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以下のとおり評価を行いましたので報告します。

事 業 所 名

報 告 書 作 成 日 （評価に要した期間　６か月）

評 価 機 関

評 価 調 査 員

評 価 調 査 員

評 価 調 査 員

評 価 方 法

利用者家族アンケート実施方法

本報告書のうち、

横浜市は定める部分を公表することに同意します。

別添えの理由書により、一部について、公表に同意しません。

別添えの理由書により、公表には同意しません。

年　　月　　日

事業者代表者氏名

株式会社学研ココファン・ナーサリー　ココファン・ナーサリー矢向　

（実施期間：　２０１６年７月１３日～２０１６年１０月７日）

2016年12月15日

　事前訪問、提出書類、家族アンケート結果並び
に訪問調査の結果に基づいて評価調査員が合議
し評価結果をまとめ、評価委員会で決定した。

　一般社団法人　アクティブ　ケア　アンド　サポート

神機構-623、横浜市-275

神機構-632、横浜市-339

　　（神機構-　、横浜市-　）

横浜市福祉サービス第三者評価結果報告書

　東京都墨田区東向島6－37－4-1002

　一般社団法人アクティブ　ケア　アンド　サポート

評価機関から上記及び別紙の評価結果を含む評価結果報告書を受け取りました。

　第11号

　03-6657-4511

　代表理事　小池一歩　　　　　印

利用者本人調査方法

（実施期間：　２０１６年１１月８日～２０１６年１１月９日）

　訪問調査において、評価調査員が分担してこど
もの遊びや生活の様子を観察し、必要に応じ職員
や子どもに質問した。

　保育園から家族へ調査票を配布してもらい、記
入後評価機関へ直接郵送する方式により回収し
た（40世帯中32世帯、回収率80％）。

（実施期間：　２０１６年１１月２日～２０１６年１２月１５
日）

評価調査員による評価方法

自己評価方法

（実施期間：　２０１６年９月２３日～２０１６年１０月７日）

　評価機関が提供した手引きを参照しながら、園
長が作成し、合議の上、自己評価をまとめた。



さらなる改善が望まれる点

「園だより」やブログにより、保護者との信頼関係が深まるよう情報発信と共有に努めています

事業計画書や保育指導計画等に環境への考え方を明記し、推進することが期待されます
　ゴミは分別ゴミ袋を使用し、リサイクルに協力しています。また、減量化のためコピー用紙の裏面を使用して
います。省エネルギーのため、節電・節水を心がけ、エアコンの設定温度を夏は27度、冬は23度にしていま
す。照明の消し忘れなどがないよう職員が意識して行うことを呼びかける貼り紙をしたり、互いに声をかけ合っ
ています。環境への取り組みとして、保育園の滑り台側のグリーンカーテンや太陽光発電の設置などを検討し
ています。今後、こうした環境への考え方を明文化し、事業計画書や保育指導計画などに目標や具体的な取
り組みを明記し、運営に生かすことが期待されます。

　保育園は、子どもが満足して一日を過ごし、保護者が安心して預けられ、「明日も来たい、預けたい。」と日々
思うような保育を目指しています。保護者との信頼関係を深めるため、「園だより」や保護者向けのブログで情
報を発信しています。「園だより」には、園長のメッセージをはじめ、行事予定、子どもの誕生日の案内などを
掲載しています。ブログは、インターネット上で保護者向けに発信し、個人情報保護に配慮して閲覧希望の保
護者にＩＤ及びパスワードを知らせています。IDとパスワードは定期的に更新しています。ブログは、子どもの
保育園での日常生活を見て楽しむことができ、保護者に好評です。

横浜市や鶴見区、運営会社主催の研修を、職員の能力向上に役立つよう活用しています
　保育課程に研修計画を織り込み、職員の受講を勧めています。園長が、職員の年齢や経験を考慮して年間
研修計画を作成し、通知を兼ねて回覧しています。職員が自主的に参加できるようにし、横浜市や鶴見区、運
営会社（以下、「法人」という）主催の研修を受講しています。内部研修は、職員会議でテーマを決め、毎月一
回実施しています。受講後、職員会議で伝達講習を行い、他の職員に報告し共有しています。人権尊重やハ
ラスメント、個人情報保護などに関する研修は、法人が作成したDVDを使用し、非常勤職員を含めむ全職員が
学習しています。

全体の評価講評

　午前中は外遊びや制作などの主活動が多く、午後のおやつの後に子どもが好きな遊びを遊び込めるような
環境設定に努めています。子どもが少人数で落ち着いて遊べるようコーナー保育を行っています。机を利用し
て、ブロックコーナー、パズルコーナー、おままごとコーナーなど、様々なコーナーを作り、好きな所で遊びま
す。訪問調査の日、夢中に遊んでいる子どもの姿を観察することができました。すのこなどを利用して本物の
食器を使ったおままごとコーナーを職員が製作中でした。子どもにはまだ内緒です。今回の利用者家族調査
で、「クラスの活動やあそびについて（問4-1）」子どもが満足しているかに対し、回答した保護者は、「満足」、
「どちらかといえば満足」のいずれかを答え、不満はありませんでした。

　食育に力を入れています。食育の年間目標に、「自ら食に興味・関心を持ち食べることが好きになる」を掲
げ、食育年間計画、各年齢の食育年間計画を立て、食の体験を進めています。季節の食材の感触、臭い、形
状などを体感したり、季節に合った野菜を栽培したり、水やり・観察を行っています。栽培したものを調理して
食べ、描画の題材にし、表現活動へもつなげています。また、食事のマナーを学び、行事や誕生会の特別メ
ニューを楽しんでいます。八百屋やスーパーに出かけて食材を買い求め、クッキングをする活動も取り入れて
います。今回の利用者家族調査で、「給食の献立内容について（問4-7）」、「子どもが給食を楽しんでいるか
（問4-8）」の回答からも、満足している様子がうかがえます。

1日の活動を考慮し、子どもが好きな遊びを遊びこめるような時間を作っています

食育に力を入れ、子どもたちは食に関心を持ち食べることが好きです

特に良いと思われる点

　天気の良い日は、できるだけ戸外活動を取り入れるよう計画しています。雨天が続く梅雨時期は、雨上がり
に散歩に出かけています。寒い時期も外遊びを楽しんでいます。屋上に園庭を設け、園庭は主に、プールとリ
トミック、植物の栽培などに利用しています。現状、地上にある園庭より利用しづらい環境と見られます。園庭
に人工芝が敷かれていますが、隙間が見られつまづく危険があると思われます。子どもの健康、生活に変化
を与える観点から、安全策と利用法の検討が期待されます。

健康増進、生活の変化の観点から、屋上園庭の安全策と利用法の検討が期待されます

地域の子育て支援ニーズに対応し、専門性の発揮が期待されます
　年一回地区センターのイベントへ参加し、育児相談に応えているほか、近くのグループホームの高齢者と交
流しています。また、近くの公園で、地域の子どもと一緒に、大きな絵本の紙芝居を行っていることは、近隣と
の友好な関係を築くことにつながっています。今後、保育園が地域住民の社会資源となっていくうえで、例え
ば、その存在を知ってもらう広報活動をはじめ、育児相談の回数の増加、一時保育、交流保育、子育てに関す
る講習の実施など保有している専門性を発揮することが有効ではないか、検討が期待されます。
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　玄関の扉は、暗証番号式の鍵を使用しています。暗証番号は定期的に変更し、保護者に伝えています。不
審者を発見した場合の対応について、「危機管理マニュアル」を整備し、訓練を行っています。玄関が道路に
直結しています。一端開いたドアが閉まるまでに時間がかかり、開放状態の発生が懸念されています。今回
の利用者家族調査で、「外部からの不審者侵入を防ぐ対策について（問5-3）」に対し、回答者からそうした懸
念する意見が複数ありました。今後、保護者の不安を払しょくするさらなる対策を講じることが期待されます。

外部からの侵入について不安を払しょくする対策が期待されます
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評価領域Ⅰ　利用者（子ども本人）の尊重　　　　　　　　　　　　　　

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と保育課程等の作成

評価項目Ⅰ－１－(1)

保育の理念や基本方針が利用者本人を尊重したものになっており、全職員が理解し、実践しているか。
評価

保育の理念や基本方針が利用者本人を尊重したものとなっている。

全職員が基本方針を理解している。

サービスの実施内容は、保育の基本方針に沿っている。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－１－(2)
保育課程は、保育の基本方針に基づき、子どもの最善の利益を第一義にして作成されているか。

評価

保育課程は子どもの最善の利益を第一義にしている。

保育の基本方針や家庭の状況、地域の実態、周囲の環境を考慮して作成している。

保育課程の作成にあたっては、全職員が関わっている。

保育課程は、入園時や年度当初には必ず保護者に説明している。また、改定した時には随時保護者に説明して
いる。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－１－(3)

日常の保育を通して子どもの意見や意思を汲み取る努力をし、指導計画に反映させているか。
評価

保育計画に基づき、年齢ごとに指導計画を作成している。

理解できる子どもには、必要なことをきちんと説明し、納得できることを大切にしている。

態度・表情などから子どもの意思を汲み取り、言語化できる子どもからは意見・要望を聞いている。

子どもの意見・意思を指導計画の見直しに活かし、子どもの自主性や主体性を育て、発揮できるような指導計画
となっており、計画には柔軟性を持たせている。

Ｂ

Ｃ

評価

横浜市福祉サービス第三者評価　分類別結果

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

Ａ

Ａ

次の全てに該当する。

保育の理念や方針は、子ども主体で個別の支援を行うことをうたっています

保育課程は、子供の最善の利益とともに、家庭状況、地域の環境を考慮し作成しています

言葉だけでなく、表情やしぐさからも汲みとり、指導計画に反映させています

次の全てに該当する。

Ａの中でいずれか２つは該当する。

判断基準

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

A

A

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。

判断基準

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

評価分類Ⅰ－1　評価の理由（コメント）

　保育理念に、「子ども主体の育ちの支援」、「子どもの発達に応じた個別の支援」を明示していま
す。保育方針には、「子どもが本来持っている『育ちのチカラ』を伸ばし、子どもの主体的な活動を援
助する」とうたっています。運営会社が傘下の保育園統一の保育理念、保育の基本方針を掲げ、そ
れを理解した職員を採用しています。毎月の職員会議、毎週の連絡会議において、保育の方針や
理念の共通理解を深めるとともに、園長との期待役割面接（年２回）の際も確認しています。保育内
容は、保育方針に沿って組み立てています。

　保育園の保育課程は、運営会社が作成した保育課程をもとに、子どもの状態や家庭状況、地域の
環境などを考慮し、作成しています。年度末に園長が次年度のたたき台を作り、それをもとに担任が
検討し作成したものを園長が確認して完成させています。連絡会議や全体会議で職員全員が共有
しています。入園・進級した子どもが落ち着いてくる７月に見直しています。保護者には、入園説明会
や面談の際説明しています。保護者などが閲覧できるよう廊下にファイルを置いています。保護者
の質問に、園長や職員が丁寧に答えるよう心がけています。

上記のいずれにも該当しない。

　保育課程に基づき、子どもの1年間の発達や生活を見通し、年齢ごとに年間指導計画を作成して
います。それを具体化するため、月間指導計画、週案、日案を作成しています。作成に当たって、一
貫性や連続性、柔軟性を大切にしています。子どもの意思や納得感は、言葉だけでなく、表情やしぐ
さからも汲み取るよう努め、指導計画に反映させています。子どもには、一人一人の発達に応じ分か
りやすい言葉で説明するよう心がけています。

A
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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

評価項目Ⅰ－２－(1)
入園前や入園後すぐに子どもの発達状況や課題を把握しているか。

評価

保護者に面接している。
子どもの様子をよく観察している。
入園までの生育歴や家庭での状況を把握している。
面接時に把握された記録は、日々の保育に活かされている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅰ－２－(2)

新入園児受け入れ時の配慮を十分しているか。
評価

短縮保育（ならし保育）が必要な場合は保護者への説明を十分行っている。

０、１歳の新入園児に対しては個別に主担当保育者が決まっている。

子どもが心理的拠り所とする物の持ち込みができる。

子どもの生活の連続性の視点から、保護者へのていねいな連絡をノートで行っている。

在園児への配慮がなされている。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－２－(3)

子どもの発達や状況に応じて指導計画を作成しているか。
評価

子どもの発達や状況に応じて指導計画の作成・評価・見直しを行っている。
評価、改訂にあたっては、複数の職員が参画して作成している。
評価、改訂にあたっては、保護者の意向も反映している。

