候群（SIDS）の防止対策として、0歳児は5分おきに、1歳児は10分おきに顔色と呼吸の確認を行って、ブレス
チェック表に記録しており、うつぶせ寝にならないよう、細心の注意を払っています。5歳児クラスでは、就学に
向けた生活習慣を身に付けられるよう進級時から午睡をなくし、製作を行ったり、散歩に出かけたりしていま
す。
　排泄の援助は、個人差を尊重して対応することを職員間で確認しています。健康チェック表や申し送りノー
ト、排泄チェック表などを用いて一人一人の排泄リズムの状況を職員間で共有しており、1歳児と2歳児のそれ
ぞれの担当職員が、どちらのクラスの子どもも対応できるようにしています。訪問調査日には、トイレになかな
か行きたがらない子どもに、保育士がやさしく声をかけ、手をつないで誘導している様子が見られました。保護
者に園での様子を口頭や連絡帳を用いて伝え、家庭での様子も伝えてもらい、双方で情報を共有し、保護者
の意向を確認しながらトイレットトレーニングを進めています。トイレの失敗時は、ほかの子どもにわからないよ
うに片付けるなどして配慮しています。
　保育が長時間にわたる子どもには、よりスキンシップを心がけ、抱っこやおんぶをしたり、ひざに座らせて絵
本を読んであげたり、保育士が一対一での対応も行っています。18時30分に夕食またはおにぎりやサンドイッ
チなどの軽食を提供していて、また、子どもがゆったりと過ごせるよう、横になれるスペース作りにも配慮してい
ます。職員間でミーティングを行い、長時間保育の子どもの状況を共有し、適切に対応が行えるようにしていま
す。日々の様子は口頭で伝え合うほか、申し送りノートを用いて共有し、保護者に伝え漏れがないよう努めて
います。担任の保育士が直接電話で子どもの様子を伝えることもあり、保護者の安心につなげています。

A
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　衛生マニュアルには、保育室やトイレ、手洗い場など、各場所の清掃方法と備品やおもちゃの消毒方法およ
び消毒剤の使用方法が明記されています。マニュアルに基づいて、清掃・消毒を実施し、園内は清潔な状態が
保たれています。マニュアルの重要部分を抜粋し、入社時に看護師から職員に説明を行っているほか、感染
症の流行時期の前には、園内研修でマニュアルの読み合わせを行うなどして、衛生管理を適切に行えるよう
に努めています。園内の清掃方法や備品などの消毒手順について、看護師が中心となって、職員間で意見交
換を行い、マニュアルの見直しをして、実践につなげています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　保健マニュアルには子どもの健康観察のポイントが明記されており、マニュアルに基づいて日々の健康
チェックを行っています。看護師は毎朝、各クラスを回って、子どもの様子を直接見たり、保育士から情報を収
集したりして、体調不良による欠席や早退について看護日誌に記録しています。また、医務室で対応を行った
際は、医務室利用記録に症状や対応内容、その後の経過観察を記録しています。一人一人の既往歴や内服
歴、予防接種状況など、保護者から得た情報を健康台帳に記録し職員間で共有しています。看護師は、園で
の子どもの体調の変化などを降園時に必ず保護者に伝え、必要に応じて受診を勧めるなどしています。歯磨
き指導については、2歳児から、食後に歯ブラシを持つことから始め、習慣化できるようにしており、5歳児クラス
では、歯科衛生士による赤染めを用いた歯磨き指導も行っています。
　園の嘱託医である内科医による健康診断と歯科医による歯科健診をそれぞれ、年に2回ずつ実施していま
す。健診の結果は、その日のうちに保護者に掲示するなどして知らせ、個別の対応が必要な場合は文書を用
いて知らせています。健診前に保護者へ健診アンケートの用紙を配付し、気になる点や医師への質問事項を
記入してもらっています。保護者からの質問などは医師に伝え、医師からの回答を保護者にフィードバックして
います。健診結果と歯科健診結果は、健康台帳に記録して個人別にファイリングし、職員が必要な時に確認で
きるようにしています。健診結果を踏まえて歯磨き指導の方法などを、看護師が中心となって職員間で検討し、
実践につなげています。
　感染症対策マニュアルには予防対策や発生時の対応、登園停止基準について明記され、職員に周知してい
ます。また、マニュアルに基づいて、看護師の指導のもと嘔吐物処理方法・手順についての実地研修を行って
います。入園のしおりに登園許可書が必要な感染症の一覧を掲載し、登園停止基準を明記して保護者に周知
しています。看護師は保育士と連携し、イラストを用いて子どもたちに手洗いの方法を教えるなど、感染症予防
に向けた保健指導を行っています。保育中に感染症の疑いが生じた際は、保護者に速やかに電話連絡をし
て、お迎えまで医務室で看護師が対応しています。園内で感染症が発症した際は、状況をエントランスに掲示
して保護者に周知するとともに、二次感染を防止するための注意喚起を行っています。

