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①第１日目
ガイダンス、施設見学、保育観察、事業者（職員）ヒアリ
ング（園長、主任保育士、栄養士）、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）、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：平成29年 7月 25日、平成29年 7月 26日）

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：平成29年 6月 1日～平成29年 6月 15日）

（実施日：平成29年 7月 25日、平成29年 7月 26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)

　もみの木台保育園は、田園都市線「あざみ野」駅からバスで約10分、バス停「もみの木台」から徒歩約3分の位
置にある、平成20年4月に横浜市立保育園より民間移管により開所した私立保育園です。近くには自然豊かな
公園が多く、散歩コースに恵まれています。子どもの主体的な発達要求に応答する環境を整え、保育方針（園目
標）に「生きる力、挑戦する意欲を持つ子ども」「自分も人も大切にできる子ども」「自分で考え、行動しようとする
子ども」を掲げています。定員は102名（0～5歳児）、開園時間は、平日は7時00分から20時00分、土曜日は7時
00分から18時30分です。0～2歳児は毎日、3～5歳児は週１回、サーキット運動を行って体力づくりを行い、保育
面では異年齢保育を実施し、子どもたちの社会性や自主性を育てる保育を行っています。

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：平成29年 4月 13日～平成29年 6月 27日）

評価方法

（結果に要した期間 5ヶ月）

もみの木台保育園

平成29年9月8日
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《今後の取り組みに期待したい点》

●中長期計画の具体的な目標による展開を期待します

　本年度の事業計画の最後に、「中長期の展望」の項目があり、内容は平成26年4月～平成30年3月の取り組み
として、人事評価制度の見直しや地域支援の見直し、自治会との交流、マニュアルの見直し、地域支援の見直し
の4つの課題を掲げ、各々への取り組み計画を作成しています。そして今年度は計画の最終年度にあたります。
それぞれの計画は良いのですが、具体的な着地点が不明瞭に思われます。限られた経営資源ですので、少し
目標を絞り、項目ごと、年度ごとに目標を具体的に数値化して全職員で取り組み、年度末ごとに達成度の評価と
修正を進められるよう期待します。

○さまざまな手法を取り入れ、人材育成と保育のレベルアップに努めています

　職員は年度初めに「スキルアップシート」に保育と事務の目標を申告し、年度末に振り返りを行っています。ま
た、年2回「自己評価表」で保育の分野別に自己評価し、主任、園長が再評価し、個人面談を受けています。法
人の系列園同士で、保育活動を公開し、複数の系列園が評価する「ライジン」という仕組みがあり、系列園の保
育をお互いにチェックすることで自園の保育のレベルアップに役立てています。内部研修の一環として、他のクラ
スを経験して、自己の能力拡大と、他クラスへの理解、協力を進めるため、「シャッフル」と呼ぶ交差訓練制度を
作り、計画的に運用しています。リーダークラスの職員2名を新人や後輩の指導、相談にあたるメンターに任命
し、副主任クラスの養成を図っています。こうしたさまざまな方法で人材育成と保育のレベルアップに努めていま
す。

《特に優れている点・力を入れている点》

○保育内容の見える化を実施し、保護者と共通の理解をしながら保育を行う努力をしています

　園では「活き活きプロジェクト」として、クラスごとの保育における年間プランを保護者に提示しています。プラン
の内容は、年間を4期に分け、年齢ごとに「食育、園外保育、テーマ活動、運動遊び、造形など」について、「ねら
い、経験内容、援助と環境、家庭地域との連携」を記載し、図形も加えてわかりやすく保育内容を示したもので
す。期ごとに「ふりかえり」も提示し、保護者から意見要望を聞いています。保護者の立場から保育者とは違った
観点の意見を知る機会でもあり、これを通じて保護者との信頼関係と保育の質の向上を図っています。また、保
育活動の様子を写真に撮り、保育室や玄関に掲示したり、定期的にホームページに掲載しています。これらの取
り組みは、保護者と共通の理解をしながら保育を行う取り組みとなっています。

○異年齢保育を取り入れ、子どもの自主性を大切にした保育を行っています

　保育に関する業務、健康管理、安全管理に関するマニュアルなど必要なマニュアルが作成されており、入職時
に説明し、その後事務所に保管していつでも見ることができるようにしています。保育のマニュアルなどは写真な
どを使用し見やすいものになっています。しかしながら、全マニュアルを見わたしますと、内容が重複していたり、
整理されていないものがあるなど、使いづらい面も見られます。今後は、全職員で見直しを行い、より活用しやす
いものに整理されるとさらに良いでしょう。

《事業者が課題としている点》

　地域のニーズの把握、常勤職員・非常勤職員など立場の違う職員同士の連携強化などを園の課題としてとら
えています。地域ニーズを把握する手立てとしては、一時保育や園庭開放利用者など園とつながりのある家庭
にアンケート調査をしたいと考えています。また、立場の違う職員同士の連携を図る取り組みとしては、クラス会
議の記録を参加していない職員にも回覧して目を通してもらい、また非常勤職員も参加しやすい時間を選んで会
議を開催するなどして情報を共有できる機会を増やしていきたいと考えています。

●マニュアルをより活用しやすいものに整理されるとさらに良いでしょう

　異年齢保育を実施しており、基本的に0、１歳児と3～5歳児はそれぞれ同じ空間で生活しています。2歳児は生
活習慣を身につけるため単独で行動する時間を多くしています。0、１歳児は子どもの体調や興味に合わせて小
さなグループに分かれて活動しています。3～5歳児は、必要に応じて可動式のパーテーションを活用して、2グ
ループに分かれての異年齢活動や年齢ごとの活動をし、食事のときには異年齢の小グループで食事をしていま
す。遊ぶときには、さまざまなコーナーを設け、興味のある遊びを選んで遊んでいます。そのほか、あらかじめ活
動を伝え、子ども自ら活動のグループを選ぶ取り組みも行っています。これらの取り組みにより、子どもたちのお
互いをいたわり合う気持ちや自主性が育てられています。また、園目標の実現化につながっています。
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もみの木台保育園

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　

　保育理念は「みんなでみんなを見ていく園づくり」、保育方針（園目標）は「生きる力、挑戦する意欲を持つ子
ども」「自分も人も大切にできる子ども」「自分で考え、行動しようとする子ども」となっていて利用者本人を尊重
したものとなっています。これらの理念・方針を園のリーフレットや入園のしおり、重要事項説明書に記載し、玄
関や各保育室にも掲示して、保護者や職員に周知しています。このほか職員には理念ブックや基本方針を配
付し、理念研修や全体会議などで読み合わせをして確認しています。はだし保育、異年齢保育、クッキング、
サーキット運動、園外体験活動など保育方針に沿った取り組みを実践しています。
　園目標、保育姿勢は法人の創始理念、園の保育理念を基にして立てられています。各年齢の保育目標は、
園で年齢ごとの目標を定めた「こどもたちの芽がのびていくところ」を軸にして立てられています。保育課程は、
園長、主任が自園の特徴を生かせるように考えています。保育課程は非常勤の職員にも保管場所を知らせ内
容を周知するようにしています。保育課程に改定があるときには職員で読み合わせをすることで内容の確認を
行っています。保護者には保育説明会の際に入園のしおり、重要事項説明書に沿って保育課程をかみくだい
て説明しています。
　保育課程のもとに年間指導計画、月案、週日案・日誌が各年齢で立てられ、日々の保育はこの指導計画の
もとに進められています。年間の区分である期は、0～2歳児は5期、3～5歳児は7期に分けられています。各
指導計画は、乳児会議、幼児会議、全体会議などでテーマを決めて見直しを行っています。また、日常の保育
内容について、子どもの年齢に応じて、わかりやすく身ぶり手ぶりを加え、ゆっくり話しながら説明し、必要に応
じて写真なども利用し説明し、子どもの意見も聞いています。