Ｂ
Ｃ

評価

上記のいずれにも該当しない。

Ａ

次の全てに該当する。

判断基準

Ａの中でいずれか３つは該当する。

A

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

Ａの中で１～２つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

次の全てに該当する。

Ａ

次の全てに該当する。

A

　集団生活に無理なくなじめるよう慣らし保育を行っていることを入園説明会で説明し、スケジュール
は、子どもの様子や保護者の事情を考慮し、相談しながら決めて進めます。全クラス担任制をとり、
０、１歳の保育補助職員もできる限り同じ職員が担当するよう配慮しています。子どもが拠り所とする
物の持ち込みを受け入れています。新しい子どもが入園すると在園児にとっても新しい環境となるこ
とから、在園児の気持ちに寄り添い、様子を見ています。保育中のエピソードや心身の変化、配慮し
ていることなどを連絡帳で丁寧に伝えるよう努めています。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。

判断基準

A

評価分類Ⅰ－２　評価の理由（コメント）

　事前に配布した児童票をはじめ、生活状況票、健康診断書などの内容を確認し、新たに聞き取っ
たことを書き加えています。面談は子どもも一緒で、子どもと保護者との関わり方や表情、しぐさなど
を観察しています。子どもに質問することもあります。遊びのコーナーを設け、別の職員が、遊びの
様子、他の子どもや職員との関わりの様子を観察します。面談時に把握した情報は、個人ファイル
に収納しておくとともに、職員会議などで共有し、保育に生かしています。

入園前面談を行い、子どもの発達状況や課題を把握し、職員全体で共有しています

新入園児が新しい環境に早く馴染めるよう配慮するとともに、在園児へも配慮しています

子どもの状態を把握し、理解したうえで指導計画を作成しています
　指導計画は各クラスの担任が作成し、園長が確認しています。完成した指導計画は、連絡会議や
職員会議で共有するほか、指導計画ファイルに綴じ、職員全員が見られるよう保管しています。指導
計画は、基本的生活習慣をはじめ、職員、子どもとの関係、遊びの様子など子どもの状態を把握し、
発達過程を見通したうえで作成しています。連絡帳や送迎時の対話を通して得られた保護者の意見
や意向、運営委員会などで出された意見も検討し、指導計画に反映させています。子どもの姿や保
育を振り返り、自己評価を行い、見直しています。
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評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保

評価項目Ⅰ－３－(1)

子どもが快適に過ごせるような環境（清潔さ、採光、換気、照明等）への配慮がなされているか。
評価

保育園の屋内・外とも、常に清潔に保たれている。

通風・換気等が確保され、気になる臭いを取り除く工夫をしている。

施設内の温・湿度の管理が日々適切に行われている。

陽光を十分取り入れるよう配慮している。

音楽や保育者の声などが騒音にならないよう、配慮している。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－３－(2)

沐浴設備、温水シャワーなど体を清潔にできる設備があるか。
評価

Ａ
沐浴設備がある（ただし、０歳児保育実施施設）
温水シャワーの設備がある。
沐浴・温水シャワー等の設備の管理や清掃が十分に行われている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅰ－３－(3)

子どもの発達に応じた環境が確保されているか。
評価

低年齢児には、小集団保育が行われるよう、保育室の使い方を工夫している。
食べる・寝るなどの機能別の空間を確保している。
屋内に異年齢児間の交流の場がある。

Ｂ
Ｃ

評価

上記のいずれにも該当しない。

評価分類Ⅰ－３　評価の理由（コメント）

Ａの中でいずれか１つは該当する。

子どもの発達や活動に応じた空間を確保しています

Ａ

A

　「清掃チェック表」を使い、清掃漏れを防いでいます。トイレや廊下など担当が決まっていない箇所
も、職員が自主的に清掃し、清潔を保っています。清潔に保たれていることの気持ちよさを子どもに
伝え、ゴミに気づいたら拾う、汚れを拭くなど普段から意識するよう話しています。換気を行い、気
温・室温をこまめに確認し、快適に過ごせるよう気を配っています。職員は、不必要に大きな声にな
らないよう心がけています。いちごやスイカなど大きさの違う果物の絵を描いて「こえの大きさ」表を
作り、子どもに声の大きさを分かりやすく伝えています。

A

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。

次の全てに該当する。

A

Ａ

次の全てに該当する。

　１歳児室と２歳児室の間に温水シャワー沐浴設備があります。体を清潔に保つためや外で遊んで
さっぱりしたいとき、夏の暑い日、炎天下でプールに入れないときなどに利用しています。沐浴設備
を使用した後は必ず清掃し、1日の最後には消毒してきれいに拭き上げています。屋上園庭に温水
シャワー設備があります。プールや水遊びのあとなどに利用しています。温水シャワーを使用すると
きは、使用前に必ず湯に触れ、温度を確認し、事故がないよう注意を払っています。

清掃、換気、声の大きさなど子どもが快適に過ごせる環境作りに気を配っています

Ａの中でいずれか３つは該当する。

　保育室は、１階と２階に分かれ、０・１・２歳児の保育室は、１階です。ワンルームを低い棚で仕切っ
て使用しています。仕切りの棚の高さは、子どもの目線では個室のように感じられる高さとし、落ち着
ける空間を確保しています。大人は部屋全体を見渡すことができ、より多くの目で子どもの様子を把
握することができます。２階に、３歳児と４・５歳児の保育室を設けています。４・５歳児の部屋は広く、
棚で仕切って使用していますが、活動によって仕切りの棚を移動させ、リトミックや行事、異年齢の
交流の場としても使用しています。

判断基準

判断基準

判断基準

上記のいずれにも該当しない。

次の全てに該当する。

沐浴設備や温水シャワーを設置し、身体の清潔保持に努めています

Ａの中で１～２つ該当する、または全く行っていない。
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評価分類Ⅰ－４　一人ひとりの子どもに個別に対応する努力

評価項目Ⅰ－４－(1)
子ども一人一人の状況に応じて保育目標を設定し、それに応じた個別指導計画を作成しているか。

評価

０～１歳児については、個別指導計画を作成している。
幼児についても、特別な課題がある場合には、個別指導計画を作成している。
個別の目標・計画は定期的（月１回を目安）に見直すのみでなく、子どもの発達状況に合わせ、柔軟に変更・見
直しを行っている。
個別指導計画の作成・見直しにおいて、重要部分を保護者に説明し、同意を得ている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅰ－４－(2)
子ども一人一人の発達の過程に応じた対応をし、その記録があるか

評価

子どもや家庭の個別の状況・要望を決められた書式に記録している。
入園後の子どもの成長発達記録がある。
子どもの記録内容は全職員が共有できるしくみになっている。
重要な申し送り事項が記録され、進級時等に伝達されている。

Ｂ
Ｃ

評価

A

A

　子どもの成育歴、生活習慣、嗜好などを記載した生活状況票、入園後の子どもの成長発達を記録
した経過記録、健康診断票、個人面談記録などの記録を作成し、事務室の書棚に保管しています。
子どもに関わる職員はいつでも閲覧することができます。進級時に、新旧の担任が子どもの個人記
録を見ながら申し送りをしています。小学校へ入学する子どもについて、「保育所児童保育要録」を
作成し該当する小学校に送付し、受領書をもらっています。

評価分類Ⅰ－４　評価の理由（コメント）

保育所児童保育要録を小学校に送付している。その上で、Ａの中で２つ以上に該当する。

３才未満児は個別に月間指導計画を作成し、一人一人の発達に応じた対応をしています

一人一人の子どもの記録を作成し、職員が共有して日々の保育に生かしています

Ｂに該当した上で、次の全てに該当する。

A

Ａの中で１～２つ該当する。または、該当しない。

判断基準

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ａ

判断基準

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

次の全てに該当する。

　０、１、２歳児は月間指導計画に個人欄を設け、ねらい、当月の姿、保育内容(養護・教育)、配慮・
環境構成、保護者支援について個別に記入しています。３、４、５歳児は、月間指導計画に個別配慮
欄を設け、記入しています。個別指導計画は、子どもの発達や家庭状況の変化に応じ、担任が園長
と相談しながら、柔軟に変更や見直しを行っています。指導計画の変更や見直しについて、保護者
には、連絡帳や送迎の際、伝えたり、園だよりなどで知らせ理解を得ています。
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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

評価項目Ⅰ－５－(1)

特に配慮を要する子どもを受け入れ、保育する上で必要な情報が職員間で共有化されているか。
評価

個別のケースについて会議で話し合われ、記録がある。

最新の情報を職員間で学習し、保育に活かしている。

共有する情報は記録され、いつでも確認できるようファイリングされている。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－５－(2)

障害児保育のための環境整備、保育内容の配慮を行っているか。
評価

バリアフリーなど、障害児保育のための環境整備に配慮している。

保護者の同意を得て、医療機関や専門機関から助言や情報が得られる体制をとっている。

障害の特性を考慮した個別指導計画が立てられている。

障害児保育について全職員で学習し、話し合える体制ができている。

障害児と障害のない子どもとの関わりに配慮をしている。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－５－(3)

虐待を疑われる子どもの早期発見と適切な対応を心がけているか。
評価

虐待の定義が全職員に周知されている。

虐待が明白になった場合に、関係機関に迅速に通告・相談する体制を整えている。

疑わしい場合や見守りが必要な場合は関係機関との連携をとっている。

家庭支援の必要な保護者を援助し、虐待の予防に配慮している。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－５－(4)

アレルギー疾患のある子どもへの適切な対応ができているか。
評価

子どものかかりつけ医の指示を受け、適切な対応を行っている。

全職員にアレルギー疾患についての必要な知識や情報が周知されている。

食物アレルギーにおいては、保護者との連携を密にし、除去食を提供している。

除去食を提供する場合は、誤食事故を防止するため専用トレイや専用食器、名札等を使用している。

Ｂ

Ｃ

評価項目Ⅰ－５－(5)

外国籍や帰国子女など、文化の異なる子どもに対して適切な配慮がされているか。
評価

文化（言語・表現・食事）や生活習慣、考え方の違いを認め尊重している。

文化や生活習慣の違いを他の子どもたちが理解できるよう配慮している。

意思疎通が困難な場合の対応策がある。

Ｂ

Ｃ

A

特に配慮を要する子どもを積極的に受け入れる姿勢がある。

Ａ

Ｂに該当した上で、次の全てに該当する。
判断基準

Ａ

Ａ

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

次の全てに該当する。
判断基準

判断基準

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

A

Ａ

上記のいずれにも該当しない。

次の全てに該当する。

Ａの中でいずれか１つは該当する。

Ａの中で１～２つ該当する、または全く行っていない。

Ａの中でいずれか３つは該当する。

A

A

Ａの中でいずれか２つは該当する。

A

上記のいずれにも該当しない。

判断基準
次の全てに該当する。

Ａ

次の全てに該当する。
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評価評価分類Ⅰ－５　評価の理由（コメント）

アレルギー疾患の子どもには、献立、調理、配膳など細心の注意を払っています
　半年に１回、かかりつけ医で受診し、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」を提出し
てもらい、保護者と確認し対応しています。横浜市からのアレルギーに関する他園の取り組み情報
やアレルギー研修の情報も職員全員が共有しています。月半ばに次月の使用食材も記入した献立
を保護者に確認してもらい、保護者、園長、職員のアレルギー面談で最終確認しています。給食時、
「アレルギーチェック表」に配膳、喫食時間、担当職員名を記入し、職員同士が声をかけあって確認
しています。配膳は個別のトレイで、ピンク色の食器を使用し、ラップに除去内容を記載しています。

　配慮を要する子どもの情報を、連絡会議や職員会議で共有し、配慮点など職員間で共通認識を持
ち、連携を取りながら保育を行っています。横浜市東部地域療育センターの職員が講師となる「要配
慮児との関わり方と保護者支援」などの研修を受講し、その研修報告書を職員全員に回覧するほ
か、連絡会議や職員会議において取り上げています。本年度は、配慮を要する子どもが在籍するク
ラスの担任が継続的に研修を受講し、日頃の保育に生かしています。他の職員も共有しています。

A

配慮を要する子どもの情報を共有し、適切な対応に努めています

虐待は重大な人権侵害であることについて学び、適切な対応ができるよう努めています
　「人権マニュアル」を整備し、「人権を配慮した保育」について職員会議において繰り返し学んでい
ます。「児童虐待の基本的理解と初期対応」というテーマでも、職員会議で学び理解を深めました。
虐待が疑われるケースに気づいた時は、鶴見区役所子ども家庭支援課に報告し、担当保健師と相
談します。つないでもらったケースワーカーが家庭訪問をするなど連携をとって子どもを見守ってい
ます。支援が必要な保護者には、登降園の際などに話かけるよう配慮しています。家庭の様子など
を聞き、質問にはできる限り丁寧に答えています。
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評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

評価項目Ⅰ－６－(1)