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が整備されており、園内の各場所や設備、備品などの安全点検チェックリストを作成し
て、職員が定期的に確認を行っています。マニュアルに基づいて自衛消防組織表を作成し、誘導避難や看護
などの担当を設定して、園全体で防災に向けて取り組んでおり、避難訓練計画に沿って防災訓練や通報訓練
を実施しています。また、お散歩の際に地域の避難場所に子どもたちと一緒に行き、避難経路を確認をするな
どの取り組みも行っています。マニュアルには、睡眠中や食事中、プール活動の際の留意事項を明記して、職
員間で事故防止策を確認しています。年1回、消防署員指導のもと、全職員が救命救急法の研修を受けてい
ます。
　事故発生防止マニュアルと事故発生時対応マニュアルを整備し、初期対応と通報手順について、職員間で
確認しています。保護者および医療機関、行政など、関係機関の連絡先リストを事務所に設置しており、緊急
時に速やかに対応できるよう、職員に周知しています。軽微な事故やけがの場合でも、必ず保護者に口頭で
伝え、状況の説明を行うとともに、事後の対応について、話し合っています。事故やけがについては、事故報告
書に発生状況、けがの状態、対応内容、反省点などを記載し、再発防止策について検討して、改善策の実行
につなげています。
　園の門扉と玄関は電子錠の設備が施されており、防犯カメラの設置や警備会社に委託して24時間の防犯シ
ステムを導入するなど、不審者などの侵入防止対策を行っています。不審者対応のマニュアルを整備して、初
期動作などについて職員間で確認しており、青葉警察署員の指導のもと、不審者対応訓練と緊急通報訓練を
実施しています。不審者などの情報は、青葉区こども家庭支援課からのFAXや警察署から入手しており、速や
かに職員と保護者に周知して、子どもの安全を守る体制を整えています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　職員が子どもを呼ぶ時には、保護者が家庭で子どもに声をかける時の呼称を使っています。園長は理事長
の方針である「愛情保育35のメソッド」を基に、子どもと話をする時は否定の言葉を使わないように指導してい
ます。禁じる言葉で子どもを強制的に従わせると、子どもも他者に同じ態度を取るようになります。職員は上か
ら目線で子どもを見るのではなく、同じ人としての子どもとの会話を通して子どもの発言や気持ちを受け止める
ようにしています。子ども同士のトラブルは、危険な行為は止め、その他の場合は双方の気持ちを代弁して伝
え、互いの気持ちが落ち着くまで見守ります。法人では子どもの人権を尊重するための園内研修を新人と中堅
社員に行っています。
　2階のスタディルームやプレイルームと呼ばれている保育室には、絵本コーナーや2階建てハウスなどがあ
り、子どもが1人で、職員や友達の視線を意識せずに過ごすことができます。友達に知られたくないことを話す
時は、一時保育室や事務室、相談室、廊下の一角などで子どもと一対一になります。おねしょ後の対応などで
は、子どもをそっと連れ出し、コットパッド（寝具）は水洗いしてテラスに干すなど配慮しています。子どもが恥ず
かしがって気にする場合は、家庭から防水シーツを持って来てもらうこともあります。2階のトイレは子どものプ
ライバシーを守りながらも開放的な構造で、子どもがトイレに入る際、抵抗感を持たないで済むようにしていま
す。
　「個人情報に関するマニュアル」で、個人情報保護対象となる書類名、保管場所、漏洩が発生した場合の対
処方法について規定しています。また、横浜市私立保育園代表園長会では、連絡網、園児の名札、園便りの
誕生日紹介、指導計画の個人名などの、特定個人情報の扱いについての基準を定めています。個人情報の
取り扱い方法は、園内研修を行って全職員が周知するとともに、保護者には入園オリエンテーションをする際
に、重要事項説明書を使って説明し、子どもの写真使用に関しては承諾書を得ています。個人情報が記入さ
れた記録は、施錠できるキャビネットに保管し常時施錠しています。保管期間を過ぎた個人情報はシュレッ
ダー処理、または専門業者に依頼して廃棄しています。
　「愛情保育35のメソッド」の中の「男女平等を意識する」項目で「デモクラティックな保育」を掲げています。保
育の場面では男女を区別する場面を極力つくらず、男女が平等であるという意識を徹底するように指導してい
ます。園長は男女の区別は差別につながる可能性があり、不用意な発言や行動をしないように、職員の意識
改革を啓発していく教育が必要だと考えています。登園する際の服装は自由で、性差を意識するような色遣い
を製作の場面で誘導することはしません。すべての遊びは男女混合で行い、父の日、母の日は設けずに親子
で楽しめるサマーフェスティバルを開催しています。今後は園の運営をより男女共同参画型にしていきたいと
考えています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　園のパンフレットと入園のしおり、重要事項説明書に、保育理念と保育方針を明記し、3月に開催する入園オ
リエンテーションで保護者に説明しています。また、エントランスに掲示して、保護者が日常的に確認できるよう
にしています。クラス懇談会の際に、園長が各クラスを回り、園の保育の方向性についてわかりやすく説明して
います。園長と主任は、登降園時に直接保護者と会話して、行事の感想や保育内容に関する意見を聞くなどし
て、園の方針が理解されているか、把握に努めています。園便り（Happy Day-Home）に、各クラスの活動内容
や保育のねらい、子どもたちの様子を掲載して、保育方針が保護者に伝わるようにしています。
　降園時に、苦手な野菜が食べられたことやトイレに一人で行けたことなど、子どもの日々の成長の様子をエ
ピソードを交えながら、保護者に直接口頭で伝えるようにしています。また、0～2歳児クラスでは、連絡帳も用
いて、園と保護者で情報を共有しています。年に1回、6月頃に、全クラスで個人面談を実施しており、5歳児ク
ラスでは、1月に子どもも交えて三者面談を行っています。また、面談期間以外でも、保護者の希望に応じて、
随時、面談を受け付けています。クラス懇談会は、毎年4月に開催し、年齢ごとの年間カリキュラムを配付し
て、クラス全体の様子を伝えています。
　園長はじめ職員は、保護者と積極的にコミュニケーションを図ることを心がけており、保護者が話しやすい環
境づくりに努めています。保護者からの相談は随時受け付けて対応しており、相談室を利用して、保護者が安
心して話ができるように配慮しています。相談を受けた職員が、適切な対応が行えるよう、園長や主任がアド
バイスを行っており、必要に応じて同席するなどしています。また、保護者支援・保護者対応のための外部研
修に参加して、参加した職員が研修報告書を記載し、職員間で共有しています。相談の内容や対応について
は、詳細に記録して、個別にファイリングし、継続的なフォローを行っています。
　毎月、園便りと保健便りを発行しています。園便りには、日々の各クラスの活動の様子や行事などに向けて
子どもたちが取り組んでいることなどを掲載しています。3～5歳児クラスでは、月間予定表（デイリープログラ
ム）も配付して活動予定を保護者に知らせています。保健便りには、保健行事のお知らせや子どもの健康に関
する情報を掲載しています。エントランスに職員が撮った写真を掲示し、その日の活動の様子を保護者がお迎
え時に確認できるようにしています。また、園のホームページ内の保護者専用ページにも写真を掲載し、保護
者が日々の活動の様子を見られるようにしています。クラス懇談会では、保育内容やそのねらいについて保護
者にわかりやすく説明しています。日常の様子をビデオにも撮っており、12月の発表会で、0～2歳児クラスの
遊んでいる様子などを保護者にビデオ鑑賞してもらっています。
　年間行事予定表を年度初めに配付し、保護者参加の行事や保育参観の日程を知らせています。保育参観
では、子どもが園庭で遊んでいる様子や製作をしている様子などを見てもらっており、ほかのクラスも見て回れ
るようにしています。また、保護者の希望に応じて、参観日以外でも随時、参観できることをパンフレットと入園
のしおりに掲載して、保護者に知らせています。保育参観やクラス懇談会に出席できなかった保護者に対して
は、後日、資料を直接手渡しし、個別に報告しています。
　保護者会などの保護者組織はありませんが、保護者が自主的な活動を行う際には、保育室などを提供する
など、保護者と協力し合うこととしています。地域の保護者向けに開催している育児講座やリース作りなどを行
うイベントには、在園の保護者も参加できるようにしており、ランチルームや保育室を使って、保護者間の交流
の場となっています。園長は、保護者と園で、情報を共有し、協力し合って子どもを見守る体制作りを心がけて
おり、園全体で取り組みを進めています。