　入園決定後に入園説明会を開き、園長が理念をはじめ園の全体像を説明し、重要事項説明書を基に説明し
ています。その後、保護者と個人面接を行い、子どもの様子や生育歴、家庭の状況、園への要望などを聞き取
り、面談調査表に記入しています。面接は職員が行い、必要に応じて栄養士も対応します。面談での子どもの
様子は職員全体に共有され、個人面接調査票、生育歴や入園までの生活状況などを記載した健康記録台帳
などの情報も共有され、入園後の離乳食の進め方や午睡、運動、既往歴、食物アレルギーの対応などの日々
の保育に生かしています。
　入園時の短縮保育（慣れ保育）については、入園のしおりに子どもが無理なく保育園に慣れるよう配慮が必
要である理由が記載され、その内容に沿って入園説明会や個人面接の際に保護者に説明しています。短縮保
育は保護者と日程を相談し、子どもや保護者の状況に合わせながら行っています。0、1歳児の主な担当保育
者は決まっています。入園当初は子どもの心理的な拠りどころとなる愛着品の持ち込みに応じています。2歳
児までは連絡帳、3～5歳児はクラスごとのその日の様子を伝えています。さらに、担任と保護者間で送迎時に
家庭での様子や園での様子などを伝え合っています。
　年間指導計画、月案、週日案・日誌などはクラス担任が中心となって作成し、園長や主任が確認して気づい
た点は再検討を促し指導をしています。0歳児は個人別週案、1、2歳児は個人別月案を作成しています。職員
は各指導計画、指導案、保育日誌の中の自己評価欄を活用して評価、見直しを行い、さらに乳児会議、幼児
会議、全体会議などで情報を共有し次年度に結びつけています。日常の保育にあたっては、低年齢児は食
事、睡眠、排泄、遊びなどについて具体的に連絡帳に記載し保護者からの意向を聞き取っています。また、週
日案は各保育室に掲示し、アンケート、連絡帳、送迎時の会話、懇談会などを通して保護者の意向や要望をく
み取るように努めています。

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と保育課程等の作成

評価領域Ⅰ　利用者（子ども本人）の尊重

A

A
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A

A評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保

　園には衛生管理マニュアルがあり、「清掃チェック表」を用いて掃除や消毒を行い、はだし保育が安全に実施
できるよう清潔な環境を保っています。各保育室ともにテラスに面しており、採光も十分で明るく、温湿度計が
設置され、空調は適切に管理されています。乾燥が気になるときには、加湿機や濡れタオルを用いて湿度の
調整を行い、子どもにとって日々快適な環境を維持できるよう努めています。音に対する配慮の例として、5歳
児が太鼓の練習をするときには、同じフロアのクラス活動の妨げにならないよう週案で確認をしています。ま
た、職員の声の音量が気になるときには、園長、主任が声をかけたり、リーダークラスの職員からアドバイスし
てもらうなどしています。
　0、1歳児保育室には沐浴施設があり、汗をかいたときや、排便の状態に応じて使用し、体の清潔を保てるよ
うにしています。温水シャワーは乳児用トイレ、幼児用トイレの2か所、各階のテラスの2か所に設置されていま
す。シャワーはプール後や汗をかいたとき、排せつに失敗したときなどに、体を清潔に保つために利用してい
ます。シャワーの管理は戸締まりチェックと合わせて点検しています。沐浴室の使用後の清掃方法、トイレの
清掃用の消毒薬の希釈方法などについては、衛生管理マニュアルに記載し職員にも周知しています。
　0、1歳児、2歳児、3～5歳児の保育室があります。低年齢児の保育室は、部屋全体を使ったり、柵で仕切って
コーナーを作るなど、子どもが十分に遊んだり、落ち着いて過ごすことのできる環境を作っています。0、1歳児
の保育室は、子どもの成長に合わせて部屋のレイアウトを変えています。保育室は食事の場所と午睡の場所
を確保しています。3～5歳児はいっしょに活動し、必要に応じて可動式のパーテーションを活用して年齢ごとに
分かれて活動しています。食事のときには3～5歳児が決まったグループで食事をしています。「ぐり・ぐらグ
ループ」での異年齢活動も行われています。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力

　0～2歳児は個別月案を作成しています。また、障がいのある子どもは3か月ごとに更新される「支援児童指
導計画」を作成し、「気づきノート」に子どもの良い点を記載し対応しています。3～5歳児の配慮を必要とする子
どもには、療育や医療の専門家の指導のもとに保育を実施しています。内容は「特別配慮児のファイル」に記
載し職員に周知しています。職員に知っていてもらいたいことがファイリングされた「個人配慮事項」がありま
す。個別の指導計画の見直しは子どもの園生活が快適になるように会議などで話し合われ、情報を共有して
柔軟に対応しています。乳児のトイレットトレーニングは保護者の意向を聞いて園の様子を伝え、共通の方針
のもと家庭と連携して対応しています。
　保育所児童保育要録を子どもが就学する小学校に送っています。子どもたちの児童票、生活状況調査票、
個人面接調査票、健康記録台帳はクラスごとのファイルにまとめています。子どもの保育経過記録はクラスご
とにファイリングされています。職員は出勤したら、子ども、家庭の情報が記載された連絡ファイルに必ず目を
通しています。日々の子どもの情報はミーティングノート、連絡ノート、伝達メモを通して周知され、乳児会議、
幼児会議、全体会議等で情報を共有して園全体で子どもを見ることができるよう努めています。進級時には新
旧の担任が個人配慮事項を作成し引き継ぎをしています。
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A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

 　園は地域に関わる福祉施設であることを大切にしています。そして、園の保育姿勢に「子ども一人一人を大
切にし、丁寧に関わります」とあり、園には配慮を要する子どもを受け入れる体制があります。そして、配慮を
要する子どもを受け入れた際には、子どもどうしの交流が持てるように職員が声をかけたり、遊びに誘うなどの
支援をしています。配慮を必要とする子どもの情報は、「支援児童指導計画」「気付きノート」をもとに、各会議、
ミーティングなどで話し合われ、話し合いの内容は「特別配慮児のファイル」「各会議議事録」に記載して情報を
共有しています。また、職員が障がいに関する研修を受講した場合には、昼のミーティングで研修報告をして、
日々の保育に生かしています。
　園には多機能トイレ、2階へのエレベーター、段差のない保育室やテラス、点字ブロックなどを備え、バリアフ
リーの環境を整えています。北部療育センターなど専門機関とのかかわりを持つ場合は、保護者の同意を得
て保育内容を検討しています。職員は、子どもが快適に園生活を送ることができるようにアドバイスや指導を
受けて、その子どもの特性を考慮した個別の指導計画「支援児童指導計画」を作成して、職員間で共有してい
ます。職員は子どもの通っている療育センターに見学に行ったり、関連する研修を受講した職員は、研修の報
告をして日々の保育に役立てています。
　業務マニュアルに虐待についての項目があり、虐待について職員は周知しています。朝の観察も含め虐待
のサインを見逃さないためのチェックリストがあり、日々の子どもの様子、保護者の様子からも虐待の早期発
見を心がけています。虐待が発見された場合の手順は決められており、職員は主任や園長に報告をして、関
係部署に連絡することになっています。また、支援の必要な家庭の状況については、どのような対応をしたらよ
いか職員間で話し合っています。青葉区こども家庭支援課から保護者の状況について情報が寄せられた場合
には、園全体で見守り、送迎時に保護者に進んで声をかけるよう心がけています。
　食物アレルギーのある子どもに対しては生活管理指導表に基づいて対応を行っています。園には食物アレ
ルギーについてのマニュアルがあり、職員は必要な知識を得ています。食物アレルギーのある子どもの給食
については月1回、保護者と献立面談を実施しています。職員は「危機管理」のグループが伝達メモを集計して
職員間で誤配食などがないように努めています。食物アレルギーのある子どもの食事は調理室で最初に作ら
れ、材料の混合が起こらないようにしています。アレルギーのある子どものトレイや食器の色は変えて、食札を
つけて区別しています。食事の際には職員がそばについて食事の介助をしています。
　「外国籍・帰国子女対応マニュアル」が作成されています。海外にルーツをもつ子どもの文化を尊重し、宗教
食が必要な場合は対応できるようにしています。給食では、日本の郷土料理と外国の料理を隔月で出してお
り、外国の料理の日には、その国の場所を地図で示して子どもたちに見せたり、クイズを出題するなどして興
味が持てるようにしています。同じ絵本でも各国の言葉で翻訳されているものを取り入れたり、数字を海外の
言葉で言ってみるなどして、子どもたちのコミュニケーションに役立ています。日本語がよくわからない保護者
に向けて配付物を渡す際には、漢字にふりがなをつけたり、分かりやすい言葉にかえたメモを添えるなどの配
慮をしています。必要に応じて横浜市から通訳を要請するなど配慮しています。
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A評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制