保護者がサービスについての要望や苦情を訴えやすい仕組みになっているか。
評価

第三者委員に、直接苦情を申し立てることができる。

保護者に対して、意見箱・懇談会・アンケート等で進んで要望や苦情を聞いている。

自分で意見を表明するのが困難な園児や保護者に対して具体的な配慮がなされている。

権利擁護機関など他機関の苦情解決窓口を紹介している。

Ｂ 要望・苦情を受け付ける担当者が決まっており、事前に保護者に説明されている。

Ｃ

評価項目Ⅰ－６－(2)

要望や苦情等を受けて、迅速に対応できる仕組みになっているか。
評価

第三者委員を交えて対応する仕組みができている。

園単独で解決困難な場合には、外部の権利擁護機関や相談機関との連携体制がつくられている。

要望や苦情の解決策が会議等を通じて職員に理解・周知されている。

過去の苦情・トラブルや要望のデータを蓄積・整理し、解決に活かしている。

Ｂ 要望や苦情を受付け対応するためのマニュアル等文書化されたものが整備されている。

Ｃ

評価

判断基準

A

Ａ

判断基準

マニュアル等文書化されたものが整備されておらず取り組みが不十分である。

Ａ

Ｂに該当したうえで、次の全てに該当する。

　保護者の要望や苦情に関する「苦情対応・解決マニュアル」を整備しています。苦情受付担当者が
苦情・相談などを随時受け付け、会議などで検討し、迅速な解決を図っています。会議には週１回の
連絡会や月１回の職員会議、年2回の運営委員会などがあり、申し出られた苦情や要望について意
見交換を行い、解決策を話し合っています。過去の苦情やトラブルは、苦情トラブルファイルに綴り、
いつでも閲覧できるよう備えています。これまでに、意見や要望を受けて、行事や保育参観の充実、
防犯上から窓ガラスのフィルムの貼り付けなどを実行しています。

Ａ

Ｂに該当したうえで、次の全てに該当する。

要望・苦情の受付窓口が明確にされていないなど、取り組みが不十分である。

　保護者がいつでも要望や苦情の申し立てができるよう意見箱を用意し、また、入園時に配布してい
る重要事項説明書で説明しています。運営委員会や懇談会、個人面談、アンケートなど等により保
護者の意見を聞くよう努めています。運営委員会は年間2回開催し、参加者は、各クラス代表の保護
者6人、地区センター館長、民生委員、運営会社役員、園長の10人です。保育内容などについて幅
広く意見交換、話し合いを行っています。

評価分類Ⅰ－６　評価の理由（コメント）

Ａ

保護者の意見や要望を受けて、迅速に対応するよう努めています

保護者の要望や苦情の申し立てに応える体制を整えています
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評価領域Ⅱ　サービスの実施内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価分類Ⅱ－１　保育内容

[遊び]

評価項目Ⅱ－１－(1)

評価

子どもがおもちゃや教材等を自分で取り出して遊べるようになっている。
年齢や発達にふさわしい環境構成に配慮している。
子どもがそれぞれ落ち着いて遊べる環境を確保している。
子どもが自分の好きなことをして遊び込める時間が十分に確保されている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(2)

遊びが一斉活動に偏らないよう配慮しているか。
評価

子どもの自由な発想を受け止め、それを集団活動に取り入れている。
子どもがそれぞれ自由にごっこ遊びをしたり、落ち着いて一人で遊んだりしている。
一斉活動は、みんなで一緒に遊ぶ楽しさとともに、友だち関係やルールを守る等の社会性を重視して、年齢に応
じて取り入れている。
自由遊びの中で一人ひとりが興味・関心を持って遊べるよう、保育士が援助している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(3)

評価

栽培や飼育を通して得られる体験を、保育活動にフィードバックしている。
子どもたちが散歩等で、日常的に地域の大人や子どもたちと挨拶・会話を交わしている。
園外活動で地域を知り、自然に触れる機会を積極的に設けている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(4)

評価

子どもの年齢や発達状況にあわせて自由に表現できるよう配慮している。
子どもが自発的に表現するよう様々な素材を用意するなど、自由に使えるよう配慮されている。
子どもが自由に歌ったり、絵を描いたりしている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(5)

遊びを通して子ども同士の関係や保育士との関係が育つよう配慮しているか。
評価

子ども同士のけんか等については、危険のないよう見守りながら、子ども同士で解決ができるよう援助している。

異年齢の子ども同士が関わりを持てるよう配慮している。
職員は、常に公平で温かい態度・言葉遣い等で子どもに接し、信頼関係を築いている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(6)

積極的な健康増進の工夫が遊びの中でなされているか。
評価

散歩や屋外活動などを積極的に取り入れている。
散歩や屋外活動などを行う際には、紫外線対策やアレルギーへの対処を行っている。
発達段階に応じて、運動能力を高められるような遊びの環境を意識してつくっている。
子どもの既往歴や健康状態に合わせた遊びを工夫している。

Ｂ
Ｃ

子どもが主体的に活動できる環境構成（おもちゃ・絵本、教材、落ち着いて遊べるスペースなど）ができているか。

子どもが歌やリズム、絵や文字、からだを動かすなどの体験を通して、自分の気持ちを自由に表現できるよう配慮さ
れているか。

動植物の飼育や栽培・園外活動など、自然に触れたり地域や社会に関わる体験が取り入れられているか。

A

A

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａの中でいずれか１つは該当する。

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか２つは該当する。

次の全てに該当する。

判断基準

上記のいずれにも該当しない。

次の全てに該当する。

Ａの中でいずれか１つは該当する。

判断基準

A

Ａ

Ａの中でいずれか２つは該当する。

上記のいずれにも該当しない。

Ａ

A

A

判断基準

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

次の全てに該当する。

判断基準

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

次の全てに該当する。

Ａ

判断基準
次の全てに該当する。

Ａ
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「お散歩マップ」を作り、散歩や屋外活動を行い健康増進を図っています

植物の生長や収穫を楽しみ、調理して味わったり、描画の題材にしたりしています

子どもの興味、関心をとらえ、さらに楽しめるような環境を作っています
　子どもの遊び方をよく観察し、玩具を用意したり、声かけを行っています。棚や玩具箱から好きな玩
具を取り出して遊んだり、なりたいものになりきってごっこ遊びをしています。バンダナに興味を示し
ている様子をとらえ、それをマントのように首にまいてあげると王様に変身、なりきっています。他の
子どもも興味を示し、用意したバンダナをまいて変身ごっこが広がります。職員がレースのカーテン
で簡単なスカートを用意するとお姫様に変身、さらに遊びが広がりました。乳児・幼児会議において、
遊びの環境を議題に取り上げ、発達に合わせた遊び方や援助について話し合い、実践へつなげて
います。

評価項目Ⅱ－１－（３）　[遊び]　評価の理由（コメント）

評価項目Ⅱ－１－（１）　[遊び]　評価の理由（コメント）

評価項目Ⅱ－１－（２）　[遊び]　評価の理由（コメント）

　夏は向日葵、朝顔、トマト、ナス、枝豆、ニンジンの栽培、カブトムシの飼育、秋はサツマイモの収
穫など、季節に合った栽培・収穫を行い、子どもが水やりをし、観察をしています。収穫したものを調
理して食べたり、描画の題材にしたり、食育や表現活動へつなげています。遊具のある公園ばかり
でなく、遊具のない「まちのはらっぱ」に出かけ、草花や虫など自然に触れ、変化を学んでいます。商
店街を見て回ったり、店の混まない時間帯に買いものごっこをすることもあります。地域の人々と挨
拶や会話を交わしています。

　午前中は外遊びや制作などの主活動が多く、午後のおやつの後子どもが好きな遊びを遊び込め
るよう環境設定に努めています。玩具や教材は子どもの目線にあったどの棚にあるかを写真で示
し、取り出しやすいようところに配置しています。4、5歳児は、写真がなくとも自由に取り出し、終わっ
たら元の場所に戻すことができます。子どもが少人数で落ち着いて遊べるようコーナー保育を行って
います。

1日の主要な活動を考慮し、子どもが好きな遊びを遊びこめるよう環境設定に努めています

評価項目Ⅱ－１－（４）　[遊び]　評価の理由（コメント）

評価項目Ⅱ－１－（５）　[遊び]　評価の理由（コメント）

過度な声掛けはしないで、子どもが自由に表現できるよう配慮しています

　子どもの発達状況を把握し、職員間で共有しています。子ども同士のトラブルには、環境設定や職
員の立ち位置を工夫することによって未然に防ぐよう努めています。トラブルが発生した時は、近くで
観察しながら状況に合った援助を行うよう配慮しています。異年齢の子ども同士が関わる機会は、
行事、散歩、食事、遊びなど多く、夕方は合同保育を行っています。職員は、温かい態度、言葉遣い
で子どもに接しています。人権について、職員会議でも度々学び、職員同士が意識し合い、気付い
たことは伝え合うことを大切にしています。

 天気の良い日はできるだけ散歩や戸外活動を行っています。雨天が続く梅雨時は、雨上がりの間
に散歩に出かけています。寒い時期も外遊びを楽しんでいます。戸外に出かけるときは必ず日よけ
帽子をかぶり、アレルギーのある子どもは保護者と相談し、長袖・長ズボンを着用するなど、個別に
配慮しています。外遊びができない子どもは、室内でゆっくり過ごしています。屋上に園庭が設けら
れ、主にプールやリトミック、植物の栽培などに利用しています。地上の園庭より利用しづらい環境と
見られ、健康増進や生活に変化を与える観点から、園庭の安全策と利用法の検討が期待されます。

評価項目Ⅱ－１－（６）　[遊び]　評価の理由（コメント）

　年齢や発達に合わせ、様々な方法で表現が楽しめるよう活動内容を決めています。子どもの活動
の様子を観察しながら声かけや援助を行っています。幼児は個々の道具箱があり、自由画帳やクレ
ヨン、糊、粘土が入っています。自由に取り出して使うことができます。朝の会や帰りの会で様々な季
節の歌を唄うことから、遊びの時間に好きな歌を唄っています。運動会の様子を描いた絵、障子紙
に絵具をしみこませ貼り付けた紅葉の木々などいずれも個性的でのびのびしています。紙コップで
けん玉を作ったり、リトミックで体を動かして楽しんでいます。

子どもの発達状況を把握し、環境設定や職員の立ち位置を工夫しています
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 [生活]

評価項目Ⅱ－１－(7)

食事を豊かに楽しむ工夫をしているか。

評価

保育士が、子どもの負担になるほどに残さず食べることを強制したり、偏食を直そうと叱ったりしていない。
乳児の授乳にあたっては、ほしがる時に、抱っこして声をかけながら与えるようにしている。
授乳する時や離乳食を食べさせる時は、子どものペースを尊重している。
子どもが自分から食べようとする意欲や行動を大切にしながら、適切な言葉かけや援助をしている。
子どもたちが食事及びその過程（調理・配膳・片づけ）に関心を持つよう工夫している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(8)

食事の場、食材、食器等に配慮しているか。
評価

季節感のある献立や食欲がわくような盛りつけなどの食事作りに配慮している。
食事の場としての雰囲気づくりに配慮している。
食材や食器の安全性に配慮している。
子どもの成長・発達や用途に即した食器を使用している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(9)

子どもの喫食状況を把握して、献立の作成・調理の工夫に活かしているか。
評価

子どもの好き嫌いを把握し、盛り付けや調理方法を工夫している。
栄養士や調理担当者が、子どもたちの食事の様子を見る機会を設けている。
残食を調査記録し、献立・調理の工夫に反映させている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(10)

子どもの食生活について、家庭と連携しているか。
評価

献立表を作成し、事前に配布している。
献立作成のポイントを明記した情報提供を行っている。
定期的にレシピを提示し、保護者に園で提供する食事に対する関心を促している。

保護者が試食できる機会等を設けて、栄養・味付け・食べ方（噛み方）等、園で配慮していることを知らせている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(11)

午睡・休息は発達や日々の子どもの状況に応じて対応しているか。
評価

眠れない子ども、眠くない子どもには午睡を強要せず、静かに過ごさせるなど柔軟な対応をしている。
安心して心地よい眠りにつけるよう、午睡・休息の場を工夫している。
乳幼児突然死症候群に対する対策を行っている
年長児には適当な時期から午睡を一斉活動としていない。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－１－(12)

排泄は個人差があることを十分に配慮して対応しているか。
評価

一人ひとりの排泄のリズムをとらえ、個人差を尊重している。
トイレットトレーニングは一人ひとりの発達状況に応じて個別に対応している。
園での排泄状況を保護者に伝え連携を密にしている。

