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基本情報 

 

施設名 横浜市上郷保育園 

所在地 横浜市栄区七里 1-2-32 

電話番号 045-893-3565 

評価年度 平成 30 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

評価方法 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 30 年 6 月 1 日～ 

平成 30 年 9 月 30 日 

全職員各自で自己評価表の実施後、日々のミーティングや会議で結

果を出し合い、検討・確認し集約しました。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 30 年 12 月 25 日 

平成 30 年 12 月 26 日 

評価調査者 2 名が、2 日間を通し、保育園内の視察、保育内容、園

児の観察、書類確認および園長、職員との面接、ヒアリングにより

評価を行いました。乳児、幼児の食事の観察を行い、保育環境、子

どもの遊びの様子および延長保育の観察を実施しました。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 30 年 11 月 5 日～ 

平成 30 年 11 月 27 日 

園でアンケートを全利用者に配付し、保護者の自主投函をしてもら

いました。 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 30 年 12 月 25 日 

平成 30 年 12 月 26 日 

1 歳～5 歳児対象に 1 日の生活を通して観察を行い、園生活、食事、

遊び等を場面観察から考察をまとめました。 
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横浜市福祉サービス第三者評価結果 

≪総括≫ 

対象事業所名 横浜市上郷保育園 

経営主体(法人等) 横浜市  

対象サービス 保育所 

事業所住所等 横浜市栄区野七里 1-2-32 

設立年月日 昭和 50 年 4 月 

評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

評価項目 横浜市版 

 

≪総合評価≫ 

 

 

【横浜市上郷保育園の立地・概要】 

●横浜市上郷保育園は、JR根岸線港南台駅からバスで20分ほどの、横浜市南西部の小高い里山が連なる自

然豊かな住宅地の中に位置しています。周辺は大きな自然公園やハイキングコース、こどもログハウス等

を含む20数か所の公園が点在し、横浜市上郷保育園の子どもたちは週に１～２回程度、年齢や目的に合わ

せて行き先を選択して多様な散歩先にでかけることができる等、恵まれた環境にあります。園舎はバス通

りから奥まった場所にあり、落ち着いた温かな雰囲気を醸し、園庭にはマテバシイ、クヌギ、銀杏、松、

あじさいやつつじ等の樹木が植栽され、花壇にはマーガレットやシクラメン、パンジーが咲き、子どもた

ちを迎えています。広い園庭にはプール、砂場、大きなタイヤ山、滑り台、鉄棒、ジャングルジム等の固

定遊具や、三輪車、キックスケーター等の遊具を用意し、子どもたちはのびのびと走り回り、おもいっき

り体を動かして遊ぶ環境が整備されています。 

 

●横浜市上郷保育園は、昭和 50 年 4 月に横浜市立上郷保育園として開設され、43 年目を迎えた歴史ある

保育園です。定員 64 名の小規模園で、在籍児童数（1 歳～5 歳児）は 44 名であり、長時間保育、障害の

ある子どもの統合保育を実施しています。園舎は軽量鉄骨構造の平屋建てで、東西に長方形に広がり、玄

関は西に面しています。園舎内は、玄関から中央に廊下があり、入ってすぐ左に広い事務室が設けられ、

並びに厨房、トイレ、休憩室等があり、廊下南側には 1 歳・2 歳児保育室、３歳～5 歳児の保育室になって

います。保育室は採光が良く明るい室内で、新鮮な緑の風と空気が取り込まれ、健康的な保育環境にあり

ます。また、自然環境を生かして草でビオトープを維持する等、自然生態系を生み、子どもたちに豊かな

感性が育まれています。 
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【横浜市上郷保育園の方針】 

●保育理念は、「子どもたちの健やかな成長と幸せを願って」を謳い、保育方針として「全ての子どもたち

が、自分を『かけがえのない存在』と感じ、自信をもって生きていかれるように、保育者は手を携え、子

どもたちが幸せに生きる権利を保障していく」とし、保育目標では「自然にふれ、のびのびと遊び、すこ

やかな体とやさしい心を育む。自分なりに考え『やってみよう』とする気持ちを育む」を掲げています。

そして、「一人ひとりを認め十分に受け入れ、安心して過ごせる環境づくりを心がける。いろいろな体験を

通して、豊かな感情が育つように援助する。子育ての喜びを保護者や地域の方たちと共有し、地域社会の

活性化に寄与していく」を保育姿勢とし、全職員で意識統一を図り、日々の保育を実践しています。 

 