　玄関には苦情解決体制として、苦情受付担当者は主任、解決責任者は園長、そして、第三者委員2名の名
前と電話番号、さらに、外部機関である「かながわ福祉サービス運営適正化委員会」への電話番号が記載され
たものが掲示されています。また、入園のしおりにも明記して保護者に苦情解決の体制を周知しています。送
迎時の口頭でのやりとりや、日常の連絡帳で要望を聞くほかにも、行事ごとのアンケートや、「活き活きプロ
ジェクト」のアンケート、園に設置した「思いの箱」というご意見箱などを通じて保護者からの要望を把握してい
ます。「思いの箱」は事務室、保育室から見えにくい場所に設置するなど利用しやすいように配慮をしていま
す。
　「苦情対応マニュアル」があり職員に周知しています。苦情や要望などがあったときには昼のミーティングや
連絡ファイルで報告し、職員への周知を徹底しています。苦情や要望の内容は「相談ファイル」にまとめ、園運
営に反映させています。苦情、意見に対しては最終的に園長が判断をして、結果を文書にして保護者に配付し
たり、園内に掲示するなどして、できるだけ早い対応を心がけています。なお、園単独で解決が困難なときは、
第三者委員や青葉区に相談するようにしています。第三者委員にも園だよりを届けて園の様子などを知らせ
ています。
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もみの木台保育園

A評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　おもちゃは種類ごとに低い棚に置かれています。棚にはおもちゃの写真が貼ってあり、子どもにも取り出しや
すく、また、しまいやすいように工夫されています。年齢に応じて、0～2歳児クラスでは、型落としなど指先を使
うおもちゃや大きなブロックなどが用意され、3～5歳児クラスでは、平たい積み木など集団で遊ぶことができる
ようなおもちゃ、さまざまな種類の組み立てて遊ぶおもちゃが用意されているほか、パズルやトランプなども自
由に取り出せるようになっています。また、遊びごとにコーナーが作られています。登園から各クラスで集まる
までの時間、食後やおやつ後の時間は自由に遊べる時間になっており、子どもたちは好きな遊びを選んで楽し
そうに過ごしています。
　子どもの自由な発想を受け止め集団活動に取り入れる取り組みとして、自由製作がお店屋さんごっこにつな
がったり、砂場で行っていたアイスクリーム屋さんごっこが全体遊びにつながるなどの例があります。生活発表
会では、子どもたちの好きな絵本を題材に劇を行い、5歳児クラスでは子どもたちが自ら演出や小物作りにも
取り組みました。一斉活動では、サーキット運動、鬼ごっこやドッジボールなどを通してルールを守るなどの社
会性が育てられています。3～5歳児クラスでは週1回コーナー遊びの日を設けています。職員は、日ごろから
子どもの遊びが発展するよう声かけをしています。また、遊びのふくらませ方などについて職員同士がアドバイ
スし合う機会を持っています。
　園庭に作られた畑や近隣の畑にじゃが芋やさつま芋を植え、生長を観察し収穫を楽しんでいます。夏にはク
ラスごとに野菜をプランターで育てています。かえるの卵を孵化させ、おたまじゃくしからかえるになる様子を観
察したり、ざりがに釣りに行ったり、かぶとむしを飼うなどして生き物の観察を行っています。園ではモルモット
も飼っており、子どもたちに人気です。年1回移動水族館と移動動物園を開催し、動物や生き物と触れ合う機会
を持っています。散歩では、行き交う人に積極的にあいさつをしています。5歳児が地域を知る取り組みとして、
近隣のお店や交番にインタビューをしに行くこともあります。近隣の高齢者施設と交流を行っており、七夕飾り
をいっしょに作ったり、運動会に招待しています。
　3～5歳児クラスでは、個別に自由画帳を持っています。色鉛筆、クレヨン、粘土などは自由に取り出せるよう
になっており、いつでも絵を書くことができます。製作のコーナーには、空き箱やトイレットペーパーの芯、毛糸
などが自由に使えるようになっており、子どもたちが自由に製作している姿が見られます。ひな祭り、こいのぼ
り、七夕など季節や行事に合わせて製作をしていますが、職員はできるだけ子どもたちの気づきから製作に発
展させるようにしています。リズム遊びやわらべうたを取り入れ、子どもたちの情操をはぐくんでいます。5歳児
は週1回専門の講師を招いて太鼓の練習をしており、運動会や夏まつりで発表しています。
　0～2歳児のおもちゃの取り合いのときには、職員はかみつきがないよう見守りながら、子どもたちの思いを代
弁しています。3～5歳児のけんかのときには、職員はできるだけ自分たちで解決できるよう見守りながら、「仲
良しベンチ」に座ってゆっくり気持ちを伝え合うことができるよう導いたり、互いの気持ちを伝えるようにしていま
す。0、1歳児は食事と午睡以外の時間は縦割りで活動しています。3～5歳児は基本的に同じ空間で過ごして
おり、縦割りの2つのグループで活動したり、食事は縦割りの小グループでとっています。職員は、子どもとの
接し方を学ぶために園内研修を行い、子どもとの心温まるエピソードを発表したり、声かけマニュアルを作成
し、子どもたちに温かい態度で接しています。
　天気の良い日には毎日外遊びをしています。近隣には自然の豊かな公園、広場のある公園、遊具のある公
園などさまざまな趣の公園があり、散歩に行くときには目的を持って出かけています。各保育室の前にはウッ
ドデッキがあり、外に行かなくても外気にあたることができます。紫外線対策としてウッドデッキやプールの上に
日よけをかけ、虫除け対策として散歩に行くときにはハーブのスプレーを使用しています。0～2歳児クラスで
は、毎日5～15分ほど室内でサーキット運動を行っています。3～5歳児クラスでは、毎週１回専門のコーチを招
いて体操やサッカーを行っています。体調のすぐれない子どもがいた場合には、室内遊びを優先させるなどの
配慮をしています。

評価領域Ⅱ　サービスの実施内容
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A評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　0～2歳児のクラスでは、先生が子どものそばにつき、「おいしいね」「頑張って食べてるね」など子どもが食べ
たい気持ちになるような声かけをしています。3～5歳児はビュッフェスタイルで配膳しており、自分の食べきれ
る量をよそってもらい、食べきることを大切にしています。子どもが食に興味を持つ取り組みとして、年間計画
を立て調理保育を実施しています。0～2歳児は野菜を洗うなど野菜に触れることからはじめ、3歳児はおにぎり
作り、4歳児は野菜を切ってみる、5歳児はカレーや焼きそばを作るなど段階を追って楽しんでいます。離乳食
を食べる際には子どものペースに合わせて援助し、授乳は抱っこをして行っています。
　子どもたちが季節を感じられるよう、春にはキャベツ、夏にはズッキーニ、秋にはきのこなど旬の野菜を取り
入れるようにしています。毎月、「野菜の日」「カミカミの日」、隔月で「鉄人の日」「骨太の日」を設け、野菜を多く
摂ることやよくかんで食べること、鉄やカルシウムを摂取することが意識できるよう心がけています。子どもたち
が楽しく食事ができる取り組みとして、行事に合わせて行事食を工夫したり、隔月で郷土料理や世界の料理を
提供しています。お誕生会の日には手作りケーキを出しています。水は電解水を使用し、食の安全性に配慮し
て野菜などは入念に洗っています。食器は年齢に合わせて大きさや使いやすいものを選び、強化磁器を使用
しています。
　園の栄養士が2週間サイクルで献立を立てています。毎日残食調査を行い、１回目に残食の多かった献立
は、形を変えたり、切り方を変えたり、具の量の割合を変えるなどの工夫をしています。郷土料理や世界の料
理を提供するときには、栄養士が直接子どもたちに料理の紹介をしており、子どもの食べる様子を見る機会と
なっています。離乳食の喫食状況を把握し、できるだけ子どもに合った食形態で提供できるよう工夫していま
す。離乳食のおやつは献立表には記載せず、子どもの喫食の様子を見ながら提供しています。毎月給食会議
を開いて、保育士とともに各クラスの子どもの好みや喫食状況、行事食などについて話し合っています。
　毎月献立表を保護者に配付しています。献立表には食材を三大栄養素別に分けて掲載し、栄養素について
伝えています。毎月給食だよりを発行しています。保護者にも食に関心を持ってもらえるよう、旬の食材につい
て情報提供したり、子どもたちに提供する世界の料理や郷土料理の紹介をしています。給食室の前にホワイト
ボードを設置し、誤えんなど食べることに関する注意事項を掲載したり、人気のあるレシピを紹介しています。
毎日サンプル食を展示するほか、ホームページでも紹介しています。夏まつりには、園で手作りしているおや
つを提供し、レシピも紹介しています。保育参観のときには、給食の試食を行い、味付け、食材の大きさや固さ
などを体験してもらっています。
　午睡の部屋と食事の部屋を分け、午睡のときにはカーテンを閉め、落ち着いて眠りにつけるよう配慮していま
す。眠れない子どもや眠くない子どもがいた場合には、0～2歳児の場合には眠くなるまで別室で過ごすなどの
対応をしています。3～5歳児には「眠らなくても、横になって身体を休めてほしい」ことを伝えています。乳幼児
突然死症候群（SIDS)を防止するため、0歳児は5分おき、1歳児は10分おきに、振動式タイマーを使用して時間
を計り、呼吸や体の向きなどのチェックを行っています。5歳児クラスでは、4月より午睡を選択制にし、保護者
がデイリーシート（朝の受け入れシート）に記載しています。
　排泄については、活動の後、食事の後、午睡の後、おやつの後など活動の節目にトイレに誘っています。0～
2歳児クラスでは、排泄の時間を個々に記録して排泄の間隔を把握し、連絡帳を通して保護者にも伝え情報を
共有しています。トイレットトレーニングは、保護者と相談しながら、パンツに切り替える時期を決めています。
おもらしをしたときには、ほかの子どもに気づかれないよう個室シャワー室などを使用して着替えをしていま
す。おもらしをしたことを悪いことと感じさせないよう、職員によって言葉がけが違わないよう、プリントを作成し
話し合いをしています。
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A