A
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ちぐさのもり保育園

評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

A

　子育て相談は毎週金曜日に定期的に実施しています。園庭開放の中で主任や看護師（または職員）が中心
となり、参加している保護者と会話を交わす中で行っています。構えて相談という形はとりませんが、子どもた
ちが交流する様子を見ながらリラックスした雰囲気を作り、相談や要望を引き出すように工夫しています。入園
見学会の際にも子育て相談を行います。また園庭開放をはじめ、育児相談や子育て支援事業のイベントなど
のお知らせは、法人の方針で園の外周などへの掲示は行いませんが、園のホームページや町内会の掲示板
を利用してポスターや案内を貼ることで地域へ積極的に情報を発信しています。また、年度ごとに地域の事業
所が共同で作成・発行している「青葉区子育て支援情報、市ヶ尾・藤が丘駅エリア」のチラシにも掲載し情報提
供しています。
　警察、消防、児童相談所や病院をはじめとする外部関係機関や関係団体などはリスト化されており、事務室
に掲示してあり全職員がいつでも見られるようにして情報共有しています。それぞれの機関ごとに園長、主任、
看護師が担当窓口としてリストに明示され、地域の保護者からの相談内容に応じて適切な関係機関や地域の
団体と連携しての支援につなげています。本年も定期的な巡回相談だけではなく、必要に応じて児童相談所
や福祉保健センターなどと協力して相談、面談、カンファレンスを行い、連携、情報共有しながらさまざまなケー
スに対応し、問題解決に向けた道筋を形作っています。

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

　地域の子育て支援ニーズに応じた地域活動の一環として、年間の中で定期的に毎週金曜日の10～11時に
就学前の子どもを対象に園庭開放を実施しています。同年代の子どもたちの交流だけではなく、来園した保護
者からの子育て相談や一時保育の希望などの要望を主任が会話をする中で把握したり、情報提供をしたりし
ています。入園見学会の際にも子育て相談を行い、園としての取り組みを伝え、悩みごとの解決に向けたアド
バイスを行っています。また、青葉区の地域子育て支援拠点主催の「一時保育を考える会」に出席して、子育
てにかかわる環境の向上や、地域で連携しての支援などについての意見、情報の交換をしています。
　毎年の事業計画策定に合わせ全職員が参加しての職員会議の中で、子育て支援のニーズについて園の専
門性を生かすための検討、確認をしています。日常的にはクラスミーティングなどで随時話し合われています。
一時保育は一か月前からの受付ですが、すぐに定員が埋まることはなく、ほぼ利用希望者の受け入れができ
ています。また、5歳児の交流保育を園長会を通じて企画していて、本年度は9月から毎月1、2回、近隣の藤が
丘公園などで実施しています。北欧の玩具専門会社に依頼して親子を対象に遊びやおもちゃなどの利用の仕
方の講習会を開いたり、育児講座として外部講師を招いての親子ヨガ、クリスマスリース作りをしたり、交流保
育としてバイオリンとピアノ音楽会や人形劇の会を開催したりしており、毎回10組前後の参加があります。

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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ちぐさのもり保育園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園のホームページは充実しており、園の紹介、園庭開放や各種講座の案内、特に日々の保育活動の様子が
豊富な写真によってわかりやすく紹介されています。また、パスワードによって管理する保護者専用ページも
備わっており、個人情報などの保護が必要な情報などのページを含め、外部の専門会社によって毎月更新し
ています。また、横浜市のホームページや青葉区の広報紙、市ヶ尾・藤が丘駅エリアの事業所共同で発行して
いる青葉区子育て支援情報のチラシにも情報提供しています。園のパンフレットや重要事項説明書などでは、
さらに詳細にサービス内容、料金、職員体制などの情報を提供しています。
　見学者や利用希望者の問い合わせに対しては、園長、主任がパンフレットや重要事項説明書などに基づい
て、法人や園の理念や基本方針、保育内容など、例えば園は「昼間の家庭」であり「抱きしめて育てます」と
いったこと、5歳児になると小学校入学に合わせ午睡を行わないこと、平等・尊厳・責任・安全がベースのデモク
ラティックな保育についてなど、園が大切にしていることを説明しています。見学に関してはホームページなど
で案内をしています。申し込みは主に電話で受付をし、保育時間を見学できるようにお勧めしていますが、でき
る限り希望に添えるよう日時を調整しています。また、問い合わせに関しても園長、主任がお答えしています。