おもらしをした子どもを激しく叱ったり、心を傷つけるような対応をしてはならないことを、全職員が認識している。

Ｂ
Ｃ

A

A

Ａの中でいずれか３つは該当する。対象乳児がいない場合は２つは該当する。

判断基準

Ａの中でいずれか２つは該当する。

A

A
Ａ

次の全てに該当する。

Ａ

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

Ａの中で１～２つ該当する、または全く行っていない。対象乳児がいない場合は、全くおこなっていない。

判断基準

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

次の全てに該当する。

Ａの中でいずれか２つは該当する。

次の全てに該当する。

Ａ

次の全てに該当する。

判断基準

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

上記のいずれにも該当しない。

次の全てに該当する。

A

判断基準

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

Ａの中でいずれか１つは該当する。

次の全てに該当する。

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ａ
A
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子どもの食べるペースを大切にして食事を楽しむ雰囲気を作っています

評価項目Ⅱ－１－（10）　[生活]　評価の理由（コメント）

評価項目Ⅱ－１－（９）　[生活]　評価の理由（コメント）

　好き嫌いがあっても無理強いはせず、量を減らしたり、おいしいねと声かけをしたりして、楽しい雰
囲気を作って食事をとれるよう工夫しています。保育園では食べるが家では食べない、また、その逆
の場合もあることから、保護者と情報を共有しながらゆっくりでも少しずつ偏食を無くしていけるよう
気を配っています。食育計画を立て、食材に触れたり、下ごしらえを手伝ったり、調理をしてみるなど
興味や関心を引き出すよう支援を行っています。配膳の仕方を写真やイラストでわかりやすく掲示し
て、興味を惹くよう工夫をこらしています。

旬の食材を使ったり、その季節ならではの献立で季節を感じられるよう工夫しています
　毎日、信頼できる食材業者から、肉、魚、野菜など毎鮮なものを届けてもらっています。こどもの日
はこいのぼりの形のちらし寿司、節分は鬼の形のピラフなど盛り付けを工夫した行事食や季節に
合った食材を使った食事を提供しています。食育に夏の食材としてモロヘイヤやツルムラサキを取り
上げ、触ったり、みそ汁に入れたりしました。「くきがかたい」、「ぬるぬるしている」と初めて経験する
子どもも多かったようです。食器は、子どもの発達や用途を考慮し、例えば、０、１歳児はスプーンで
食べやすいようスタック皿を使用しています。

眠れない子どもや眠くない子どもは、布団に横になり体を休めています

トイレトレーニングは保護者と相談しながら進めています

　午睡を強いることはなく、体を休める時間と伝え、子どもは横になって過ごしています。生活のリズ
ムが影響している場合もあり、保護者と連携をとって対応しています。安心して眠りにつけるよう布団
の間隔を開けたり、オルゴールを流したりしています。室内は、子どもの表情や呼吸を確認できるく
らいの明るさにし、うつぶせ寝にならないよう注意を払っています。SIDS（乳幼児突然死症候群）
チェックを、0歳児は5分おき、1歳児は10分おきに行っています。５歳児は、秋ごろから午睡時間を
徐々に短くし、静かな活動の時間としています。午睡が必要な子どものには、個別に対応しています

評価項目Ⅱ－１－（12）　[生活]　評価の理由（コメント）

評価項目Ⅱ－１－（７）　[生活]　評価の理由（コメント）

子どもの喫食状況を把握し、献立や調理法に生かしています
　栄養士や調理員はクラスの担任から子どもの喫食状況を聞いたり、自らクラスを回って食事の様
子を観察したりしています。子どもに、食べやすさ、味付けなど感想を聞いています。残食はボウル
に入れ、状況を給食日誌に記録します。食べ進みが悪かった理由を栄養士とクラスの担任が話し合
い、形状や盛り付け、味付けなどの改善に取り組んでいます。毎月1回、園長、栄養士、調理員、クラ
スの担当が給食会議を開き、残食を取り上げて検討したり、食育の振り返りを行うなど、献立や調理
法、食育に生かしています。

評価項目Ⅱ－１－（11）　[生活]　評価の理由（コメント）

献立表を事前に配布し、人気のレシピを知らせるなど保護者との連携に気を配っています
　月末に次月の献立表を保護者に配布しています。離乳が完了していない子どもには離乳食献立
予定表を、また、食物アレルギーをもつ子どもには保護者と事前に献立を確認し、予定表を渡してい
ます。季刊で「きゅうしょくだより」を発行し、旬の食材や栄養素、レシピ、食育の取り組みを知らせて
います。子どもたちに人気の給食、季節の食材を使ったレシピを印刷し、玄関に置いています。保護
者に好評で、実際に家庭で作ったという意見が数多く寄せられています。５月の懇談会の際、給食
の試食も行い、栄養士から量や味付けの目安を伝えたり、保護者の食事の相談に応えました。

評価項目Ⅱ－１－（８）　[生活]　評価の理由（コメント）

　トイレトレーニングは一斉に行うのではなく、子どもの発達や保護者の意向などに応じ、保護者と個
別に連絡を取って行います。保育園での排泄状況を連絡帳や口頭で伝えるとともに、家庭での様子
を聞くなど密に連絡を取り合いながら進めています。おもらしをしたときは、周りに気づかれないよう
素早く対応し、子どもの心を傷つけないよう配慮しています。子どもが傷つくような否定的な言葉を使
わず、どのような言葉が適切かを職員間で共有しています。
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評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理

[健康管理]

評価項目Ⅱ－２－(1)

子どもの健康管理は、適切に実施されているか。
評価

子どもの健康管理に関するマニュアルがあり、それに基づき一人ひとりの健康状態を把握している。
既往症について常に保護者から情報を得られるように努め、対応を関係する職員に周知している。
必要に応じて園での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る。
食後の歯磨き指導を行っている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－２－(2)

健康診断・歯科健診の結果を保育に反映させているか。
評価

一人ひとりの健康診断・歯科健診の記録がある。
健康診断・歯科健診の結果を保護者に伝え、連携を密にしている。
健診結果に基づき、嘱託医やかかりつけ医との連携を図っている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－２－(3)

感染症等への対応に関するマニュアルがあり、保護者にも徹底しているか。
評価

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がマニュアルに明記され、保護者に周知してい
る。
保育中に発症した時は、保護者への連絡をすみやかにし、対応については保護者の事情も考慮している。
感染症が発生した時は、速やかに保護者に情報提供している。
感染症に関する最新情報を職員が共有している。

Ｂ 感染症等への対応に関するマニュアルがある。
Ｃ

評価

A

Ａの中でいずれか２つは該当する。

判断基準
次の全てに該当する。

　年2回の健康診断、年1回の歯科健診、3歳以上の尿検査、毎月1回身体測定、胸囲・頭囲測定は0
歳児毎月、1歳以上年3回行っています。健康診断、身体測定などの結果は健康カードで、歯科健診
の結果は「歯科健診診断結果のお知らせ」で、保護者に報告するともに、必要に応じて保育に反映
しています。発育や発達、健康状態に適した生活を送ることができるよう援助します。嘱託医と連携
をとり、感染症が流行りだした時などに連絡をもらったり、保育園から連絡し留意事項などのアドバイ
スをもらっています。

　登園停止などの基準について重要事項説明書に記載するとともに、入園説明会で説明していま
す。保育中に発症した場合、症状によって早めに保護者へ連絡し、迎える態勢がとれるよう配慮して
います。感染症が発生した時、病気の基礎知識や発生件数などをホワイトボードに記載し、保護者
と共有しています。本部や嘱託医から得た感染症に関する最新情報は、連絡会議や職員連絡ノート
などによって職員間で共有しています。「感染症まん延防止マニュアル」を整備し、職員はいつでも
見ることができます。

感染症の登園停止など保護者に説明し、発生した時は基礎知識や発生件数などを知らせています

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。

評価分類Ⅱ－２　[健康管理]　評価の理由（コメント）

Ｂに該当したうえで、次の全てに該当する。
判断基準

Ａ

Ａ

上記のいずれにも該当しない。

A

感染症等への対応に関するマニュアルがなく、取り組みが不十分である。

　重要事項説明書に、日々の健康状態をチェックする項目や健康診断など年間の保健計画を記載
し、それに基づいて健康管理を実施しています。既往症について、入園前は児童票に、入園後は
「健康カード」に記載しています。「健康カード」を利用して、身体測定や健康診断などの結果を家庭
に知らせ、また、家庭から予防接種や既往症などを保育園に知らせてもらいます。保育園での健康
状態を降園時に伝え、必要に応じ医療機関の受診を勧めています。歯みがきは２歳児クラスから始
め、子どもが磨いた後に職員が仕上げ磨きを行っています。

定期的に健康診断、歯科健診を実施し、結果を保護者に伝えるとともに保育に反映しています

登園時、降園時に家庭や保育園における健康状態を伝え合っています

A

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

次の全てに該当する。
判断基準

Ａ
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[衛生管理]

評価項目Ⅱ－２－(4)

衛生管理が適切に行われているか。
評価

マニュアルは、職員参加により定期的（内容により異なるが、最低年１回を目安）に見直しを行っている。
マニュアルの内容を全職員が共有するため、定期的（採用時に１回、採用後は最低年１回）に研修を実施するな
ど、具体策を講じている。
マニュアルに基づき清掃等が行われ、清潔・適切な状態が保たれている。

Ｂ 衛生管理に関するマニュアルがある。
Ｃ

評価

A

衛生管理に関するマニュアルがなく、取り組みが不十分である。

A

  衛生管理・感染症マニュアルがあります。給食マニュアル（今年９月改訂）にも衛生編として、調理
従事者の衛生管理について記されています。マニュアルはいつでも見ることができます。今年１０
月、外部から講師を招いて、汚物吐物血液処理方法について、職員全員が研修を受けました。手洗
い、嘔吐物処理について、保育室や玄関ホワイトボードなどに掲示し、嘔吐物処理セットを各保育
室、トイレに置き、速やかに対処できるようにしています。玩具の消毒や布団乾燥を定期的に行い、
衛生的に使用できるようにしています。

Ａ

Ｂに該当したうえで、次の全てに該当する。

講師を招いて全職員が嘔吐物の処理方法を学ぶなど衛生管理に園全体で取り組む姿勢があります
評価分類Ⅱ－２　[衛生管理]　評価の理由（コメント）

判断基準
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 [安全管理]

評価項目Ⅱ－２－(5)

安全管理に関するマニュアルがあり、事故や災害に備えた安全対策が実施されているか。
評価

地震等を想定し、備品等の転倒防止など安全対策を講じている。
マニュアルは、事故や災害に適切に対応しており、全職員に周知されている。
緊急連絡体制が確立している。
通報や連絡体制の予行演習、地域の避難場所等への誘導などの訓練を実施している。
職員が救急救命法を身につけている。

Ｂ 安全管理に関するマニュアルがあり、Ａの中で３つ以上該当する。
Ｃ

評価項目Ⅱ－２－(6)

事故や怪我の発生時及び事後の対応体制が確立しているか。
評価

保護者や救急機関、地域への連絡体制が確立している。
子どものケガについては、軽傷であっても必ず保護者に状況を報告し、記録している。
職員会議などで事故の報告、再発防止策の検討が行われ改善策が実行されている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－２－(7)

外部からの侵入に対する対応策が整備されているか。
評価

不審者等の侵入防止策（出入り口の施錠等）が講じられている。
不審者等に対する緊急通報体制が確立されている。
不審者の情報が関係機関、近隣住民等から得られるネットワークができている。

Ｂ
Ｃ

評価

　玄関の自動ドアは暗証番号を入力して開錠するようになっています。暗証番号は定期的に変更し
て、保護者に伝えています。不審者を発見した場合の対応については「危機管理マニュアル」に記
載され、訓練も行っています。玄関は道路に直結しており、開錠してドアが閉まるまでに時間がかか
りますので、解放したまま、誰もいない状態が発生する場合があります。今回の利用者家族調査の
問５-３「外部からの不審者侵入を防ぐ対策について」に「関係者がドアを開ければその後何秒かは
自由に出入りできる。警備員もいないので危ない。」など意見がありました。こうした不安を払しょくす
る対策の検討と実行が期待されています。

　地震に備え、ロッカーや本棚の下に転倒防止マットを敷いています。職員会議などにおいて、事故
への対応、避難訓練の振り返りを行い、問題点を話し合っています。重要事項説明書に災害時の避
難先などを記載し、入園説明会で伝えています。火災及び地震を想定した避難訓練を毎月１回行っ
ています。年に１回引取り訓練を行い、保護者との連絡体制を確認しています。鶴見区が実施する
救急救命法研修に参加し、職員会議で全職員に周知しています。事故防止マニュアルに事故防止
の対策や対応について記載してあります。

Ａ

　救急車の呼び方、近隣の医療機関や連絡先などの一覧が、事務所に掲示されています。怪我が
発生した時は、直ぐに園長に報告しています。軽い怪我であっても必ず保護者に状況を報告してい
ます。事故報告書を作成し、職員会議などで振り返り、原因や改善策について話し合っています。運
営会社傘下の系列園で起きた事故情報や保育園のヒヤリハット情報を共有し、事故やケガの予防
に取り組んでいます。