A評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　子どもの健康管理に関するマニュアルが作成されており、職員は入職時に説明を受け、その後はいつでも事
務所で閲覧できることになっています。マニュアルには登園時の観察、発熱時の対応、与薬などについて記載
されており、それに基づいて子どもの健康管理が行われています。看護師が常駐しており、毎日各クラスを回
り、健康のチェックをしています。既往歴については、入園時に健康台帳に記載して把握しています。年1回健
康台帳のコピーを保護者に渡し、追加の情報を記載してもらっています。気になる症状の子どもがいた場合に
は、降園後の対応について保護者と話し合っています。食後の歯磨き指導は5歳児を対象に行っています。
　全てのクラスで健康診断を年2回、歯科健診を年1回、身体測定を毎月実施しています。健康診断の結果は、
健康台帳に記載し、入園から卒園までの健康に関する記録が一目で分かるようになっています。保護者には
健康カードに記載して結果を伝えています。健康診断後に受診が必要な場合には、看護師や嘱託医が相談に
応じることもあります。嘱託医には、嘔吐、下痢や発熱時の帰宅のタイミングなどについて相談したり、感染症
の対応や予防接種の時期について相談するなど日常的に連携を図っています。
　感染症対応に関するマニュアルが作成されており、職員は入職時に説明を受け、その後はいつでも事務所
で閲覧できることになっています。マニュアルには、登園停止基準や感染症が疑われる場合の対応などについ
て記載されています。登園停止基準は「入園のしおり」に掲載し、保護者にも伝えています。保育中に感染症
の発症が疑われる場合には、保護者に連絡して、看護師などが対応し、発熱や水分補給などについて体調経
過記録を記載し、保護者に伝えています。園内で感染症が発症した場合には、病名を玄関の掲示板に掲示し
ています。感染症の罹患後に登園する場合には、登園許可証等を提出することになっています。感染症に関
する情報はミーティングなどで職員間で共有しています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