≪優れている点≫ 

 

１．【理念に沿った保育の取り組み】 

●子どもに望まれる資質・能力は、知識・技能の基礎、思考力・判断・表現力の基礎および、学びに向か

う力・人間性の３つです。「知識・技能」の基礎作りは豊かな感性を通じて、感じたり、気付いたり、わか

ったり、できるようになり、「思考力・判断・表現力」は、気付いたことや、できるようになったことを生

かし、考えたり、試したりして身に付いていきます。学びに向かう力や人間性は心情、意欲、態度が育つ

中で、より良い生活を営もうとすることであり、これらは、保育のねらいに示された保育の内容を通して

活動の中で育まれ、幼児教育の修了からさらに小学校へと伸びていくものです。横浜市上郷保育園では、1

歳児から5歳児まで各発達段階に合わせて保育のねらいを掲げ、子どもの発達や状態の視点の5つの領域（健

康、人間関係、環境、言葉、表現）に沿って保育内容を示しています。そして、３つの資質・能力を育む

保育のねらい・内容は、全体的な計画、年間指導計画、月間指導計画、週案・日案を通して盛り込まれて

います。横浜市上郷保育園の保育指導計画の特色は、「外遊び」、「散歩」、「リズム」、「ムーブメント」を積

極的に取り入れていること、野菜の栽培や「食事」と「体」と「心」のつながりを考えた「食育」を実施

し、そして「異年齢保育」の取り組みが特徴として挙げられます。調査当日、1歳児のムーブメント活動に

参加しました。保育士が「ムーブメントをするよ」と伝えると、子どもたちはワクワクした表情に変わり

ました。保育士がスカーフを取り出すと子どもたちが集まり、嬉しそうにスカーフを待ち「おもちゃのチ

ャチャチャ」の曲に合わせてスカーフを揺らしたり投げたりすると、子どもたちは体全体で喜びを表現し、

楽しんでいる様子を確認できました。 

 

２．【園舎と園庭の活用による様々な体験】 

●横浜市上郷保育園の敷地は広く、南に広い園庭があります。園庭には固定遊具を設け、周囲には四季折々

の木々、色彩豊かな草花が直截され、野菜畑もあり、子どもたちは園内にいながら季節を感じることがで

きます。園庭には、小さなハウスやテーブルが置かれ、戸外でも少人数で遊び込める工夫がされています。

園庭では、花壇やプランターを活用し、夏にはピーマンやナス、きゅうり、スイカ、オクラ、ポップコー

ン等、冬にはカブ、スナップエンドウ、大根等、多品種の野菜を栽培しています。秋のさつま芋掘りも子

どもたちは園庭で体験しています。苗植えから水やり、収穫を体験し、収穫したものは調理体験や給食室
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で調理して食育に生かしています。また、周辺の豊かな自然の産物により蚕を飼育したり、蝶をさなぎか

ら羽化をさせたり、カマキリが卵から成虫になるまでを観察しています。「草ビオトープ」にはバッタ等の

虫が集まってきます。各保育室については、空間にゆとりがあり、低い棚やカーペット、ゴザ等を活用し

てままごとコーナーやブロックなどで遊ぶコーナー、絵本コーナー、工作のための素材コーナーが年齢に

応じて設定されています。絵本コーナーには牛乳パックで職員が作った小さな椅子や机が並べられ、ゆっ

くりと本を読む環境が整えられています。保育室内各所に子どもの作品や花を飾り、季節感を味わい、気

持ちを和ませる雰囲気作りがされています。栄区の公立 4 園で取り組んでいる「ムーブメント」活動では、

スカーフやロープ、パラシュート、形板、スペースマット等の教具を使い、自由で楽しい体験を重ねなが

ら、心身をのびのびと育んでいます。 

 

 