事故や怪我の発生時及び事後の対応について体制ができています

外部の不審者の侵入に対する不安を払しょくため、さらなる検討が期待されます

Ａの中でいずれか１つは該当する。

A

判断基準

評価分類Ⅱ－２　[安全管理]　評価の理由（コメント）

次の全てに該当する。

A

次の全てに該当する。

判断基準

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

Ａ

各年齢のクラスごとに「事故防止チェックリスト」を作成し、安全確認を行っています。

Ａ

安全管理に関するマニュアルがない。または、Ａの中で１～２つ該当する、または全く行っていない。

Ｂに該当したうえで、次の全てに該当する。

判断基準

上記のいずれにも該当しない。

A
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評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

評価項目Ⅱ－３－(1)

保育中の子どもの呼び方や叱り方などで、子どもの人格尊重を意識しているか。
評価

子どもに対して威圧的な言葉遣い、無視が行われないよう、職員間で相互に配慮している。
せかしたり強制したりせず、おだやかに分かりやすい言葉で話をしている。
子どもの気持ちや発言を受け入れられるよう配慮している。
子どもの人格を辱めるような罰を与えたり、自尊心を傷つけるような保育を行ってはならないことを、全職員が認
識している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－３－(2)

必要に応じてプライバシーが守れる空間を確保できるような工夫がされているか。
評価

友だちや保育士の視線を意識せず過ごせる場所がある。
必要に応じて、子どもに威圧感を与えず一対一で話し合える場所がある。
必要に応じて、プライバシーを守れる場所を用意することができる。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－３－(3)

個人情報の取り扱いや守秘義務について、職員等に周知しているか。
評価

守秘義務の意義や目的を全職員（ボランティア・実習生含む）に周知している。
個人情報の取り扱いについてガイドラインをつくり、全職員に周知している。
個人情報の取り扱いについて、保護者に説明し了解を得ている。
個人情報に関する記録は施錠できる場所に保管、管理している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－３－(4)

虐待を疑われる子どもの早期発見と適切な対応を心がけているか。
評価

虐待の定義が全職員に周知されている。
虐待が明白になった場合に、関係機関に迅速に通告・相談する体制を整えている。
疑わしい場合にも関係機関との連携体制がとれている。
家庭支援の必要な保護者を援助し、虐待の予防に配慮している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－３－(5)

性差への先入観による役割分業意識を植え付けないよう配慮しているか。
評価

遊びや行事の役割、持ち物、服装などで性別による区別をしていない。
順番、グループ分け、整列など性別にしていない。
子どもや保護者に対して、父親・母親の役割を固定的にとらえた話し方、表現をしないようにしている。
無意識に性差による固定観念で保育をしていないか、職員同士で反省する仕組みをつくっている。

Ｂ
Ｃ

判断基準

Ａ

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

次の全てに該当する。

判断基準

判断基準

Ａ

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

Ａの中でいずれか２つ該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

次の全てに該当する。

Ａ

次の全てに該当する。

上記のいずれにも該当しない。

Ａ

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

次の全てに該当する。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａの中でいずれか１つは該当する。

判断基準
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評価評価分類Ⅱ－３　評価の理由（コメント）

　守秘義務の意義や目的を、年度初の連絡会議や毎月の職員会議で説明しています。職員から、
入社時に守秘義務に関する誓約書、ボランティアや実習生から、同意書を提出してもらっています。
「個人情報保護マニュアル」を整備し、職員が守るべきことやしてはならないことを記載したコンプラ
イアンスコードを配布しています。人権尊重や個人情報の管理などを説明するＤＶＤを見て、意識の
向上に努めています。保護者から個人情報の取得や利用などについての同意書をもらい、個人情
報を含む記録類は、施錠できるロッカーに保管しています。

　子どもの人権について、「人権マニュアル」をもとに、職員会議などで話し合っています。会議では、
子どもの人格を尊重する言葉遣いやどのようなことが子どもの自尊心を傷つけてしまうかなど具体
的な事例を取り上げています。子どもによって理解度が異なることを考慮し、せかしたり強要したりし
ないことや伝わりやすい言葉を職員間で共有しています。自分で気持ちや意思を伝えられない子ど
もには、子どもが構えないよう一対一の場を作るなど気を配っています。1人で遊びたい時に遊べる
コーナーを設けています。

Ａ

守秘義務や個人情報の取り扱いについて、保護者や職員に説明しています

性差への先入観による役割意識を植えつけないよう注意を払っています
　「人権マニュアル」に、子どもに接する心得として、子ども一人一人の人権を尊重して保育を行うこ
とを明示し、性差についても職員自身が先入観を持たないよう心がけています。職員が、遊びや当
番活動の中で性別による区別をしないよう注意を払っています。母親が料理するものと役割を固定
的にとらえるのではなく、クッキングや掃除など全員が同じように参加するよう気を配っています。職
員同士が性差による固定観念で保育を行っていないかを職員会議において確認しています。

子どもの人格を尊重した言葉遣いや態度をするよう心がけけています
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評価分類Ⅱ－４　保護者との交流・連携

評価項目Ⅱ－４－(1)

保護者が保育の基本方針を理解できるよう努力しているか。
評価

保護者に対しては、全体会または懇談会などで説明する機会を設けている。
保護者に対して、園独自のアンケートなどで保育方針が理解されているかどうか把握している。
日常保育の中で、園だよりや連絡帳などで保育方針が理解されるよう努力してる。
入園時に配布する園のしおりやパンフレットなどに保育方針を明記している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－４－(2)

個々の保護者との日常的な情報交換に加え、個別面談等を行っているか。
評価

子どもの送迎時に、その日の子どもの様子を伝えるよう配慮している。
連絡帳やメールなどできめ細かに情報交換を実施している。
保護者の意向を踏まえて個別面談を実施している。
クラス全体の様子を伝える保護者懇談会等を実施している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－４－(3)

保護者の相談に応じているか。
評価

相談内容などを人に聞かれないで相談できるよう、配慮している。
相談を受けた職員が適切に対応できるよう、助言が受けられる体制になっている。
相談は記録し、継続的なフォローができている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－４－(4)

保育内容（行事を含む）など子どもの園生活に関する情報を提供しているか。
評価

「園だより」など定期的に発行している。
園内に、その日の保育の様子を知らせる情報を掲示している。
クラスごとの保護者懇談会などで、保育内容・目的を分かりやすく説明し情報提供を図っている。
ビデオや写真などを撮って、日常の保育の様子を伝える努力をしている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－４－(5)

保護者の保育参加を進めるための工夫をしているか。
評価

年間行事予定であらかじめ日時を知らせ、保護者が保育参加のための休暇等の予定を立てやすくしている。
保育参観または保育参加を積極的に受け入れている。
保育参観、懇談会等に出席できなかった保護者へのフォローを行っている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅱ－４－(6)

保護者の自主的な活動への援助や意見交換を行っているか。
評価

保護者が自主的な活動をできるように場所等の提供をしている。
保護者の活動に要請があれば職員も参加をしている。
保護者組織とは常にコミュニケーションをとっている。

Ｂ
Ｃ

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

Ａ

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

Ａ

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ｂ

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

Ａ

次の全てに該当する。

Ａ

Ａの中でいずれか２つは該当する。

Ａ

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

Ａ

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

判断基準
次の全てに該当する。

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

次の全てに該当する。

Ａ

Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

判断基準
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評価

　保護者の相談には、合同保育などで空いた保育室で応じています。相談内容が外部に漏れないよ
う扉を閉めたり、声の大きさに気を配っています。面談時間を職員に事前に知らせ、他の保護者や
職員が立ち入らないよう注意を払っています。相談は、クラス担任が担当し、新入職員の場合、園長
とリーダー職員が同席することがあります。相談内容は、面談記録に記載し、情報を職員全体で共
有します。子どもの生活の様子は、園だよりやホワイトボード、写真、ブログ、保護者懇談会などによ
て保護者へ伝えています。

　年間行事や試食会などの保育参加について、保護者が年間を通して予定を立てやすくなるよう、
例えば兄が小学生の場合は小学校の運動会の日を考慮して次年度の年間計画を作成し、年度末
に印刷して配布しています。保育参加として幼児クラスの試食会を実施し、欠席した保護者には担
任の職員が内容を伝えています。現在、保護者組織はありませんが、保護者の自主的な活動に当
たり、卒園時に保護者が企画した「お別れ会」の会場を提供したことがあります。

評価分類Ⅱ－４　評価の理由（コメント）

A

　保育の基本方針や保育の内容を、入園説明会やクラス懇談会において、園だよりやパンフレットを
用いて保護者に説明しています。今回の第三者評価の利用者（保護者）調査を通して、保護者が保
育方針を理解しているかどうかを確認しています。連絡帳やホワイトボードを利用して保護者と情報
交換を行っています。毎年5月と2月に懇談会を行い、クラスや子どもの様子を伝え共有しています。

保護者に、保育の基本を理解してもらえるよう情報交換に努めています

個別面談で、個人情報保護に気を配りながら保護者の相談に応じています

年間行事や保育参加に保護者が参加しやすくなるようスケジュールに気を配っています
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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

評価項目Ⅲ－１－(1)

地域の子育て支援ニーズを把握するための取り組みを行っているか。
評価

地域住民との交流の中で、施設に対する要望を把握するための具体策を講じている。
地域住民に対する相談事業を通じて把握している。
必要に応じて関係機関や他施設との検討会・研究会を行っている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅲ－１－(2)

地域の子育て支援ニーズに応じて施設の専門性を活かしたサービスを提供しているか。
評価

地域の子育て支援ニーズについて、定期的（年に１回程度）に職員間で話し合われている。
地域での子育てを支援するためのサービス（一時保育、交流保育、園庭開放等）を提供している。
地域住民に向けて子育てや保育に関する講習・研修会を開催している。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅲ－１　評価の理由（コメント）

地域の子育て支援のニーズを把握し、夏祭りや育児相談などに取り組んでいます
　保育園の見学や夏祭りなどに近隣の人々が参加した際、アンケートを行い、保育園に対する意見
や要望を聞いています。地域の人々に向けた地区センターのイベントに参加し、育児相談のコー
ナーを受け持ち、また、紙芝居や手作りおもちゃを見せたりしています。併せて、その機会にも子育て
中の保護者のニーズを把握しています。区の園長会（半年ごと）に、近辺の比較的小規模な保育園
の関係者が集まり、区の施策や各保育園の取り組み、事故事例などについて情報交換を行っていま
す。

Ａ
地域の子育て家庭のニーズに応え、専門性を生かした支援の充実を検討しています
　鶴見区こども家庭支援課の情報や区の園長会で得られた子育て支援に関する情報は、職員会議
で報告し共有しています。地域の子育て支援事業として毎年開催されている地区センターの子育て
イベントに参加し、育児相談や歌、粘土のおもちゃなどを提供しています。今後、育児相談の回数増
加や子育てに関する講習会の開催など地域の子育て家庭に向けた支援の充実を図っていこうと考
えています。専門性を生かした取り組みが期待されます。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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評価分類Ⅲ－２　保育園の専門性を活かした相談機能

評価項目Ⅲ－２－(1)

地域住民への情報提供や育児相談に応じているか。
評価

情報提供や育児相談を実施している。
育児相談については、定期的（最低週に１回）に相談日を設けて対応している。
園からのお知らせを地域に回覧するなどして､情報提供に努めている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅲ－２－(2)

相談内容に応じて関係諸機関・団体との連携ができる体制になっているか。
評価

必要な関係機関・地域の団体等をリスト化する等により情報を職員が共有している。
関係機関との連携の担当者が決められている。
関係機関・団体等との日常的な連携ができている。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅲ－２　評価の理由（コメント）

地域の子育て家庭の保護者へ支援情報の提供や育児相談を充実させることが期待されます
　現在、地域における子育て支援活動として、毎年開催されている鶴見区の地域子育て支援イベント
に参加し、育児相談を受けたり、歌や手作りのおもちゃ、紙芝居などを提供しています。このイベント
終了後の話し合いで、育児相談の強化や赤ちゃんコーナーの充実などの意見や提案がありました。
現在、地域の子育て中の保護者に向けた育児相談に取り組み、毎週木曜日を相談日としています。
今後、こうした育児相談の充実が期待されます。

Ａ
相談内容に応じて、関係機関と連携する態勢を整えています
　鶴見区子育て支援課や児童相談所、警察署、消防署などの行政機関のほか、近隣の医療機関な
どの連絡先をリストにし、掲示しています。こうした機関との連携は、園長が担っています。支援を必
要とする家庭の育児について、鶴見区子育て支援課の担当者と連携を取り、指導やアドバイスを受
けながら対応し、必要な時は児童相談所に相談しています。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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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