　衛生管理に関するマニュアルが作成されており、職員は入職時に説明を受け、その後はいつでも事務所で
閲覧できることになっています。マニュアルには、手洗い、消毒、清掃などについて記載されています。感染症
流行時などに、職員で読み合わせを行い確認するとともに、改訂にあたっては、厚生省のガイドラインや横浜
市の「保育園医の手引き」などを参考にしながら、看護師と相談して見直しを行い、職員に周知しています。お
むつの交換時、嘔吐物の処理時、清掃時には使い捨て手袋とエプロンを使用し、手指やおもちゃは消毒してい
ます。マニュアルに基づいて清掃が行われ、園内は清潔が保たれています。
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A評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　安全管理に関するマニュアルが用意されており、職員は入職時に説明を受け、その後はいつでも事務所で
閲覧できることになっています。マニュアルは、事故防止、事故対応、火災・地震など災害時の対応について掲
載しています。保育室内では低い棚を使用し、転倒防止のための器具を使用し、棚の上のCDデッキなどには
滑り止めのマットを敷いています。毎月、地震・火災を想定して避難訓練を実施しています。職員が2か月交代
で危機管理委員を担当し、事故やヒヤリハットの集計をしたり、避難訓練の計画をしています。職員の緊急連
絡体制が整えられ、保護者にはメールの連絡網に登録してもらっています。区や消防署主催の救急救命の講
習会に参加し、全職員が救急救命法を会得しています。
　近隣の医療機関や関係機関の一覧表を事務所に保管し、すぐに対応できるようにしています。救急車の呼
び方のマニュアルも用意しています。確実に連絡が取れるよう、保護者から複数の連絡先を聞き取り、緊急時
連絡カードを作成しています。また、園の連絡網にも加入してもらっています。保育中に子どもがけがをした場
合には、昼のミーティングで報告するほか、伝言メモに記載し遅番の職員に伝え、軽症であっても必ず保護者
に状況を報告しています。けがの再発防止策は全体会でも検討しますが、危機管理担当者が伝言メモの内容
やヒヤリハットの集計を行い、危険箇所や事故の起きやすい時間帯を把握し、注意喚起しています。
　不審者対応のマニュアルを作成し、入職時に説明するとともに、不審者訓練時に振り返りを行い職員に周知
しています。門扉はオートロックになっており、カメラ付きのインターフォンで確認してから開錠しています。園内
の数箇所に防犯カメラを設置し、警備保障会社と提携しています。不審者対応訓練は、警察署による不審者
対応講習会を含め、年2回実施しています。職員は日ごろからインカム（ヘッドフォンとマイクのついた内線通話
機）をつけて保育士間のやり取りを行っており、不審者が現れたときの対応にも使用できるようになっていま
す。不審者に関する情報は行政からのファックスから得るほか、自治会からも情報提供を受けています。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　理念研修を定期的に実施して、自己チェックを行って振り返りをして職員間で意識の共有をしています。職員
の口調がややきつい場合、そして、そのことを本人が気づいていない場合は、インカムを通じて主任、園長が
声をかけています。子どもに対するの「声かけマニュアル」があり、「○○の時は、○○のこえかけをする」など
場面に応じた実践例などがあり、職員に周知されています。また、非常勤職員には「子どもの受け止めと取り
組みについて」という資料を配付しています。訪問調査時には、職員は子どもが何かできたときにも、「すごい
ね」だけではなく、「～が綺麗にできて、すごいね」のように子ども一人一人の人格を考慮して、わかりやすく具
体的にほめる声かけをしていました。
　子どもが気分転換できる場所は、一時保育室「ないしょのへや」、事務所のカーテンを利用するなど保育室以
外の場所にもあります。少し気持ちを落ち着かせる時間が必要な場合にもこれらの部屋を使用します。そし
て、職員が子どもと個別に話をしたい場合には、ほかの子どもの目につかないような場所を選び、「今、お話し
できるかな？」など必ず本人の意思を確認し、一方的に話をしないようにしています。本来、子どうしがけんか
をしたときに利用する「なかよしベンチ」がありますが、子ども自身もクールダウンをしたいときに「なかよしベン
チ」を利用しています。
　個人情報の取り扱いについては、業務マニュアル、個人情報に関する基本姿勢などがあり、職員は内容を周
知しています。職員は入職時に「守秘義務誓約書」を提出しています。保護者に向けて個人情報取り扱いにつ
いて書面を配付して説明し、了解事項を確認して「個人情報承諾書」を提出してもらっています。実習生、ボラ
ンティアには、オリエンテーションにて説明をしています。園には、子どもやその保護者に関する情報が多くあ
り、プライベートな情報が外部に流出しないように各種書類は鍵のかかる書庫に収納しています。このように個
人情報、特に守秘義務に関しては全職員の周知徹底を図っています。
　子どもを性別で区別をすることはありません。一人ひとりの人格を大切にして保育を実施しています。園では
子どもたちも男児、女児ということを意識して遊びや生活をするのではなく、自分の気持ちを素直に表現できる
ことが自然であると考えています。異年齢でのグループ活動のグループの名前なども子どもが自由に考えまし
た。父の日、母の日のような行事は特に行っていませんが、勤労、敬老を感謝する日などの行事を行っていま
す。性差についての研修は理念研修で周知され、職員も無意識に性別で分けていることなどに気がついた場
合には会議で話し合い、対応を考えて職員に周知し保育に反映するように心がけています。
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A評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　保育理念や保育の基本方針は、園のリーフレット、ホームページ、入園時に配付する入園のしおりや重要事
項説明書に明記しています。事務所や各保育室にも理念と園の保育目標を掲示し、いつでも見ることができる
ようにしています。在園児の保護者には、年度末に保育説明会を開いて次年度の保育方針について紹介し、
保護者が不安なく新年度を迎えることができるよう配慮しています。年度初めの保護者懇談会でもクラスごと
の保育方針について説明するとともに年4回保護者に伝え、園の保育方針について理解してもらえるよう努め
ています。
　子どもの送迎時には、保護者に子どもの様子を口頭で伝えるよう心がけています。朝の受け入れ時には、デ
イリーシートに家での子どもの体調などについて保護者に記載してもらい、園での子どもの体調管理の参考に
しています。0～2歳児クラスでは、毎日連絡帳を活用して、食事、排泄、睡眠や活動の様子を保護者と情報交
換しています。個別面談はいつでもできることとなっていますが、年1回期間を設けて、保護者の都合に合わせ
て日程調整し実施しています。また、個別面談の実施にあたり、あらかじめ保護者に伝えたい内容をクラス担
任全員で話し合っています。年度初めと年度末に保護者懇談会を開き、クラス全体の様子を保護者に伝えて
います。
　保護者にはいつでも相談に応じることができることを伝えています。相談を受けるときには、他の人に聞かれ
ないよう、事務所や相談室で行い、プライバシーに配慮しています。担当職員が相談を受けた場合、園長、主
任に報告し、アドバイスを受ける体制が取られています。相談内容によっては、園長、主任が応じることもあり
ます。相談内容とその対応について相談記録に記載し、継続してフォローが必要な場合にも対応しています。
記録は全職員で共有し、必要に応じて全体会で話し合いを行い、解決に導いています。
　園だよりを毎月発行しています。園長、主任からのメッセージに続いて、お誕生日の子どもの紹介とその月の
各クラスの活動予定を掲載しています。全クラスのクラスだよりもいっしょにつづり、園全体の子どもの成長の
様子がよくわかるものとなっています。毎日、3～5歳児クラスの活動の様子を掲示板でお知らせしています。
定期的に子どもの活動の様子を写真に撮り、廊下に掲示するとともに、ホームページに掲載しています。保護
者懇談会は年2回実施しており、保育内容の説明をしています。クラスごとの保育目標は毎月園だよりに掲載
するとともに、「活き活きプロジェク」トとして、3か月ごとに活動の予定とその振り返りを「活き活きシート」に記載
し保護者に提示しています。
　年度初めに年間行事予定表を配付し、保護者が行事に参加しやすいよう配慮しています。園だよりでも次月
の行事のお知らせを掲載し、保護者が参加する行事のときには詳細を記したプリントを配付しています。保育
参観はいつでもできることになっていますが、11月に1週間ほどの期間を設けて全クラスで実施しています。あ
らかじめ保育活動の予定を提示し、希望日に出席してもらっています。0～2歳児クラスでは、子どもから保護
者の姿が見えないようにして参観を実施し、3～5歳児クラスでは、保護者もいっしょに活動に参加してもらって
います。保護者懇談会ではレジメを作り、欠席した保護者にも内容を伝えています。
　保護者会組織があります。年度初めの保護者会で8名の役員が選出され、役員が中心となって活動を進め
ています。主な活動は夏まつり、もちつき大会、移動動物園です。特に夏まつりは園との共催で実施するた
め、月1回の頻度で役員会を行っています。何のブースを開くかを決め、ブースのお手伝いを募り、毎年、製作
やゲームのブースを開いています。１階の図書コーナーに保護者会コーナーを設置し、役員会の議事録の公
開やお手伝いを募るなど情報交換の場としています。保護者組織とは、園長や主任が常に連絡を取り、役員
会にも参加しています。
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もみの木台保育園

A

A

　園では地域の子育て家庭に情報を提供するために、園の周囲の道路側と正面入り口横に掲示板を常設して
います。掲示板には一時保育、園庭開放、保育相談などの案内のポスターを掲示しています。ホームページで
も園の内容を紹介しています。育児相談は相談者の都合を考慮して随時受け付けており、離乳食やトイレット
トレーニングなどの相談を受けています。園で催す育児講座や育児講習、移動動物園、ボランティアによる紙
芝居、運動会など地域の方々に向けた参加案内のポスターを園の掲示板やホームページに掲載し、情報提
供に努めています。
　園の嘱託医や総合病院、青葉区福祉保健センターこども家庭支援課、横浜市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をリスト化し、電話番号一覧ファイルとして電話器の近くに置き、職員に
も周知しています。主に園長、主任、場合により保健師が担当者となって、園の運営、園児の健康診断、特に
配慮を必要とする子どもの相談、相談内容によっては園で解決が難しい事案などについて関係機関と連絡を
取り合い、相談、指導を受けるなど日常的な連携ができています。

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

　地域の自治会とは当園が公立のとき以来30～40年の付き合いがあり、会長はじめ役員の方々から園に対す
るさまざまな要望や助言を得ています。また、一時保育や園庭開放の利用者から育児相談などを受けていま
すが、その際にも園への子育て支援に対する要望を把握しています。地域の小学校、保育園、幼稚園、自治
会役員、警察署などで構成されるスクールゾーン協議会の会合や地域の幼保小連携交流事業の会合などか
らも地域の子育て支援ニーズの情報を得ています。園長は、青葉区や横浜市の園長会に出席し、地域の子育
て支援に関する検討会を行っています。
　一時保育の利用状況などを朝のミーティングや毎月の全体会（職員会議）で共有したり、年度末の全体会で
次年度の地域の子育て支援について話し合っています。園の子育て支援サービスでは、一時保育、園庭開
放、保育相談などがあります。また、園で催す移動動物園やボランティアによる紙芝居、運動会などにも地域
の方々の参加を募っています。これらの案内は、2か所の外掲示板に掲示しています。このほか園では地域の
未就園児の親子を対象に、「親子でわくわく教室」「親子で楽しく乳児おやつ教室」などの名称で、0～2歳児対
象の運動遊びやおやつ作りなどの講習会を毎月開いています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を活かした相談機能

評価領域Ⅲ　地域支援機能



1 - 13

もみの木台保育園

評価分類Ⅳ－１　保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ

　園で催す移動動物園やボランティアによる紙芝居、園の行事の運動会や夏まつりにはポスターを掲示板に
掲示したり、ポスティングしたりして、地域の方々を招待しています。地域の高齢者施設とは毎年、定期的に高
齢者施設の「こいのぼり祭り」や「七夕祭り」のときに近隣小学校2校の生徒と当園の5歳児が訪問して歌や楽
器演奏をしたり、短冊を作ったりして交流を図っています。幼保小連携などで園の5歳児が小学校を訪問した
り、中学校の職業体験や高校生の体験学習を受け入れています。地域には園庭開放をしたり、地域のお祭り
には園のポップコーン製造機を貸し出しています。園の夏まつりや5歳児のお泊まり保育のときには、事前に手
紙を持って近隣にあいさつ回りをし、友好関係の維持に努めています。
　子どもたちは芝生の広場や大きなアスレチックなどがある地域の公園を散歩に利用しています。また、地域
の社会福祉法人が運営する「子どもの杜」でポニーに乗ったり、小動物に触れ合ったり、広場で遊んだりしてい
ます。青葉区公会堂での青葉区主催の地域の保育園紹介イベント「なしかちゃん広場」に5歳児が行き、遊ん
でいます。散歩のときやお泊まり保育の料理の材料を買いに近くの商店に行くときなどに地域の方々に出会っ
た際には、元気にあいさつして交流を図っています。5歳児は近隣の保育園の子どもたちと公園でドッジボール
などをして交流しています。高齢者施設の行事に5歳児が参加して交流しています。地域の団地のお祭りは土
曜保育の子どもたちが見学しています。