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

　毎年、運動会（スポーツフェスティバル）には卒園児や地域住民にも案内を出し、地域の子供が参加できる種
目として、お菓子食い競争を実施しています。毎年秋には近隣の農家の畑をお借りしてお芋掘りを行っていま
す。収穫したお芋は家庭に持ち帰るだけではなく、近隣のお宅にもおすそ分けをして喜ばれています。また、就
学に向けて小学校と連携していて、5歳児は年2回小学校を訪問し、1年生とのゲームや演奏による交流、5年
生による学校案内、授業参観などを通して交流しています。中学校の職業体験も毎年受け入れています。町
内会館での老人会の会合に合わせた訪問も毎年4、5歳児が行い、お年寄りの方々と歌やダンス、折り紙や手
遊びなどを通じて交流を深めています。
　遠足は近隣の藤が丘公園や北八朔公園、貸し切りバスを使ってズーラシアや宇宙科学館へ行っています。
特に5歳児は遠足のおやつを近隣のスーパーマーケットへ買い出しに行き自分たちで選び、お金の支払いまで
行います。食育としてのカレー作りやおやつ作りをするクッキングを行う際も子どもたちで食材購入をします。
年度の後半には月に1～2回地域保育園間交流を行います。また、近隣からの依頼で持ち込まれる盆踊りや
小学校の運動会など、地域の行事案内やポスターを園内に掲示するなど地域行事にも協力しています。青葉
区こども家庭支援課と私立・公立合同保育施設長会が主催する青葉区の未就学児と保護者向けの子育て支
援イベントで、区のマスコット「なしかちゃん」による「なしかちゃん広場」にも職員を派遣して参加しています。

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

　ボランティアは随時受け入れが可能です。個人的に申し出があったボランティア希望の高校生を受け入れた
実績もあります。受け入れにあたっては、受け入れマニュアルに沿って主任がオリエンテーションを実施し、園
の方針や利用者への配慮、留意点や守秘義務についての説明をしています。ボランティア受け入れの際は、
保護者に対して園便りを通じて周知、説明をしています。実際に保育の場面に入る際にはクラス担任などが説
明や配慮をしつつ、興味が持てたり、楽しく過ごせるようにしています。また、近隣のシニアの方から協力の申
し出があり、パート職員として契約しています。
　専門学校や大学の実習は広く積極的に受け入れを行っています。また、中学校の職場体験は毎年地域の3
校から依頼があり受け入れています。主任が受け入れ窓口となり、実習開始にあたってはマニュアルに沿って
実習オリエンテーションを行います。服装や持ち物、名前の呼び方や言葉使い、SNSも含めた個人情報保護な
どの説明をします。受け入れに際し、職員に対してはスタッフミーティングで、保護者には園便りなどで周知して
います。充実した実習になるよう、それぞれの実習生の目的や希望に応じて希望のクラスに配属しています。
指導は主にクラスリーダーが行い、実際に子どもと触れ合う体験ができるように工夫しています。実習終了時
には振り返りの時間を設けるとともに、感想や気づいたことを記録し提出してもらっています。
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ちぐさのもり保育園

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

　園の定員に対する職員配置は常に基準を満たし、欠員が出た際はハローワークに求人を出したりホーム
ページで職員の募集を掲載したりするなど欠員補充に努めています。職員の採用では、面接などで人物の見
極めをしたうえで園の理念や方針を実現していくために、より良い人材の採用に努めています。人材育成にあ
たっては、法人として定められたキャリアパスを基に、園長、主任によって経験などに応じた目標を設定し、そ
れぞれの資質向上に向けた研修計画を策定しています。個々の職員は半期ごとに自己評価での達成度を基
にした自己目標と一年を通しての目標を、園長との面談を通じて設定し、達成度の評価を行っています。
　職員の資質向上を目ざし、面談を通じて自己目標や希望を把握して、園長、主任が検討し、職員個々につい
ての研修計画を立てています。法人の基礎研修として接遇マナー研修と、年に3回法人の理事長が講師として
保育理念・保育方針の理解研修を全職員が受講できるようにしています。また、キャリアアップ研修計画を策
定し、乳児保育、幼児保育、障がい児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育
て支援、マネジメント、保育実践研修を行っています。外部研修では、日本保育協会、青葉区こども青少年局
や横浜市こども青年局などによる研修、企業主催の研修に積極的に参加しています。研修終了後は一週間以
内にレポートを提出し、必要に応じて研修報告会を開いたり、レポートを閲覧できるようにして全職員に周知し
ています。
　食物アレルギー、感染症対策、虐待防止、事故防止、個人情報をはじめとする23もの業務マニュアルが備
わっており、各部屋に置かれていて誰でも閲覧することができます。非常勤保育士にも研修受講を勧め、年1
回の全体での職員会議や必要に応じたミーティングで周知、確認をしています。業務にあたっては、担任、副
担任保育士と保育補助の組み合わせとして主任がシフト表を作成しています。職員間のコミュニケーションは
良好で、非常勤職員に経験者も多く、立場にとらわれず、時には経験のある非常勤職員が経験の浅い常勤職
員にアドバイスすることもあり、職員が一体的に協力して保育にあたっています。充実した休憩室が円滑なコ
ミュニケーションの形成に役立っています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は半期ごとに法人の定めた書式によって、「園の方針について」「保育の内容について」「保育計画の立
て方・書き方」「子どもへの接し方」「保護者への接し方」「自分の役割」「スタッフ間の協調性」といった項目をは
じめ14項目についての自己評価を行い、その自己評価を基に園長と面談し、評価を受ける人事考課制度を取
り入れています。園長は年度末に、「理解力」「勤務態度」「日常行為」「創意工夫」の各項目について細かに評
価します。法人内の4つの保育園の園長会議、主任会議を定期的に行い、保育サービスの向上に向けた情報
交換や、さまざまな課題の検討を行っています。保護者からの意見や要望に対しては、職員間での話し合いや
工夫でサービス改善できるように取り組んでいます。そうした改善によるサービス向上に向けて、外部講師を
招いての接遇・マナー研修、自己啓発研修なども取り入れています。
　指導計画をはじめ各種記録、報告書などは書式化されています。そのため時系列や内容、重点項目や留意
点などが比較検討しやすくなっています。月間指導計画は保育士が作成し、主任、園長がチェックします。各年
齢に応じたねらい、環境構成、配慮事項などが細かに計画されるとともに、振り返り欄が設けられており、そこ
では意図した目標やねらいに対しての自己評価、成果や反省点が翌月に反映できるようになっています。特に
配慮が必要な子どもに対する記入欄も設け、対応しています。リーダー保育士が毎月確認し、職員間での共
有をしています。
　月間指導計画の振り返りと自己評価は、園長、主任のチェックを受け、各クラス職員間で検討、共有されま
す。また、職員は半期ごと、年度末の職員の自己評価結果を基に、園長はその時点での園の課題を把握し、
その改善に取り組んでいます。それらの結果を含め、年度末に保育所の自己評価を園長が行っています。保
育所の自己評価は、年に1回、横浜市のフォーマットによる、めざす子ども像、発達支援、保護者支援、地域交
流などを中心とした内容で行い、結果を収めたファイルは閲覧できるようにして公表しています。毎年、横浜市
の基準により、おおむね良好な結果となっています。保育所の自己評価結果は園内の掲示板でいつでも閲覧
できるようにしています。
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　法人の理念に基づいた人材像やその職責についてのキャリアパス要件が職員に対して明示され、それに基
づいた個人別育成計画が作成されています。個人別育成計画は経験年数に応じての業務内容に対し、園長、
主任によってアドバイス、指導されています。また、人事考課制度が導入されており、職員は半期ごとに「自己
目標と自己評価」を行い、それに基づいて園長と面談し、目標の達成度を測っています。さらに年度末には「自
己評価と今後の期待」として一年を振り返っての自己評価と次年度に向けた目標を立てています。園長は考課
者としてその成果を評価し、次年度へ向け面談を通じてフィードバックしています。賃金規定に基づいた給与
表、賞与支給表が定められ周知されています。
　キャリアパスや勤務姿勢マニュアルとして経験や能力に応じた期待される水準が明文化され、職務分担表や
組織図によって各セクションの役割と責任が明示されています。その中で利用者の窓口は担任、現場を統括
する位置に主任、最終的な判断を園長が行うと責任の所在を明確にして、それぞれの職層に権限の委譲をし
ています。責任の明確化によって個々の職員が業務に対するやりがいを高め、成し遂げた時の満足度につな
がっています。年度末に行っている自己評価と今後の期待の記載項目に、園内、職場内で改善してほしいとこ
ろ、試みたいことなどの園に対する要望などを自由に記入、提案できるようになっています。そうした内容につ
いては園長が全職員と個別に面談する中で把握し、必要なことについては改善の検討をしています。