評価項目Ⅳ－１－(1)

保育園に対する理解促進のための取り組みを行っているか。
評価

園の行事に地域住民を招待している。
自治会・町内会、ボランティアグループ等と協力して行事を行うなど、地域の団体、機関と定期的（年１回以上）、
計画的に交流を図っている。
小中高等学校など、学校教育との連携を積極的に図っている。
地域への施設開放や備品等の貸し出しを行っている。
近隣との友好的な関係を築くための取り組みを行っている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅳ－１－(2)

子どもと地域との日常的な交流により、子どもの生活の充実と地域の理解を深めているか。
評価

地域の文化・レクリエーション施設等を利用している。
日常的に地域の人達と接する機会（散歩・買い物等）に積極的に交流を図っている。
日常的に他の園・学校・福祉施設等との交流を図っている。
地域の行事や活動に参加できるよう配慮している。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅳ－１　評価の理由（コメント）

保育園を理解してもらうため、地域の人々を行事やコンサートに招待しています
 　保育園の夏祭りやコンサートに、近隣のグループホームの入居者を招待しています。夏、学生の
ボランティアグループが来園してコンサートを行い、地域の人々も参加しています。年長児は、指定
された日に小学校を訪問し、校内を見学しています。地域との良好な関係を築くため、積極的に挨拶
をしたり、保育園の周りを掃除しています。地域の子育て家庭に、大きな絵本や紙芝居の貸し出しを
検討しています。

B地域の施設を利用したり、また、ウォークラりーなどで様々の人々と交流しています
　地域の社会資源となっている地区センター体育館を利用して運動会を行っています。年長児は、遠
足で水族館や科学館へ見学に出かけています。科学館では、シミュレーションで車や飛行機に乗っ
たり、海底探検を体験したりしています。散歩で商店街に出かけたり、また、幼児クラスはウォークラ
リーで、消防署や交番、商店街などを回り、消防士や警察官、商店の人々と挨拶を交わしています。
ハロウインなどの行事の際、近くのグループホームを訪問し、高齢者と交流しています。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

B

Ａの中でいずれか３つは該当する。
Ａの中で１～２つ該当する、または全く行っていない。
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評価分類Ⅳ－２　サービス内容等に関する情報提供

評価項目Ⅳ－２－(1)

将来の利用者が関心のある事項についてわかりやすく情報を提供しているか。
評価

園のパンフレット・広報誌・ホームページ等により、地域や関係機関に随時、情報を提供している。
外部の情報提供媒体に対して園の情報を提供している。
園として、すすんでサービス内容の詳細、料金、職員体制等、必要な情報を提供している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅳ－２－(2)

利用希望者の問い合わせや見学に対応しているか。
評価

園の基本方針や利用条件・サービス内容等についての問い合わせに対しては、常時対応できるようになってい
る。
利用希望者に見学ができることを案内している。
保育に支障をきたさない範囲で、曜日や時間は見学希望者の都合に対応している。

Ｂ 園の基本方針や利用条件・サービス内容等について、パンフレット等の資料や文書に基づいて説明している。

Ｃ

評価評価分類Ⅳ－２　評価の理由（コメント）

パンフレットやホームページなどによって、地域や関係機関に情報を提供しています
　保育園のパンフレットやホームぺージで、地域の人々や関係機関に情報提供を行っています。
ホームページには、保育方針や教育方針、園児の定員や標準利用時間、生活の様子やサービス内
容などの情報を提供しています。鶴見区ホームページには、保育園の基本情報として、所在地をは
じめ電話番号、児童数、第三者評価の受審の有無などの情報が掲載されています。

Ａ利用希望者や見学に対し、パンフレットや重要事項説明書などでサービス内容を説明しています
　利用希望者の問い合わせに、パンフレットや重要事項説明書を用意し、説明できるよう備えていま
す。問い合わせには、見学希望、定員数や延長保育についての質問が寄せられています。見学希
望者には、名前や電話、希望日時、子どもの年齢などを聞き、受付ノートに記録し、できるだけ希望
に沿った日時を設定しています。１日に3～4人からの問い合わせがあり、見学の際は、パンフレット
や重要事項説明書によって保育園と保育の内容を説明しています。

判断基準

Ａ

Ｂに該当したうえで、次の全てに該当する。

A

上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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評価分類Ⅳ－３　ボランティア・実習の受け入れ

評価項目Ⅳ－３－(1)

ボランティアの受け入れや育成を積極的に行っているか。
評価

受け入れにあたり、あらかじめ職員や利用者に基本的考え方・方針が理解されるよう説明している。

受け入れと育成の担当者が決められており、受け入れ時の記録が整備されている。

ボランティアの感想や意見を園運営に反映させている。

Ｂ
受け入れのためのマニュアル等があり、それに基づきボランティアに対して園の方針、利用者への配慮等を十分
説明している。

Ｃ

評価項目Ⅳ－３－(2)

実習生の受け入れを適切に行っているか。
評価

受け入れにあたり、あらかじめ職員や利用者に基本的な考え方・方針が理解されるよう説明している。
受け入れのための担当者が決められており、受け入れ時の記録が整備されている。
実習目的に応じた効果的な実習が行われるためにプログラム等を工夫している。
実習生と職員との意見交換の機会を設けている。

Ｂ
受け入れのためのマニュアル等があり、それに基づき実習生に対して園の方針、利用者への配慮等を十分説明
している。

Ｃ

評価評価分類Ⅳ－３　評価の理由（コメント）

ボランティアの受け入れに関するマニュアルを整備し、受け入れ担当者を決めています
　「ボランティア受け入れマニュアル」を整備しています。マニュアルには、ボランティアを受け入れる
目的として、地域の人々に保育園を知ってもらうこと、様々な人々との交流を通して子どもに良い影
響を与えることなどを挙げています。受け入れは、主任クラスの職員が担当し、活動記録をファイル
に綴じ共有しています。ボランティアの意見や提案を聞き、運営に反映しています。個人情報保護の
ための同意書を提出してもらっています。

Ａ実習生の受け入れは、マニュアルを整備し適切に行っています

　職員に、実習生への指導を通して自らの保育を見つめ直すことが目的であると説明しています。保
護者には、ホワイトボードに記載し、知らせています。受け入れ担当者を決め、園長と相談しながら
実習指導に当たっています。学校からの実習目的や課題などを検討し、一人一人の実習生に合っ
たプログラムを作成しています。実習後の反省会や質問を受ける機会を設け、その際の実習生の意
見などを保育に生かしています。

判断基準

Ａ

Bに該当したうえで、次の全てに該当する。

A

受け入れのためのマニュアル等がなく、取り組みが不十分である。

判断基準

Ａ

Ｂに該当したうえで、次の全てに該当する。

A

受け入れのためのマニュアル等がなく、取り組みが不十分である。
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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

評価項目Ⅴ－１－(1)

保育園の理念や方針に適合した人材を育成するための取り組みを行っているか。
評価

園運営に十分な人材構成であるかをチェックし、必要な人材の補充を逐次行っている。
園の理念・方針をふまえた保育を実施するよう、人材育成の計画が策定されている。
個々の職員の資質向上に向けた目標を毎年定め、達成度の評価が行われている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅴ－１－(2)

職員・非常勤職員の研修体制が確立しているか
評価

内部研修が定期的に実施され、職員・非常勤職員とも必要な職員が必ず受講できる。
園外の研修会、大会等への参加、他の福祉施設での実地研修等が積極的に行われている。
研修の成果を職場で活かすための工夫がされている。
研修の成果を評価して、研修内容を常に見直している。

Ｂ 職員の研修ニーズにも配慮し、研修担当者が研修計画を作成している。
Ｃ

評価項目Ⅴ－１－(3)

非常勤職員等にも日常の指導を行っているか
評価

業務にあたっては職員と非常勤職員の組み合わせなどの配慮をしている。
非常勤職員に対し、職員と同様に資質向上への取り組みを行っている。
非常勤職員の指導担当者が定められ職員間のコミュニケーションが図られている。

Ｂ 非常勤職員にも業務マニュアルが配布されている。
Ｃ

評価

　園長が経験者と非経験者や新入職員を組み合わせた職員配置表を作成し、保育が円滑に行える
よう人員構成に気を配っています。欠員が出た時は、運営会社に要請し、人員を補充しています。採
用は運営会社と保育園が面接を行い、決定しています。新入職員には年間を通してコーチがつき、
定期的に振り返りや課題の設定を行い人材育成を進めています。半期ごとに個々の職員と期待役
割面接を行い、個別の課題に対する達成度について評価をしています。

Ａ

研修年間計画をもとに、全職員が計画的に研修を受講しています
　園長が研修年間計画を立て、職員に回覧し、参加するよう促しています。職員は、自治体や運営
会社が主催する研修に参加しています。研修の成果を職場に生かすため、保育園において伝達講
習を行い他の職員と共有したり、研修報告書を回覧したりしています。人権尊重やハラスメント、個
人情報の管理などについて、職員全員が運営会社作成のDVDを使用して学んでいます。また、毎月
職員会議において勉強会を行っています。

非常勤職員に初任者研修など必要な指導を行っています
　園長が、職員配置表をチェックし、常勤職員と非常勤職員の勤務状況を把握しています。日常の
業務は、担任を中心に常勤・非常勤の区別なく進めています。非常勤職員が参加する会議を開催
し、意見や要望を報告書にまとめ、職員全員が共有しています。非常勤職員も初任者研修をはじ
め、人権尊重や個人情報管理に関するDVD研修を受講しています。

保育園の理念や方針に適合した人材を育成するため、個人面接や評価を行っています

判断基準

Ａ

Bに該当したうえで、次の全てに該当する。

A

園としての研修計画を作成しておらず、取り組みが不十分である。

判断基準

Ａ

Bに該当したうえで、次の全てに該当する。

A

業務マニュアルもなく、取り組みが不十分である。

評価分類Ⅴ－１　評価の理由（コメント）

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

評価項目Ⅴ－２－(1)

職員のスキルの段階にあわせて計画的に技術の向上に取り組んでいるか。
評価

職員の振り返りや、保育所の自己評価を計画的に行う仕組みを持っている。

工夫・改善した良いサービス事例をもとに、一層のサービス向上を目指した会議・勉強会が開かれている。

必要に応じて外部から保育の技術の評価・指導等を受ける仕組みがある。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅴ－２－(2)　※新規項目

保育士等が保育や業務の計画および記録を通してみずいからの実践を振り返り、改善に努める仕組みがあるか。
評価

保育士等一人一人が、自己の実践の振り返りをし、文章化できるように計画や記録の書式が定型化されてい
る。

振り返りは、計画で意図した保育のねらいと関連づけて行われている。
振り返りは、子どもの活動やその結果だけでなく、子どもの育ちや意欲、取り組む過程などを重視して行ってい
る。
保育士等一人一人が振り返りを通して自己の実践を評価し、改善やその後の計画作成に反映させている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅴ－２－(3)　※新規項目

保育士等の自己評価を踏まえ、保育園としての自己評価を行っているか。
評価

保育士等の振り返りの結果を互いに報告し合い、話し合っている。
保育士等の振り返りの結果から、園としての課題を明らかにし、改善に取り組んでいる。
保育園としての自己評価は、園の理念や保育の方針、保育課程に沿って行われている。
保育園としての自己評価を公表している。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅴ－２　評価の理由（コメント）

職員の自己評価、改善のための勉強会など保育の向上に取り組んでいます
　職員は、毎年２回（５月と１１月）、目標を設定し、園長と期待役割について面接を行っています。中
間で振り返り面接により自己評価を行い、課題に対する達成度を評価しています。毎月の職員会議
において、保育に必要なマニュアルの見直し、かみつきや打撲、すりきずなどの事故事例について
の勉強会を行っています。必要に応じ外部の園長経験者の保育アドバイザーから、屋上園庭の危な
い所や紙、粘土など色々な素材の使い方などの指導を受けています。

Ａ

年間指導計画や「自己評価チェックシート」などにより、実践を評価し改善に努めています
　年間指導計画や月間指導計画、週間指導計画に自己評価欄を設け、実践を振り返り、例えば、年
間指導計画には、「活動に変化がなかった、次期は様々な活動を取り入れたい」とコメントしていま
す。「自己評価チェックシート」によって、日々の保育がどのような状況にあるかを５段階で評価し、そ
の結果を保育に反映しています。「自己評価チェックシート」の項目により、保育の基本はもとより、
子どもとの関わり合いや保育環境なについても評価しています。