A

A

　将来の利用者のために、園のリーフレットやホームページなどを通じて園の情報を提供しています。リーフ
レットには法人案内や保育理念、保育園の概要（開園時間、利用料金、定員、保育時間、施設案内など）、保
育の特色、一日の流れ、年間行事などを子どもたちの活動の写真とともに載せています。また、ホームページ
には一週間ごとの園の活動の様子や見学、一時保育、園庭開放、育児相談などの案内を載せています。リー
フレットは見学者などに配付したり、横浜市青葉区地域子育て支援拠点「ラフール」に置いています。園の情報
は青葉区こども家庭支援課や横浜市こども青少年局のホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」、青葉区社会
福祉協議会などにすすんで提供しています。
　利用希望者からの問い合わせには、入園のしおり（入園案内）や園のリーフレットなどを事務室に置き、これ
に基づいて園の案内や説明をしています。問い合わせには主任、事務職員が常時応対しています。利用希望
者には基本的に毎週木曜日に見学できることを案内していますが、日時に都合のつかない見学希望者には、
保育に支障を来たさない範囲で、柔軟に対応しています。見学者には園のリーフレットを渡して、園長や主任よ
り園の理念や園の特徴、サービス内容などをていねいに説明して園を案内し、質問に応じています。

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供

評価領域Ⅳ　開かれた運営
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　ボランティアの受け入れは、「職業体験対応マニュアル」「ボランティア・アルバイト対応マニュアル」に沿って
行っています。毎年地元の3つの中学校の生徒や高校生などから「職業体験」としてのボランティアの申し出が
あり、受け入れています。受け入れ担当の園長と主任、実務担当のクラス担任がオリエンテーションを行い、園
の保育理念や保育の考え方、留意事項、子どもの人権やプライバシー保護などについて説明しています。事
前にどんなボランティアが入るのか、園だよりなどで利用者や職員に知らせています。ボランティアの終了後、
その内容を記録し、反省会で感想を聞き、意見交換をしています。参考になる意見は今後の園の運営に生か
すようにしています。
　実習生の受け入れは、「実習指導マニュアル」に沿って行っています。毎年地域の大学や短大、保育士養成
専門学校などから申し出があり、受け入れています。受け入れ前にどんな実習生が入るのか、事務室のはり
紙や園だよりで職員や保護者に知らせています。受け入れ担当の園長と主任、実務担当のクラス担任がボラ
ンティア受け入れ時と同様にオリエンテーションを行い、守秘義務に関する誓約書を受け入れています。将来
の保育人材として効果的な実習となるよう実習目的に応じてひと通り全クラスを経験するなど、実習計画を工
夫しています。毎日、反省会を行い、研修修了日には園長、主任も参加して全員で総括を行っています。
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もみの木台保育園

A

A

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　園長は早番の職員と個人面談をしており、気軽な話の中から、翌年度の勤務継続の意向を聞き、人材不足
が予想される場合には、本部とも連携して、ハローワークや大学、専門学校などに求人票を出したり、ホーム
ページなどを活用したりして補充を図っています。法人や園の理念、方針をふまえた人材育成のために、年度
初めに「スキルアップシート」に保育実務や事務管理上の年間目標を記入して研修計画につなげています。ま
た、年度末に別の5段階評価による自己評価表とともに振り返りを行い、次いで主任、園長による再評価をした
後、園長面談で達成度の確認、助言などを行って、人材育成に努めています。
　主任は職員の「スキルアップシート」を参考に、横浜市や青葉区、大学などの教育機関が主催する外部研修
をはり出して職員の研修希望を募り、本人の成長のためや業務の必要からの指名研修を加え　年間研修計画
を策定しています。内部研修では「シャッフル保育」というクラスの担任を入れ替える交差訓練を行ったり、法人
内研修として、系列園で保育内容を互いに評価する研修も行っています。外部研修受講者は研修報告書によ
り全体会議で報告を行い、職員全員で成果を学んでいます。全体会議に参加できなかった職員には議事録な
どを電子メールの同時配信で送り、閲覧し、共有できるようにしています。主任、園長は研修成果の職場への
活用状況などから研修を評価し、次に生かしています。
　非常勤職員を含む全職員に法人の基本理念「みんなでみんなを見ていく園づくり」を載せた「理念ブック」と日
常の主要業務の「業務マニュアル集」を配付しています。業務にあたって主任は、経験や熟練度などを考慮し
て職員と非常勤職員の組み合わせを工夫してシフトや配置表を作成しています。非常勤職員は、本人が希望
したり、職務の必要から園の指名を受けて外部研修にも参加しています。全業務のマニュアルはファイル化さ
れ、事務室に置いてあり、全職員が必要なときにいつでも見られるようにしています。非常勤職員の担当は主
任と園長で実務指導のクラス担任とともに、随時声をかけたりして、職員間のコミュニケーションを図っていま
す。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は年度初めに「スキルアップシート」に保育と事務の目標を申告し、園からも別の目標設定が指示され、
年度末に振り返りを行っています。また、試行中ですが、保育を6つの分野に分けた項目別の「自己評価表」を
6段階で自己評価し、これを主任、園長で再評価した後、個人面談を行う仕組みがあります。従来3～5歳児が
遠出をするときには園でおにぎりと飲み物を用意していましたが、保護者の意見も聞いたうえで、遠出する日に
は園児が水筒を持参することにしました。これにより、職員はより子どもたちに目が行き届くようになりました。
法人の系列園同士で、保育活動を公開し、他の複数園が評価する「ライジン」という仕組みがあり、保育のレベ
ルアップに役立てています。
　保育の自己評価は、保育課程に基づき、クラス別の年間指導計画は年間5回、月案は毎月、週案は毎週、日
案は毎日実施しています。自己評価は当初の計画のねらい（目標）と関連づけて、クラスごとに自己評価を
行っています。また、0～2歳児のすべての子どもに個別指導計画を作成して、毎月自己評価を記入していま
す。保育の自己評価は、例えば、5歳児では「一人一人が頑張っているところを見つけ、具体的にほめることで
自信をもてるようにした」など、子どもの意欲や取り組んでいる過程を重視して行っています。職員は個人のス
キルアップシートなどによる自己評価も行っており、自己評価を通して取り組みを振り返り、その改善や次期の
計画作成につなげています。
　園では保護者に日ごろの園の保育活動を少しでも「見える化」しようと、「活き活きプロジェクト」を実施してい
ます。これは保護者に年間プランと四半期ごとの保育の振り返りを知らせ、保護者にはにアンケートを依頼し、
次期に生かす仕組みです。4～6月分のアンケートは集計中で、結果は公表予定です。保育所の自己評価で
は、年度の園の課題の各項目について振り返りを行うとともに、保護者アンケートを実施し、この結果を合わせ
て、保育所の自己評価として保護者に報告し公表しています。

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　
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A評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持

　園で作成している業務水準表は、園長から非常勤の保育士、看護師、栄養士などの職位ごとに必要な保育
実務面と業務管理面の期待水準を明文化しています。業務上の最終責任者は園長ですが、日常の業務はで
きるだけ現場の職員の自由裁量に任せています。しかし、事故や苦情など状況判断を要する突発的な出来事
は、主任、園長に速やかに報告、連絡、相談することを徹底しています。職員の提案から、子どもの成長に合
わせて部屋のレイアウト変更などをしています。園長は職員の自己評価表のスキルアップシートによる個人面
談を8月と期末月に実施し、また毎月全職員と早番の日に気軽な個人面談を行い、職務への満足度や要望、
悩みなどを把握しています。
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もみの木台保育園