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 A
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ちぐさのもり保育園

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

　倫理規定が定められ個人情報保護や守秘義務、法令遵守などの職員が守るべき規範がまとめられていま
す。また、「勤務姿勢マニュアル」が作成されており、先生と呼ばれる立場にあることの自覚や心得が示され周
知されています。必要な規程類などはファイリングされ、各部屋に置かれていて、いつでも閲覧できるように
なっています。その時々のニュースなどで報じられた虐待や、不適切な事業所運営などの事案を例にとって会
議やミーティングを通して周知、注意喚起をしています。急速に進む少子化や働き方改革などが喫緊の課題と
認識しています。園の経営、運営状況は法人本体のホームページによって「事業活動計算書」「資金収支計算
書」「貸借対照表」が公開され透明性を確保しています。
　園での日常の事務、経理業務は経理規定に従って事務員が行っており、職務分担表に明示、周知されてい
ます。また、運営全体にかかる会計については、法人系列の事業所として他事業所とともに共通の会計基準
により、大阪にある法人本部の会計担当者によって毎月の収支チェックを受け、適切に処理しています。また、
公認会計士と契約を結び定期的な外部監査を受け、その分析や指摘事項に基づいて、今後の事業所運営の
動向を踏まえた改善を検討しています。
　環境に対する配慮、取り組みには積極的で、年間を通じての取り組みが事業計画・報告に記載されていま
す。ごみの分別を子どもたちと一緒に行ったり、牛乳パックなどの廃材を利用したおもちゃ作りやエコロジー教
室でのリサイクルロボによる学習、ランチ後に年長児が食べこぼしの床清掃に新聞紙を利用するなどの工夫
も見られます。園庭にはたくさんの草花が植えられており、落ち葉をたい肥にするたい肥プールがあって、肥料
として畑で使用しています。また、太陽光発電を利用しており、プリスクールとして発電量などを5歳児がモニ
ターでチェックしています。それを通して太陽光とエネルギーや天気との関係を記録、グラフ作り、気候や太陽
光と植物育成、エネルギー資源、地球温暖化、さらにそこから紙は何からできているか、紙の必要量と無駄遣
い、食物の無駄をなくすことに至るまでを体系的に学んでいます。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　法人の理念、基本方針の基となっている考えは、法人理事長の著書である「愛情保育３５のメソッド」に記さ
れており、大変重視されています。この著書を職員全員に配付し「保育室は教室ではなく部屋」「運動場ではな
く園庭」「給食ではなく食事」「ギューッと抱きしめる」「園のルールは子どもが決める」「朝のサークルタイムで社
会意識を育てる」など、常に園の基本として確認できるようにしています。また、年に3回理事長が講師を務め、
各回ごとに新人職員向け、中堅職員向けとして著書をテキストとした理念・方針についての研修も行っていま
す。半期ごとの自己評価を行った際には理念・基本方針について振り返り、園長との面談の際に必ず確認を
行っています。
　保護者会組織はありませんが、重要な事項に関してはアンケートなどで保護者の意思確認をし、結果につい
てはプリントにして配付しています。法人の理念を反映する「ハグハグキャンペーン」実施後にも協力家庭に対
してアンケートを行い、結果をすべての家庭に報告しています。また、設置されている意見箱や懇談会、個人
面談などでも保護者からの意見を聞き、可能な改善は行い、説明するようにしています。組織としては、園長、
主任のほかに乳児、幼児のクラスリーダー、各担任、看護師、栄養士に業務分担され、リーダーミーティング、
チーム別ミーティング、ランチミーティングなどの縦割りの異なる部門によるミーティングで日常業務の周知、確
認が行われています。
　人材育成の一環として、年間で2、3回、法人による園長・主任などの幹部職員、リーダーのためのトップセミ
ナーやマネジメントに関するキャリアアップ研修が開催され、該当する職員はそこに参加しています。主任は法
人内の系列4保育園の主任との会議に出席し、保育業務についての課題検討や情報交換を行っています。ま
た、クラスミーティングには必ず加わりアドバイスや指導を行っています。個々の職員を把握するため、日ごろ
から一人一人の様子や表情を細かに観察し、普段と異なる様子に見える職員にはこまめに声かけをして、個
別に相談に乗ったり体調などにも気を配っています。また、主任業務記録簿を作成し、各職員の個性や業務能
力を定期的に確認しています。