職員の自己評価を踏まえ、保育園としての自己評価を行っています
　職員会議において、各職員の自己評価を報告し、保育園の課題を話し合っています。「期待役割
シート」により課題の傾向を把握するとともに、全体の課題を明らかにし、改善に取り組んでいます。
例えば、部屋を合同で使っているため、いかにして静かな部屋を確保するかを課題に取り上げ、他
のクラスが散歩に行った時空き部屋として利用することが職員同士の連携によって可能になってい
ます。保育園の自己評価を年２回行い、結果を閲覧できるよう開示しています。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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評価分類Ⅴ－３　職員のモチベーションの維持

評価項目Ⅴ－３－(1)

本人の適性・経験・能力に応じた役割を与え、やりがいや満足度を高めているか。
評価

経験・能力や習熟度に応じた役割が期待水準として明文化されている。
利用者の状況に応じ自主的に判断できるように、現場の職員に可能な限り権限を委譲し、責任を明確化してい
る。
職員から業務改善の提案を募ったり、意見を聴取するためのアンケートなどを実施している。
個別の面接・調査等により、職員の満足度・要望などを把握している。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅴ－３　評価の理由（コメント）

利用者の状況に応じ自主的に判断できるよう権限を委譲しています
　業務を分担し、職務分担表を事務室に掲示しています。園長は、業務を統括し、保育園の運営方
針を遂行しています。リーダー職員は、園長を補佐するとともに保育内容や育児相談、地域の子育
て支援活動などについて職員を統括しています。保護者の育児相談や意見には、担任が対応し、そ
の場で回答できることは即回答しています。リーダー職員や担任で解決できない場合は、園長が責
任をもって対応しています。

Ａ職員アンケートや期待役割面接によりモチベーションアップを図っています
　行事の際、職員アンケートを実施し、業務改善の意見や提案を集め、まとめて職員全員が共有し
ています。「期待役割シート」には、理念の理解度や実行力、計画策定、業務改善などのスキルを評
価項目に設定しています。毎年２回（５月と１１月）、目標についての期待役割面接を行い、その中間
に振り返りの面接で、課題に対する達成度を評価しています。面接で、職員の意見や希望を聞くとと
もに、満足度を把握し、職員のモチベーションアップにつなげています。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Aの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

29/40 領域Ⅴ



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

評価項目Ⅵ－１－(1)

事業者として守るべき、法・規範・倫理等を周知し実行しているか。
評価

組織及び職員が不正・不適切な行為を行わないよう守るべき法・規範・倫理等が明文化され職員に周知されて
いる。
経営、運営状況等の情報が積極的に公開されている。

他施設での不正、不適切な事案を題材とした研修を行い、それらの行為を行わないよう啓発している。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅵ－１－(2)

サービスの質を維持しつつゴミ減量化・リサイクル・省エネルギーの促進、緑化の推進など環境に配慮しているか。
評価

ゴミ減量化・リサイクルのための取り組みを行っている。
省エネルギーの促進・緑化の推進などの取り組みを行っている。
環境への考え方、取り組みが明文化され、運営に活かされている。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅵ－１　評価の理由（コメント）

事業者として守るべき法規範、倫理等を周知・徹底しています
　運営会社が作成した「コンプライアンスコード」を全職員に配布しています。このコードには、法規範
の遵守や顧客との関係、投資家との関係などについて、役職員がしてはいけないことや守るべきこ
とが記載されています。さらに、人権尊重やハラスメントの防止などを取り上げたＤＶＤを視聴し、法
規範などの遵守について周知・徹底を図っています。運営報告や財務諸表などを観覧用ファイルに
入れ、利用者がいつでも見られよう開示しています。

B
緑化促進や省エネの考え方を事業計画書などに明記し、推進することが期待されます
　ゴミは、収集業者の分別ゴミ袋に入れ、廃棄しています。コピー用紙は、できるだけ両面を使用して
います。節水・節電を心がけ、エアコンの温度は、夏は27度、冬は21度に設定しています。省エネの
ため照明の消し忘れにも注意を払い、職員全員が意識して行うよう貼り紙をしたり、声をかけ合った
りしています。今後、緑化促進のため、滑り台側に、省エネルギー対策としてグリーンカーテンの設
置を検討しています。こうした環境への考え方や取り組みを、例えば事業計画書や保育指導計画書
などに明記し、推進することが期待されます。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

B

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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評価分類Ⅵ－２　施設長のリーダーシップ・主任の役割等

評価項目Ⅵ－２－(1)

保育園の理念や基本方針等について職員に周知されているか。
評価

理念・基本方針を明文化したものを掲示または職員に配布している。
職員に朝礼・会議等で周知し、理解を促すための説明をしている。
理念・基本方針を職員が理解できているか、園長・主任が定期的（採用時１回、採用後は最低年１回）に確認し
ている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅵ－２－(2)

重要な意思決定にあたり、関係職員・保護者等から情報・意見を集めたり説明しているか。
評価

重要な意思決定にあたり、園長は保護者と継続的に意見交換をしている。

重要な意思決定（変更）について、職員及び保護者に目的・決定（変更）理由・経過等を十分に説明している。

異なる部門の職員による検討チームを編成し組織をあげて取り組むしくみがある。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅵ－２－(3)

主任クラスの職員がスーパーバイザーとしての役割を果たしているか。
評価

スーパーバイズのできる主任クラスを計画的に育成するプログラムがある。
主任が個々の職員の業務状況を把握できるしくみがあり、有効に機能している。
主任は個々の職員の能力や経験にあわせ的確な助言や指導を行っている。

主任は個々の職員が精神的・肉体的に良好な状態で仕事に取り組めるよう、具体的な配慮を行っている。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅵ－２　評価の理由（コメント）

保育園の理念や基本方針を職員に周知・徹底しています
　理念や基本方針を玄関の見やすい場所に掲示したり、職員にプリントしたものを配布しています。
「こどもの養育と教育を両輪とした、子ども主体の育ちの支援を行います」を理念の一つに掲げてい
ます。職員会議において、プリントの読み合わせをしています。また、受け止め方は色々あってよい
と考え、職員がどのように捉えているかを発言してもらっています。園長は、職員が理念や方針を理
解しているかを年２回の期待役割面接で確認しています。

Ａ

重要な意思決定にあたり、運営委員会や職員会議などにおいて話し合っています
　重要な意思決定にあたり、運営委員会を開催しています。運営委員会は、各クラスの保護者代表6
人と、地区センター館長、民生委員、運営会社役員、園長の合計10人で構成しています。意見交換
を行うとともに、保育園の円滑な運営、利用者の立場に立った良質な保育について話し合っていま
す。職員会議に栄養士も参加し、例えば、子どもたちの発達と保育の流れとの兼ね合いを考えなが
ら、子どもたちにとってより良い配膳時間を話し合うなど改善に取り組んでいます。

主任クラスの職員がスーパーバイザーの役割を果たせるように配慮しています
　主任クラスの職員を育成するプログラムにコーチ研修があります。コーチ研修では、面接の仕方や
人材の育成などについて学んでいます。園長は、主任クラスの職員を配置するにあたり、研修を兼
ねて各クラスで保育状況を把握できる機会を設けています。主任クラスの職員は、コーチとして新入
職員にアドバイスをしたり面接を行うなど指導・助言を担っています。新入職員が1年を経過した段階
で、基本的な保育のスキルを習得し、子どもへの関わり方や保護者への対応が適切に行えるような
レベルに到達することを目標としています。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

評価項目Ⅵ－３－(1)

外部環境の変化等に対応し、理念や基本方針を実現するための取り組みを行っているか。
評価

事業運営に影響のある情報を収集・分析している。

重要な情報は幹部職員や主要な職員間で共有するため会議等で議論し、重点改善課題として設定されている。

運営面での重要な改善課題について、職員に周知し、園全体の取り組みとしている。

Ｂ
Ｃ

評価項目Ⅵ－３－(2)
保育園運営に関して、中長期的な計画や目標を策定しているか。

評価

中長期的な事業の方向性を定めた計画を作成している。
次代の組織運営に備え、運営やサービスプロセスの新たなしくみを常に検討している。
次代の施設運営に備え、幹部職員は計画的に後継者を育成している。
運営に関し、外部の機関や専門家などの意見を取り入れる努力をしている。

Ｂ
Ｃ

評価評価分類Ⅵ－３　評価の理由（コメント）

外部環境の変化に対応し、理念や方針の実現に取り組んでいます
　保育園への影響を念頭に、少子化の進展や子育て支援事業などに関する情報を収集し、また、鶴
見区の情報や運営会社の情報を参考にしています。重要な情報は、職員間で共有するため、毎月１
回全体会議を開催しています。また、運営会社の園長会議、神奈川ブロック会議に出席し話し合っ
ています。運営面での重要な改善課題、例えばブロック会議で提案された地域間の協力について、
職員会議で報告し、話し合い、方向性を導き出すようリードしています。

Ａ運営会社で中期計画を策定し、次代の組織運営に備え、新たな仕組みを検討しています
　保育園の運営に関する中期計画を運営会社が策定しています。運営会社は、次代の組織運営に
備え、現状を見直し、保育の技術・考え方に関するプロジェクトを進行させています。運営会社は、管
理職を育成するため外部の研修コースを用意しているほか、別業種の人たちと交流する機会も設定
しています。また、運営に関し、アドバイザーとして学識経験者など外部の専門家からアドバイスを
受けています。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか２つは該当する。
Ａの中で１つ該当する、または全く行っていない。

判断基準

Ａ

次の全てに該当する。

A

Ａの中でいずれか１つは該当する。
上記のいずれにも該当しない。
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■保育園の基本理念や基本方針について

問１　あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存知ですか（○は１つだけ）

よく知ってい
る

まあ知って
いる

どちらかとも
いえない

あまり知ら
ない

まったく知ら
ない

2 20 5 3 1

6% 63% 16% 9% 3%

　「１　よく知っている」または「２　まあ知っている」と答えた人のうち

１－２その保育目標や保育方針は賛同できるか 賛同できる
まあ賛同で

きる
どちらかとも

いえない
あまり賛同
できない

賛同できな
い

17 5 0 0 0

77% 23% 0% 0% 0%

■保育園のサービス内容について

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

15 8 1 1 7

47% 25% 3% 3% 22%

その他

13 13 2 1 2

41% 41% 6% 3% 6%

その他

13 14 0 1 3

41% 44% 0% 3% 9%

その他

調査対象：2016年10月現在、在園の子どもの保護者40世帯を対象としました。
調査方法：アンケート方式
　保育園から保護者に対し予め第三者評価の目的について説明し、利用者調査票（保護者用）と評価機関作
成の説明書を配布しました。保護者からは記入後評価機関へ直接郵送してもらい回収しました。
　利用者（保護者）総数40人、有効回答数32人、利用者総数に対する回答者割合80％。

問２　お子さんが入園する時の状況について

2-3 園の目標や方針についての説明には

利用者家族調査の結果

調査の概況

結果の特徴　

　設立時に入園した為、見学はなかった(同様の意見４
件）。見学はしていません。見学が行われているのか知りま
せんでした。

　覚えていない。

　回答者の総合的な評価は、「満足」が23人（72％）、「どちらかといえば満足」が9人（28％）、合わせると
100％という結果となりました。「どちらかといえば不満」「不満」は０人でした。
　個別の質問に対し、問4‐1「クラスの活動や遊びについて」と問4‐7「給食の献立内容について」は、「満足」と
「どちらかといえば満足」を合わせ100％でした。他方、問5-1「施設設備について」は、「どちらかといえば不
満」が6人（19％）、また、問5-3「外部からの不審者侵入を防ぐ対策について」は、「どちらかといえば不満」が4
人（13％）、「不満」が2人（6％）、計6人（19％％）でした。
　保育園に対する意見や要望などに記述がありました。「安心して子どもを預けることができています」と評価
している記述に対し、「入口に門がなく、先生が誰も入口にいない無人な時もあり、心配なところがあります。」
と不安を感じている記述がありました。

2-1 見学の受け入れについては

2-2 入園前の見学や説明など、園からの情報
提供については

　説明はあったが内容までは詳しくおぼえていない。特に説
明がなかったような・・・。
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20 12 0 0 0

63% 38% 0% 0% 0%

その他

18 14 0 0 0

56% 44% 0% 0% 0%

その他

21 10 1 0 0

66% 31% 3% 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

21 8 1 0 0

66% 25% 3% 0% 0%

その他

10 16 1 1 3

31% 50% 3% 3% 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

21 11 0 0 0

66% 34% 0% 0% 0%

その他

18 12 2 0 0

56% 38% 6% 0% 0%

その他

21 9 0 0 2

66% 28% 0% 0% 6%

その他

23 7 2 0 0

72% 22% 6% 0% 0%

その他

3-2 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

　どんな物を使用しているのか、良く分かりません（どんなこ
とをしているのか分からない）。まだ使ってないと思います。

問３　保育や行事の年間計画について

2-6 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）

2-5 保育園での１日の過ごし方についての説
明には

4-1 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）

4-2 子どもが戸外遊びを十分しているかについ
ては

4-4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

4-3 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）

　ぜひともお泊り保育をしてほしい。銭湯も近くにあるし、保
育園に泊まるのは特別な思い出になりそう。1年目なので
分かりません。

問４　日常の保育内容について

2-4 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

3-1 年間の保育や行事のについての説明には
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21 10 0 1 0