A

A

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　保育理念と園目標を玄関ロビーのほか、各クラスに掲示して職員や利用者が常に確認できるようにしていま
す。非常勤を含めた全職員に「理念ブック」を配付し、年度初めの職員会議で園長より保育理念、園目標につ
いて周知しています。新任研修や内部研修でも理念研修を取り上げ、確認、周知を図っています。保育理念と
園目標は保育課程の初めにも記載され、クラス会議などで指導計画の振り返りをする際にも、保育内容が保
育理念や園目標に合致しているか確認しています。職員の自己評価にも保育理念と園目標の理解度を確認
する項目があり、園長は年2回、職員の自己評価などを基に個人面談を行い、職員が保育理念、園目標に
沿って保育実践を行ってきたか確認しています。
　平成27年2月に新園舎となった後も、門近くに以前からの倉庫があり、車椅子やベビーカーの通行のため安
全を考慮して倉庫を取り壊し、門から真っすぐなアプローチを作ることにしました。その際、事前に保護者会に
はかったり、園だよりで説明して工事に着手しました。また、園では、「保育の充実と見える化」を目ざして「活き
活きプロジェクト」を実施しています。これは保護者に年間プランと四半期ごとの保育の振り返りを知らせ、保護
者にはアンケートを依頼し、次期に生かす仕組みです。このプロジェクトを開始する際にも保護者あての文書
を基に十分に説明し、意見交換をして了承を得ました。夏まつりや運動会、発表会など園の大きな行事のとき
には、保護者会とも共催したり、担当を決め、園全体で取り組んでいます。
　人材育成のために、全職員が自己目標を記入したスキルアップシートと6段階で自己の業務状況を評価する
自己評価表に基づいて、年2回主任、園長と個人面談を行い、助言を受けるシステムがあります。このシステ
ムを通じ、現在主任の下にリーダークラスの2名の職員を新人教育担当のメンター（指導者）に任命し、指導法
を学ばせるとともに、横浜市や青葉区のリーダー研修や主任研修に派遣しています。主任は担当クラスを持た
ず、各クラスを回り、職員の子どもへの接し方などを観察し、必要なときは助言や指導をしています。主任は職
員の体調管理にも気を配り、具合の悪そうな職員には声をかけ理由を聞き、必要があれば園長に相談し、病
院に行ってもらうなど必要な対応をとっています。

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　就業規則の「服務心得」には、守秘義務や個人情報保護など職員として守るべき法、規範、倫理などが明記
されており、全職員は入職時や新任研修で配付された業務マニュアルの「個人情報保護に関する基本方針」
などで園長や主任から説明を受け、誓約書を提出しています。また、全職員が行う自己評価の「基本規則」の
項目で就業規則や個人情報管理などの理解度を確認しています。経営、運営状況などの開示については、法
人のホームページで公開しています。ニュースなどで取り上げられた子どもの虐待などの不適切な事例は、新
聞記事などを基にミーティングなどで話し合い注意喚起して、早期発見や対応方法の確認をしています。
　環境保全の取り組みとして、ごみの分別管理や給食の残食管理などをしてごみの減量化に努めています。
また、保護者向けに「廃材回収のお願い」のポスターを掲示して、牛乳パック、ティッシュペーパーや菓子の空
き箱、段ボールなどの廃材を集め、工作材料にするなどして、リサイクル、リユースの活動に取り組んでいま
す。このほかにも、2階の広いテラスなどに日よけ用のテントを張ったり、空調の適正管理や温湿度の管理をし
たり、ゴーヤを育ててグリーンカーテンを作るなどして省エネルギーに努めています。横浜市の「みどりアップ
推進事業」に参加し、園庭に木々を植えたり、とうもろこしやじゃが芋などを育て、食材にもしています。2階の3
～5歳児室の手洗い場に「ようじ えこもくひょう」として節電と節水の手書きのひらがなポスターが掲示してあり
ました。

評価領域Ⅵ　経営管理
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　法律や制度の改正、法人内部の情報は、法人本部よりメールで各系列園に伝えられます。園長は青葉区の
園長会や横浜市の私立園長会、青葉区こども家庭支援課、横浜市こども青少年局などから地域の子どもの増
減、待機児童の動向、新設園の動向などの情報を収集し、分析しています。制度の改正を含め重要な情報は
園長、主任、新人指導のメンター2名などから成る園の運営会議や全体会などで職員に周知し、対応を話し
合っています。園の運営会議の内容は法人本部などにメール伝達しています。「保育の見える化」を志向する
「活き活きプロジェクト」の採用にあたっては、ミーティングや職員会議を重ね、保護者の協力を得て、園全体の
取り組みとしています。
　本年度の事業計画の最後に、「中長期の展望」の項目があり、内容は平成26年4月～平成30年3月の取り組
みとして、人事評価制度の見直しや地域支援の見直しなど、4つの課題を掲げ、各々への取り組み計画を作成
しています。園の運営については、「ライジン」と呼ぶ系列園職員への公開保育と他者評価の仕組みによる保
育の質の評価とレベル向上を図っています。後継者の育成については、リーダークラスの職員から新人教育
などを担当する2人のメンターを任命し、キャリアアップの各種研修派遣などにより、副主任制への布石を打っ
てきています。法人本部では次代の幹部養成のための教本を現在作成中です。園の運営に関して、税理士や
社会保険労務士の指導を受けています。
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もみの木台保育園

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、１歳児】

【２、3歳児】

【４歳児】

　訪問調査2日目。雨模様で園庭やプールで遊ぶことができないため、2～5歳児は2階の3～5歳児室で自由遊び
をしています。3歳児クラスの子どもが2つの水槽をのぞき込んでいます。5歳児が釣ってきた、ざりがにがいま
す。ざりがにのゆっくりとした動きをじっと観察していました。保育士のひざに座って絵本を読んでもらっている子
ども、一人で絵本を広げている子どももいます。突起がたくさんあるブロックで3歳児が立体を作り始めると、「どう
やって作るの」と別の子どもが聞きながら仲間に加わってきました。5歳児が紙飛行機を上手に飛ばすのを見て、
3歳児も完成した紙飛行機を手に「えい」と飛ばしています。「あ、鳥だ」窓のそばの5歳児が声を上げました。保育
士が「体が小さいから今年生まれたつばめさんね」と言いました。近くの子どもたちは窓に近寄り、3羽のつばめ
が雨に濡れて電線にとまっているのを見ています。「かわいそう」とだれかが言うと、2、3歳児もつばめが飛び去
るまで見つめていました。
　3～5歳児の給食です。献立は鮭のちゃんちゃん焼き、酢の物、ご飯、すまし汁です。あいさつをして異年齢同士
のグループで食事が始まりました。「もうすぐ家に新しい椅子とテーブルが来るんだ」「あしたおうちで温泉に行く
んだ」「僕は海に行くよ」「お皿もお茶わんも（きれいに食べて）ピカピカだよ。鮭のちゃんちゃん焼きお代わりしよ
う」　子どもたちは明るい声で話をしながら、楽しそうに食事をしていました。

　訪問調査1日目は、プールの日でした。2階のテラスに大きな可動式のプールが設置されています。シャワーを
浴びて、順序良くプールに入っていきます。暑い日で子どもたちは「気持ちいい」「つめたーい」など、元気に声を
あげています。女児はお互いに水着を見せ合うなどとても楽しい様子が見られました。保育士は、子どもが楽しく
安全にプールを楽しめるように子どもに声をかけたりして安全に配慮をしていました。2日目はあいにくの雨で、
プールは中止になりましたが、2階の保育室に机、マットを用いてたくさんのコーナーを作り、子どもたちが自由に
遊んでいます。保育士に本を読んでもらっているコーナー、自分で好きな本を読むコーナー、トランプ、ブロック、
粘土、作成、お絵かきなど異年齢が入り混じって、気の合う仲間同士でのびのびと活動をしています。一人で集
中して遊ぶ子ども、数人で遊ぶグル―プがありました。「これ、見て」と子どもが見せてくれたので、「これは、乗り
物かな？　どこに乗るのかしら」と聞くと、裏返した状態と、表からの状態では乗る人数と、場所が違う事を教えて
くれました。子どもたちのトランプに誘われたので参加しました。年上の子どもが年下の子どもに「あのカードは取
らないでね」「これが、同じだよ」と、ルールやアドバイスをしていました。別のグループで小さなけんかがありまし
た。「貸して」「取った」と自分の主張をしています。保育士は、様子を見守っていましたが、子ども同士で話し合い
がついたようで、その後はまたいっしょに楽しそうに遊んでいました。