A

A
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　園長は幼児教育や保育の専門誌を継続購入し、国や自治体の制度や施策、保育現場での取り組みや子育
て支援などについての最新情報を収集しています。また、法人系列の4保育園の園長会議に参加して、法人の
方針を踏まえた課題検討や事業運営を具体的に保育に結び付けられるよう検討しています。また、社会福祉
協議会からの情報、横浜市の法や制度にかかわる改正などの説明会には必ず出席し、変更点などを確認し、
こうした情報も職員会議などで周知し意見交換をしています。青葉区の園長会にも参加して、国や県、市の保
育行政に関する情報に加え、区内の待機児童数の推移など、園の運営にかかわる情報を得ています。こうし
た情報も必要に応じて職員に周知しています。
　保育所運営に関しては、法人で定めた中長期計画が作成されています。中期展望として、理念、方針を基に
した保育の向上と職員の質の向上、民主主義の尊重、安心安全、安定的な経営、人材育成等の目標が定め
られ、長期目標として、安心していただける安定した保育、「抱きしめながら子供を育てる」という法人の基本的
な考えの啓発、保育の質を保ちながらの円滑経営が掲げられ、これらに基づいた単年度の事業計画が定めら
れています。また、次代の運営に備えては、後継育成について園長、主任を対象としたトップセミナーに参加し
て、見識を広める取り組みをしています。同時に会計士、弁護士、社労士と契約を結び、運営面での課題や改
善点について随時検討しています。
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ちぐさのもり保育園

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　ウレタン製のハウスの中に入り、楽しそうに笑っている子どもがいます。側面には、丸い形をした窓が付いてい
て、外側にいる子どもが、「いない、いない、ばぁ」のように顔を動かすと、また、楽しそうに声をあげて笑っていま
す。友達が持っている人形がほしくなった子どもは、少しぐずっています。「かして、してみる？」と、保育士にやさ
しく言われて、両方の手のひらを見せて友達にお願いすると、友達が人形を渡してくれました。保育士が「やさし
いね、どうぞできたね」と言って拍手をすると、どうぞができた子どもは、嬉しそうに自分も拍手をして笑い、「かし
て」ができた子どもも笑顔になりました。保育士におんぶ紐をつけてもらい、人形をおんぶして、よちよちと歩き
回ったり、リード付きのかたつむりのおもちゃをお散歩に連れて行くように引っ張りながら歩いたり、興味の向くま
ま、好きなおもちゃを使い、保育士に見守られながら、どの子どもも安心した様子で遊んでいました。
　5人の子どもたちは、丸いテーブルを囲んで、椅子に座らせてもらいます。保育士は、歌をうたってあげながら、
テーブルに食事を並べていきます。「食べようね。どうぞ」と、保育士2人も子どもたちの間に座って、一緒に食べ
ます。右手でフォークを握って、左手で手づかみで食べたり、お皿とにらめっこしながら、一生懸命、スプーンでお
かずをすくったりしていて、保育士は、様子を見ながら、「おさかな、おいしいね」などと、声をかけて援助していま
す。一つのテーブルを囲んで和やかに食べている様子は、家庭の食事風景のようでした。

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】

　1歳児と2歳児の保育室は、ランチスペースをL字型に囲んで、遊びのスペースがあり、ランチスペースと遊びの
スペースの仕切りがハウスの形になっていて、ハウスのドアを開閉して行き来ができるようになっています。着替
えやトイレなど、生活の場面では、スペースを分けて、年齢ごとに対応を行っていて、遊びや食事など一緒に過ご
す場面では、1歳児と2歳児が自然とかかわりが持てるよう、保育士間で連携して対応しています。朝の時間、1
歳児と2歳児の子どもたちが、一緒にラグマットの上に座って、保育士に紙芝居を読んでもらっています。途中で
すくっと立ち上がって、おもちゃ箱の方に走っていく1歳児の子どもがいます。保育士が、「一緒に見ようね」と、や
さしく抱き寄せてひざの上に座らせると、気持ちが落ち着いたのか、また、紙芝居に見入っていました。手を洗い
終わった子どもから、ランチスペースに行って椅子に座ります。「ここにすわりたーい！」と、2歳児は、自分で席を
決めています。カップにミルクを入れてもらい、ゴクゴクと飲んで、「おかわりくださーい」と言っていたり、友達と楽
しそうにお話したりしています。それぞれのペースで飲み終わると、1歳児と2歳児は、別々のスペースに、自然と
分かれて集まります。1歳児は保育士に靴下を渡してもらっています。靴下を持って走り回る子どもや座って自分
で履こうと頑張っている子どもがいます。保育士は声をかけながら援助しています。上着を着せてもらい、帽子を
かぶって、園庭に出て遊び始めました。
　2歳児の子どもたちは、保育士と一緒に順番にトイレに行きます。保育士は、手をつないで連れて行ったり、「○
○ちゃん、行こうね」と、やさしく声をかけたりして、個々の様子に応じて誘導しています。トイレが終わった子ども
は、棚に置いてある自分のかごから帽子と靴下を取り出して、できるところまで自分で履き、上着も自分で着てい
て、保育士は、様子を見ながら声をかけ、チャックを閉めてあげるなどして援助していました。園庭に出ると、滑り
台や砂場に行ったり、「きのぼりした～い」と保育士に言って、登り方を教えてもらったり、思い思いに遊び始めま
した。保育士が、「かくれんぼする？」と言って、じゃんけんで鬼を決めています。「もーいいかいー」、「まーだだ
よ」と、走り回って、木の陰に隠れたり、滑り台の横にしゃがんだりして、楽しそうに遊んでいました。砂場では、1
歳児と2歳児が、バケツにこぼれるほど、たくさん砂を入れて一緒に遊んでいたり、0歳児と1歳児が滑り台を順番
にすべって遊んでいたり、園庭のあちらこちらで、歓声や笑い声が聞こえていました。手洗いを済ませた子どもか
ら、ランチルームに行って、椅子に座ります。1歳児は、保育士にエプロンを付けてもらい、2歳児はほとんどの子
どもが自分でエプロンを付けています。1歳児と2歳児が、4、5人ずつ交じって同じテーブルにつき、準備が整った
子どもから、「いただきます」をして食べ始めます。食べるペースに差はありますが、保育士は一人一人の様子を
見ながら、おかずを集めてあげたり、スプーンの持ち方を直してあげたりして、援助していました。
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【５歳児】