66% 31% 0% 3% 0%

その他

17 14 1 0 0

53% 44% 3% 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

29 3 0 0 0

91% 9% 0% 0% 0%

その他

25 6 1 0 0

78% 19% 3% 0% 0%

その他

23 7 0 0 2

72% 22% 0% 0% 6%

その他

21 10 1 0 0

66% 31% 3% 0% 0%

その他

19 8 0 0 4

59% 25% 0% 0% 13%

その他

24 7 0 0 0

75% 22% 0% 0% 0%

その他

19 8 2 1 1

59% 25% 6% 3% 3%

その他

4-7 給食の献立内容については

4-6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

4-10 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

4-11 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

4-5 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

4-9 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

　まだ月齢が低いので、対象外とします。まだ、できませ
ん。

4-13 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

4-12 お子さんの体調への気配りについては

　まだ始めていないので良くわからない。まだ、はずせませ
ん。まだ月齢が低いので。協力はして頂いていますがなか
なか進まなく・・・。

　ケガはしてません。

4-8 お子さんが給食を楽しんでいるかについて
は
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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

12 13 6 0 1

38% 41% 19% 0% 3%

その他

18 11 1 0 1

56% 34% 3% 0% 3%

その他

15 9 4 2 2

47% 28% 13% 6% 6%

その他

18 11 1 2 0

56% 34% 3% 6% 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

19 10 1 1 0

59% 31% 3% 3% 0%

その他

22 9 0 0 0

69% 28% 0% 0% 0%

その他

24 7 0 0 0

75% 22% 0% 0% 0%

その他

21 9 2 0 0

66% 28% 6% 0% 0%

その他

14 15 2 0 0

44% 47% 6% 0% 0%

その他

6-2 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

5-3 外部からの不審者侵入を防ぐ対策につい
ては

5-2 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

　良くわからない。

6-4 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

　仕方のない事だがやはり少し狭い。

問５　保育園の快適さや安全対策などについて

6-1 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

5-4 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

6-3 園の行事の開催日や時間帯への配慮につ
いては

　夕刻、入口に無人のこともあり、保護者と一緒に誰か入っ
てきてしまう可能性を考えると不安になるが、人員の配置
などを考慮すると難しいことも理解できる。入口に門がない
ので、安全対策をお願いしたいです。

問６　園と保護者との連携・交流について

6-5 お子さんに関する重要な情報の連絡体制
については

5-1 施設設備については
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19 10 1 1 0

59% 31% 3% 3% 0%

その他

27 4 1 0 0

84% 13% 3% 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

24 7 1 0 0

75% 22% 3% 0% 0%

その他

24 8 0 0 0

75% 25% 0% 0% 0%

その他

15 10 0 0 5

47% 31% 0% 0% 16%

その他

23 5 2 1 0

72% 16% 6% 3% 0%

その他

18 11 0 2 0

56% 34% 0% 6% 0%

その他

問８　保育園の総合的評価

本文　（126字以内　文頭に「・」） 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

23 9 0 0

72% 28% 0% 0%
総合満足度

7-5 意見や要望への対応については

7-3 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

7-2 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

7-1 あなたのお子さんが大切にされているかに
ついては

問７　職員の対応について

6-6 保護者からの相談事への対応には

　よくわかりません（複数）。

6-7 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

7-4 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかに
ついては
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問９　保育園への意見・要望など

【問１　保育園の保育目標・保育方針について】

【問２　入園する時の状況について】

【問３　保育や行事の年間計画について】

【問４．１　日常の保育内容（遊び）について】

【問４．２　日常の保育内容（生活）について】

【問５　保育園の快適さや安全対策などについて】

【問６　園と保護者との連携・交流について】

【問７　職員の対応について】

【保育園への意見や要望】

０歳児クラス １歳児クラス ２歳児クラス ３歳児クラス ４歳児クラス ５歳児クラス

3 5 3 7 8 6

9% 16% 9% 22% 25% 19%

・入口がパスワード自動ドアではありますが、ドアが開いた後人の出入りが可能なので、入口に門がなく、先生が誰も入
口にいない無人な時もあり、心配なところがあります。

・皆、平等に先生がしっかりみてくれます。

・いつも笑顔です。

・意見箱があるが利用しにくい場所におかれている。

・いつもありがとうございます。細やかな対応をしていただいており、たすかっています。

・他の保育園に行ったことがないので、正直よく分からない部分も多いですが、どの先生も気持ちのよい挨拶をして頂
き、ちょっとしたけがでも、なぜなったのか？など経緯を説明して下さり、安心して子供を預けることができています。ま
た、給食も季節に合ったものや、掲示で食材や絵本などでの説明などとてもよいと思います。

・発生した感染症に関する資料があわせて掲示されているので、子の迎えの際などに確認しやすいです。

・関係者がドアを開ければその後、何秒かは自由に出入りできる。警備員等もいないので危ない。

・親身にすぐに相談にのってもらえて、ありがたいです。

・遅くなる場合も気持ち良く対応してくれます。助かります。

・何か意見しても、その後どう対応してくれるか報告がない。

・園庭がない為、午後は室内あそびになる。

・手作り満載。苦手だったものも少しずつ食べられるようになってきている。

・細かいケガも報告してくれます。子供のことなので当り前ですが、先生の対応が丁寧です。

・たまに前後逆のまま過ごしているので、指導して着なおさせて欲しい。

・先生達のフォローが手厚い。新しく入園した子のなじみがとても早い。

・年間スケジュールが年度はじめに提示されるので、仕事や私用との調整がしやすいです。

・年をかさねるごとによくなっている。

・イベントの時にプロのカメラマンを入れて、その写真を購入できるようにして欲しい。

・近所の老人ホームや消防署など、地域の方と触れ合う機会も作って下さるので助かります。

・園の専用の庭がない保育園ですが、地域にあるいろいろな公園をまわっていただいているので、私はむしろ現在のこ
の状況は良いと思っています。

・子どもの好きな食べものを聞かれましたが、その後、入園した際に子どもの目印となるマークのシールが、その好きな
食べものであったので、うれしかったです。

・月齢が違っても、個々に無理がないよう配慮してくれています。

・延長保育が半月または1ヶ月単位で使いにくい。

　記入無

■保育園に通っているこどもについて（保育園に２人以上通っている場合は、下のこども）
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 　ブロック遊びが好きです。ブロックの家を作って、人が家の中で動いている様子をブロック人形で表した
り、パンダや電車を作っていました。食事は楽しく、カレーやケーキが好きでおかわりをしたり、食べきれな
いで残すことあります。トイレが混雑している時は順番を待ちますが、先生に言って自由に行きたい時に
行っています。漏らした時は、先生にきれいにしてもらっています。遊んで汗をかいた時は自分で拭いてい
ます。発熱した時は、事務室に布団を敷いて休んでいます。友だちと喧嘩をして機嫌が悪い子が職員にな
だめられながらなかなかおさまらずぐずって甘えていました。散歩に行った公園では、かけっこをしたり、
ジャングルジムやすべり台で楽しく遊んでいました。

 　好きなままごと遊びで、包丁でおもちゃのニンジンを切り出しました。食材のトマトやキャベツ、トウモロコ
シ、だいこん、なす、じゃがいも、きゅうりなどのおもちゃを集めていました。さらに、ブドウやみかん、メロン、
柿、スイカなど果物の模型を数人で集めて見せっこをしていました。ブロック遊びも好きで、自動車や家や
秘密基地を作りました。好きな食べ物をたずねると、カレーやうどんをあげていました。遊んで汗をかいた
時は、自分で拭くようにしています。おもちゃの取り合いでケンカになった時、職員が「順番におもちゃを貸
してあげてね。」と間に入っていました。職員は子どもの名前を呼び捨てにせず、「○○ちゃん」などの愛称
で呼んでいました。トイレには先生に言って自由に行きたい時に行き、用を済ませきちんとスリッパを揃え
てから手を洗うようにしていました。

４歳児組

　子どもたちと一緒に給食を食べました。メニューは、マイタケやサツマイモの入った秋野菜のカレー、わか
めのサラダ、キャベツ、エリンギ入りコンソメスープです。食べ物の置き場所を確かめながら、いただきます
をします。みんなおいしそうに食べています。どの子どもも、一つの食べ物を集中して食べず順番に食べて
います。「何が入っているか、調べてみよう。」と職員が話しかけると、「きのこ！」と、真っ先に元気な声が
上がります。「きのこは、こないださきさきしたんだよね。」「うん、おおきかった！」「きのこすき！」と続きまし
た。食育の一環で、給食に使うきのこを割く手伝いをしたばかりです。園内に掲示されている食育新聞に、
「きのこって、いろいろ形があるんだ。まいたけはお顔より大きかった。一個ずつ慎重に～」とその時の様子
が載っていました。職員の声かけで楽しい食事になりました。みんな完食してごちそうさまをしました。

　散歩から帰ってきて、手を洗った後、「今日はこれから、そらぐみさん(3歳児）のお部屋に行きま～す。」と
職員が言うと、みんなが「おっ、やった！」という表情をしました。2階のそらぐみの部屋は広く、いつもと違う
おもちゃで遊べるのです。2倍くらい広い部屋に、道路や公園が描かれたマットを敷きます。おもちゃ箱から
車を取り出し、一人の子どもがマットの上の道路を「ブ～ッ」と走らせると、他の子どもも「ブ～ッ」と走らせま
す。職員が「今日お散歩で見たっけ？」とたずねると「みきさーしゃ」、「これみたの、ごみしゅうしゅうしゃ」
と、得意げに車を取り上げて見せます。一人の子どもが本棚から「せいふく図鑑」を取り出して開きます。消
防車を見て「しょうぼうしゃ」といいながら隣を指差すと、職員が「消防士だね、敬礼しているね。」と応えま
す。頁をめくりながら、職員との会話が続きました。「もういっかい。」という子どもに「じゃ、もう一回だけ
ね。」と応え、読み終えると子どもは本を棚に戻しました。

３歳児組

調査の概況
調査対象：2016年11月8日、聞き取りは登園した子ども6人を、保育状況の観察は0歳から5歳まで各クラス
を対象としました。
調査方法：聞き取り及び観察方式で実施しました。聞き取りは、3～5歳児のうちそれぞれ2人の子どもの計
6人と面談して行いました。また、評価調査者2人が、それぞれクラスを訪問し、保育状況を観察し、併せて
評価調査者1人が、近くのさくら公園までの散歩に同行し、行き帰りや行く先での子どもの動きや表情を観
察しました。

　3人の子どもが遊んでいます。一人の子どもが職員の膝に座り、絵本を読んでもらいながら、自分でペー
ジをめくっています。話を聞いているというより、めくることが嬉しくてたまらない様子です。別のこどもは、職
員が相手をしながら、ミルク缶にボタンの形をしたおもちゃを出したり入れたりして遊んでいます。一人は歩
きながら、あちこち探索しています。時に立ち止り、仕切りの向こう側で遊んでいる1歳児や2歳児を興味あ
りげに見ています。職員が歌に合わせて、熊の人形を動かすと、不思議そうな嬉しそうな表情で体を揺らし
ます。穏やかなゆったりした環境が作られ、子どもたちは安心しきった表情で遊んでいます。食事の時間、
職員が「おいしいね。」と声をかけながら、子どもが自分で食べようとするスプーンに手を添えて口に入るよ
うにしたり、補助スプーンで食べさせていました。また、子どもが手づかみで食べるのを見守っていました。

利用者本人調査の結果

保育の様子・こどもの様子等結果の特徴　
０歳児組

１歳児組

２歳児組
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５歳児組
 　歩いて20分位かかる公園へ、3歳児12人と5歳児9人が合同で散歩に出かけました。道すがら、先生が道
路の安全を確認していました。途中靴が脱げてしまった子どもには職員が手早く履かせ、交差点では全員
が手をあげ、自動車が近付いたら歩くのをやめ、2人一組で手をつなぎながら集団で歩きました。公園で
は、小高い人工の丘に登ったり、模型の馬や滑り台、シーソーで大きな声を出し、力いっぱい遊んでいまし
た。職員は滑り台に上がれない子を支えながら、子どもの自主性を尊重し一番高いところまで誘導してい
ました。怪獣ごっこの駆けっこをしている子どもいました。部屋ではブロックでアニメのキャラクターを作って
遊んでいました。昼食のメニューは、カレーライス、野菜の炒め物、みかんなどで、4人が食卓を囲み全員
が完食していました。
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