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　0、1歳児は食事と午睡以外の時間は合同で活動しています。今日は、2グループに分かれてプール遊びと室内
遊びを行います。園庭に2つのビニールプールを設置し、日よけテントをはってプール遊びの始まりです。小さな
コップに水を汲んだり、握ると水が出る水鉄砲のようなおもちゃで遊んだり、スコップでバケツに水を汲んだりする
など思い思いに遊んでいます。保育士は、水を怖がっている子どもを小さなプールに移動させるなど安全に配慮
し、じょうろで水をかけたり、子どもが水遊びを楽しめるようかかわっていました。室内では、子どもたちが思い思
いに低い棚からブロック、ぬいぐるみ、転がして遊ぶおもちゃ、型にはめ込んで遊ぶおもちゃなどを自分で出し
て、保育士の周りで遊んでいます。保育士は座ってゆったりといっしょに遊んでいます。食事は各クラスに分かれ
てとります。0歳児は半円のテーブルにひじ掛け椅子を用意して座ります。テーブルには子どもの名前と離乳食
の食形態が貼付されています。一人一人のトレーが用意され、小さな食器で主食、主菜、副菜が盛り付けられ、
離乳食の食形態を記した食札が乗せられています。子どもはスプーンを持ちますが、手づかみで食べる子どもも
います。保育士もスプーンを持ち、タイミングを見て介助しています。1歳児クラスでも食事が始まりました。1歳児
もテーブルに名前と食形態が貼付してあり、個別のトレーで配膳しています。ほとんどの子どもはスプーンで食べ
ていますが、保育士の介助が必要な子どももいます。食事が終わり、午睡の時間です。隣の部屋に用意された
簡易ベッドで休みます。保育士に背中をとんとんしてもらったり、なかなか寝付けない子どもは保育士に抱っこし
てもらって眠りについていました。
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【５歳児】

　給食の時間は、3～5歳児がグループを作って給食を食べています。グループ名は、グループごとに子どもたち
が話し合って決め、乗り物、動物、国名、植物、食べ物とさまざまです。5歳児が配膳の係をしています。「○○ぐ
みさん、いいですよ」と声がかかると、そのグループのメンバーが食事を取りにいきます。「このおかずは少しにし
て」など、子ども自身が量を決めてお当番によそってもらいます。箸が年齢別になっていて子どもが使いやすいよ
うに配慮されているようです。食事の時間は、アレルギーのある子どもには保育士がついて介助をしています。
食事のときに「大きくなったら、何になりたいの？」と一人が聞くと、「お菓子屋さん」「車を運転する」など自分のな
りたい職業を話していました。訪問調査当日は、職業体験の中学生が来ていました。食事が終わるころに中学生
が保育室に来ると、「早くご飯食べて、お姉さんたちに遊んでもらおうよ」と食事のペースを上げていました。活動
の場面での子どもたちと保育士とのやりとりは、保育士が子どもの気持ちに寄り添い、ていねいな言葉で、子ど
もの話を受け止め、子どもの気持ちがさらに満たされるようにヒントを出したり、注意を促していました。
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■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 入園した時の状況

0.0% 0.0% 0.0%

66.7% 25.6% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%

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

　保育園に対する総合的な感想は、「大変満足」が23人（54.8%）、「満足」が16人
（38.1%）で「満足」以上の回答は合計39人（92.9%）でした。

　自由意見には、「設備、先生方の対応にとても満足し、感謝の毎日です」「アットホームな雰
囲気、先生方の経験層（若手～ベテラン）が厚く、様々な対応に柔軟」「あいさつをしっかりし
てくれる」「明るい雰囲気で子どもにも保護者にも対応してもらえていると思う」「普段の生活
ではなかなか体験できないことを積極的に取り入れてくれている」など感謝の声が多く見られま
す。

　項目別に見ますと、満足とどちらかといえば満足をあわせると、「問4生活① 給食の献立内容
について」「問4生活④ 昼寝や休憩がお子さんの状況に応じて対応されているかなどについて」
で、それぞれ100％、「問4生活② お子さんが給食を楽しんでいるかについて」「問6⑦ 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」ほか３項目
で、それぞれ97.6%と高い評価となっています。

結果の詳細

施設の基本理念や基本方針の認知

よく
知っている

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

無回答

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

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

無回答

33.3% 59.5% 7.1%

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：平成 29年 6月 1日  ～  平成 29年 6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： 70 回収数： 42 回収率： 60.0%

0.0%

その他： 「見学に行っていない」などの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

54.8% 35.7% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0%

①見学の受け入れについては
71.4% 21.4% 0.0% 0.0% 7.1%

その他： 「見学しないで入園したため」などの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

50.0% 40.5% 7.1% 2.4% 0.0% 0.0%

その他：

④入園時の面接などで、お子さんの
様子や生育歴などを聞く対応につい
ては

61.9% 33.3% 2.4% 2.4% 0.0% 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）

57.1% 31.0% 11.9% 0.0% 0.0% 0.0%

⑤保育園での１日の過ごし方につい
ての説明には

66.7% 26.2% 2.4% 4.8% 0.0%

その他：

0.0%

その他：
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問3 保育園に関する年間の計画について

問4 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

0.0%

その他：

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

38.1% 57.1% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

57.1% 40.5% 2.4% 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： 「夕方になると冬でも室内清掃のために追い出される」というコメントがありました。

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

61.9% 26.2% 7.1% 4.8% 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）

54.8% 33.3% 7.1% 2.4% 2.4%

その他：

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

59.5% 33.3% 4.8% 0.0% 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

42.9% 47.6% 7.1% 2.4% 0.0% 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% 45.2% 7.1% 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

47.6% 45.2% 4.8% 2.4% 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：

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

73.8% 23.8% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

64.3% 23.8% 11.9% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

69.0% 31.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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

52.4% 33.3% 9.5% 4.8% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「まだそこまでの段階ではないのでわかりません」などの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

57.1% 35.7% 4.8% 2.4% 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

54.8% 26.2% 4.8% 2.4% 11.9%

その他：
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問5 保育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

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：

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

57.1% 31.0% 11.9% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
61.9% 26.2% 9.5% 2.4% 0.0%

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% 45.2% 4.8% 2.4% 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

59.5% 35.7% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

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

61.9% 35.7% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%

①保護者懇談会や個別面談などによ
る話し合いの機会については

47.6% 42.9% 9.5% 0.0% 0.0%

その他：

③園の行事の開催日や時間帯への
配慮については

52.4% 45.2% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0%

その他：

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

40.5% 28.6% 28.6% 0.0% 2.4% 0.0%

その他： 「なかなか話せる機会がない」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% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%

その他：

2.4%

その他： 「中途半端な情報で困る」というコメントがありました。

⑥保護者からの相談事への対応には
57.1% 33.3% 7.1% 0.0% 2.4% 0.0%

⑤お子さんに関する重要な情報の連
絡体制については

52.4% 33.3% 9.5% 0.0% 2.4%

その他： 「伝えても改善してくれない」というコメントがありました。
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問7 職員の対応について

問8 保育園の総合的評価

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

②あなたのお子さんが保育園生活を
楽しんでいるかについては

59.5% 33.3% 4.8% 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

52.4% 42.9% 4.8% 0.0% 0.0%

その他：

③アレルギーのあるお子さんや障害
のあるお子さんへの配慮については

54.8% 31.0% 2.4% 2.4% 4.8% 4.8%

その他： 「どのように行っているのか対応の仕方を知らない」などのコメントがありました。

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

45.2% 47.6% 2.4% 2.4% 2.4% 0.0%

その他： 「職員による」というコメントがありました。

38.1% 7.1% 0.0% 0.0%

0.0%

その他：

総合満足度は
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 無回答

54.8%

⑤意見や要望への対応については

52.4% 38.1% 2.4% 7.1% 0.0%
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事業者からの意見

高く評価をしていただき、職員も自園のよいところを改めて知ることができたと思います。
今後も、課題を見直し、“次の髙評価”を目指したいと思います。
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