　スタディルームでは5歳児の英語の時間です。外国人講師を中心に椅子を半円に並べて子どもたちが着席しま
す。講師が晴れ、雨、曇りなどの天気の絵カードを提示し、天候の単語ごとにジェスチャーを決めて、カード、単
語、ジェスチャーを子どもたちとリピートします。時折窓の外を指差し実際の天候ともリンクさせます。次は1月か
ら12月の月名です。音楽に合わせて1月から順番に、一覧シートを見て歌いながら覚えていきます。同様に季節
の名前も歌のように覚えていきます。講師はすべて英語で話しかけ日本語は使いません。楽しい雰囲気で子ど
もを巻き込むように話しかけるので、子どもたちは常に講師に注目しています。続いて12月。サンタクロース、ツ
リー、プレゼント、キャンディ、トナカイの絵カードで1つずつジェスチャーと単語を「I  Love  ◯◯」と繰り返し、子ど
もは一人ずつ好きな絵カードを選び「I  Love  ◯◯」と言って絵カードを置いた場所に並びます。プレゼントのカー
ドが1番人気です。カードを見る子どもたちはみんな集中して食い入るように見ています。中には待ちきれない子
もいますが、講師は優しく順番ということも示します。全員が好きなものを選ぶとジングルベルの音楽をかけ合唱
しました。歌が終わるとサンタクロースのイラスト冊子を見せ、1ページずつサンタが何をしているか（スキー、食
事、釣りなど）を単語でリピートし、一人一人に「What this?」と聞いていきます。一巡すると再度クリスマスの絵
カードを出してランダムに聞いていきます。中に一枚ガイコツの絵をしのばせ驚かせる演出も加え楽しませてい
ます。ガイコツのカードが出るたびに大騒ぎになりますがとても楽しそうです。中に本当に怖がっている子どもを
なぐさめる子どももいました。最後は明るい曲をかけ、歌に合わせ踊りながら全員とハイタッチし「Good-bye」と手
を振って終わりとなりました。

【３歳児、4歳児、5歳児】

　園では日常的に異年齢での交流が行われていて、訪問調査日にも3～5歳児一緒の自由遊びの時間が始まり
ました。子どもたちは、それぞれ好きな活動の場に行って遊びます。
　テラスでは、ころがしドッジボールが始まりました。ロープで区切った丸いスペースの中で、子どもたちが走り回
ります。転がってくるボールから逃げるためです。3歳児たちは歓声を上げながら嬉しそうに走ってボールから逃
げようとしますが、一人、また一人と、ボールに当たって外に出ていきます。全員がボールに当たってロープの中
が空になりました。全員がまたロープの中に集まり、第2回戦です。子どもたちはぴょんぴょん飛び上がりながら
ボールから逃げ回ります。一人、また一人と、鬼になる子どもがロープの外に出ます。みんな走ったり飛び上がっ
たりしてボールを避けながら逃げ回り、大声で歓声を上げています。第3回戦まで行いました。職員も一緒にボー
ルを転がします。転がってきたボールを手に取って外にいる鬼に渡してやる子どももいます。外の鬼が増えてくる
と、誰がボールを投げるか「ジャンケンポン！」で決めています。勝った子どもの手から勢いよくボールが放た
れ、当たりました。ロープの中にはただ一人が残り、勝者が決まりました。
　スタディルームの粘土遊びのコーナーでは、テーブルに子どもたちが座り、紙粘土で思い思いの形を作り始め
ています。職員は中央に粘土細工用のスケッパーを置いて子どもたちに使うことを勧めます。みんな自分のシー
トの上で粘土遊びに夢中です。だんだん形のできてきた子ども、粘土をちぎるのに集中している子ども、型抜きを
している子どももいます。「見て～」と、でき上がった作品を職員に差し出して手を上げている子どもは4歳児で
す。「できた」と言いながら、作品を中央に出されたピンクのケースに嬉しそうに入れています。口をもぐもぐさせな
がら作った作品を食べるジェスチャーをして「ごっこ遊び」をしている子どももいます。部屋の奥では作った作品を
「なんでもやさん」として職員が用意したテーブルで、販売している子どもがいます。おもちゃのレジを横に置いて
レジを打っている子どももいます。「なんでもやさん」は大繁盛でした。
　プレイルームでは、子どもたちが輪になって準備運動をしています。流行りの歌が流れ始めると、みんな屈伸
運動をしたり、手を大きく広げて一緒に歌ったりしながら、飛び上がっています。「あなたにとどけ」というところで
子どもたちは両手を胸に当てて頭を傾けます。みんなで大きくジャンプして歌は終わりました。「からだも温まった
ね」と、職員がマット、鉄棒、跳び箱などを出します。スタートは平均台。歩いて渡ったらトンネルをくぐり、鉄棒へ。
自分の好きな形になって鉄棒で遊んだら、跳び箱2段を跳んで、マットに着地して完了です。一人がチャレンジし、
鉄棒を前回りして跳び箱を飛びました。職員が拍手します。子どもたちも声を上げて「早い！」などと盛り上がりま
す。5歳児は、職員が跳び箱の前に掲げたタンバリンを飛び降りる際に叩きます。「やりたい！」と待っている子ど
もが叫びます。「ぼくもやりたい！」もう一人が叫びます。鉄棒にコアラのようにぶら下がっている子ども。見事に
タンバリンを叩いて、飛び降りました。「ぼくもできる！」見ている子どもが声を上げています。靴下を履いて、ほか
の場所で遊ぼうとする子どももいます。ドーム型の絵本コーナーに子どもたちが集まり始めました。寝転がって本
を読む子ども、座って二人で本を読む子ども、本棚から好きな本を探し出そうとしている子ども、だんだん人数が
増えてきています。絵本コーナーは大人気でした。
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ちぐさのもり保育園

■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園する時の状況

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）

54.8% 38.1% 2.4% 2.4% 2.4% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

47.6% 45.2% 4.8% 2.4% 0.0%

その他： 「ＩＤカードの使い方等の説明がなかった」というコメントがありました。

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

61.9% 31.0% 4.8% 0.0% 2.4% 0.0%

その他： 「面接なしでした」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

64.3% 31.0% 2.4% 2.4% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「見学はしませんでした」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

73.8% 21.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①見学の受け入れについては
78.6% 16.7% 2.4% 0.0% 2.4%

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

58.3% 38.9% 2.8% 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

7.1% 78.6% 11.9% 2.4% 0.0% 0.0%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が36人（85.7%）、「どちらかといえば満足」が
4人（9.5%）で合計40人（95.2%）でした。

　自由意見には、「専門職員も含め、皆さんが子どもにも保護者にも温かく接してくれます。感
謝の気持ちしかありません」「保育士が穏やかで優しい方々ばかりで、とても安心して預けられ
ます。子どもも保育園が大好きです」「アットホームな雰囲気です」「面倒見がよく、毎日写真
付きで様子を教えてくださいます」「園庭が自然いっぱいで楽しく遊んでいます」「常に掃除が
行き届いており、園全体に清潔感があります」「給食も工夫がありおいしいようです」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生活① 給食の献立内容については」
「問4生活② お子さんが給食を楽しんでいるかについては」「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」で95.2%の保護者が「満足」また
は「どちらかといえば満足」と回答しています。

結果の詳細

園の保育目標・保育方針の認知

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 10月 1日  ～  2019年 10月 15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： 64 回収数： 42 回収率： 65.6%
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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

57.1% 31.0% 4.8% 7.1% 0.0% 0.0%

その他：

4.8%

その他： 「おむつはずしはしていません」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

66.7% 23.8% 9.5% 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

47.6% 31.0% 7.1% 0.0% 9.5%

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

61.9% 26.2% 7.1% 4.8% 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

69.0% 28.6% 2.4% 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

81.0% 16.7% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
81.0% 16.7% 2.4% 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

47.6% 47.6% 4.8% 0.0% 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

57.1% 35.7% 7.1% 0.0% 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

52.4% 38.1% 7.1% 0.0% 2.4% 0.0%

その他： 「園庭遊び中心で今のところ、園外はほとんどない」というコメントがありました。

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

81.0% 11.9% 4.8% 2.4% 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

50.0% 45.2% 4.8% 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）

64.3% 31.0% 4.8% 0.0% 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

31.0% 45.2% 9.5% 2.4% 11.9% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

59.5% 28.6% 7.1% 4.8% 0.0%

その他： 「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

「お迎えが遅くなったことがないのでわかりません」というコメントがありました。

その他： 「あまり相談したことがない」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

76.2% 11.9% 4.8% 2.4% 2.4% 2.4%

その他：

2.4%

その他：

⑥保護者からの相談事への対応には
57.1% 31.0% 4.8% 2.4% 2.4% 2.4%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

52.4% 35.7% 9.5% 0.0% 0.0%

④送り迎えの際、お子さんの様子に関
する情報交換については

38.1% 42.9% 7.1% 2.4% 2.4% 7.1%

その他：
「お迎え時に担任の先生が不在の時は、その日の情報がないことがある」というコ
メントがありました。

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

71.4% 16.7% 7.1% 2.4% 0.0% 2.4%

その他：

2.4%

その他： 「面談時間が短い」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

78.6% 14.3% 2.4% 2.4% 0.0% 2.4%

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

50.0% 35.7% 9.5% 0.0% 2.4%

その他：

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

47.6% 42.9% 4.8% 4.8% 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

50.0% 42.9% 7.1% 0.0% 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

76.2% 19.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
76.2% 19.0% 2.4% 2.4% 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

9.5% 4.8% 0.0% 0.0%

2.4%

その他：
「以前、保護者からの疑問に思うような意見をそのまま反映したり受け入れたりして
いた。むずかしい対応だと思うが、がんばってほしい」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

85.7%

⑤意見や要望への対応については

54.8% 31.0% 7.1% 2.4% 2.4%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

71.4% 21.4% 4.8% 0.0% 0.0% 2.4%

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

50.0% 23.8% 4.8% 0.0% 16.7% 4.8%

その他： 「アレルギー等のお子さんがいるのか知りません」というコメントがありました。

2.4%

その他：
「大切にされているが、見てくれる人が少ないように思う」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

83.3% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 2.4%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

73.8% 16.7% 2.4% 2.4% 2.4%

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

　当園が公立の保育園から移管され8年目、第三者評価は2回目の受審でした。
前回の課題であった、地域交流や、子育て支援等については、現在は積極的に地域と交流し、
子育て支援事業を実施し、地域の一員として役割を果たせるようになりました。
　職員は法人の理念・方針が浸透してきて、子どもたちとは大人と子どもとではなく、
人と人として向き合い、保育園で楽しく幸せで安心して過ごせるよう、愛情をたっぷり注ぎ、
保育しております。子育てには愛が一番大事であると考えております。
今後もさらに、法人理念・方針の理解を深め、保育に実践して参りたいと思います。
　今回、全体を丁寧に見ていただき、良い評価をいただき、ありがとうございました。
アドバイスをいただいたことは、改善し、今後も向上心を持って、努めて参りたいと思います。
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