３．【地域交流の取り組み】 

●横浜市上郷保育園では、地域の方との交流を大切にし、活発に交流を図っています。園行事には、地域

の親子、高齢者クラブ、民生委員、主任児童委員、小学校校長等を招待しています。また、高齢者の施設

やクラブと計画を立てて定期的に交流し、子どもたちは地域の様々な人と接しながら楽しく過ごしていま

す。定期的に、高齢者クラブの方々が来園し、楽しい触れ合いの時間を設け、うたや踊りを観賞したり、

近隣の高齢者施設やケアプラザを訪問し、子どもたちが歌やダンスを披露する等、世代間交流を活発に行

っています。また、自然豊かな広々とした園庭で遊べることを地域に発信し、地域との交流の促進を図る

ために「花いっぱい、自然がいっぱい、笑顔もいっぱい」をテーマにして地域との交流活動を展開してい

ます。園庭周囲の一画には子どもたちが種まきや花の手入れをした「シンボル花壇」を作り、花壇には、

マーガレット、シクラメン、パンジー、ガーベラなどの四季折々の花が咲きほこり、近隣の方が散歩途中

に足をとめて会話が弾む等、地域の方との交流が増えています。幼保小の連携も密に行い、近隣の小学校

に園だよりを持って行き、校内を案内してもらい、小学生とゲーム遊びをして交流を楽しんでいます。地

域の認定こども園や保育室とは、リレーやドッジボール、散歩等の交流を行っています。中学校や高校か

らも多くの体験学習やボランティアを受け入れています。横浜市上郷保育園の子どもたちは、地域へ出か

けていろいろな人々と触れ合い、多種多様な経験を深めています。 

 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

 

１．【理念に沿った保育のさらなる推進】 

●現在、首都圏を主として保育園の待機児童数は1万人弱で推移しています。待機児童数は、1歳児が大半

を占めていて3歳未満児の乳児がほとんどです。横浜市上郷保育園では、1歳、2歳児が定員16名対して1歳

児9名、2歳児9名の計18名が在園しています。しかし、3歳、4歳、5歳児の在園児は定員割れをしている現

状があります。厚生労働省の報告および、調査結果（米国NICHD調査）では、乳児保育の重要性を強調し

ています。これらの背景を踏まえ、横浜市上郷保育園の保育指導計画の特色、保育指導計画の「ねらい」
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を明確にした保育内容、特に、ムーブメント活動は優れ、子どもの行動全体に関わる調和の取れた発達を

促す保育活動を実施している横浜市上郷保育園として、現在の保育内容にさらに磨きをかけ、保護者にド

キュメンテーションのように新しく情報発信を強化し、これらの保育内容に相応しい評価以上のものが得

られることを期待いたします。また、他の保育園へモデルとなるよう期待がされます。 
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横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

第三者評価受審施設 横浜市上郷保育園 

評価年度 平成 30 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜評価領域＞ 

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

Ⅳ 開かれた運営 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 Ⅵ 経営管理 

 

評価領域Ⅰ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類１－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

 

●横浜市上郷保育園は、「子どもたちの健やかな成長と幸せを願って」という保育理念の基、「自然にふれ、

のびのびと遊び、すこやかな体とやさしい心を育む。自分なりに考え『やってみよう』とする気持ちを育

む」を保育目標とし、「一人ひとりを認め十分に受け入れ、安心して過ごせる環境づくりを心がける。」、「い

ろいろな体験を通して、豊かな感情が育つように援助する。」、「子育ての喜びを保護者や地域の方たちと共

有し、地域社会の活性化に寄与していく。」の保育姿勢を掲げ、子ども本人を尊重した保育を実践していま

す。保育理念、基本方針、保育目標、保育姿勢の理解については、全職員に保育理念・園目標・職員の保

育姿勢が記載された携帯カードを配付し、職員一人ひとりが保持していつでも確認できるようにしていま

す。また、保育理念、保育目標を各保育室に掲示し、保護者、職員の目の付くところに示して理解を促し

ています。   

 

●全体的な計画は、理念、子どもの最善の利益を第一に、年齢ごとに発達過程、ねらい（養護・教育）、食

育、環境、保育士の配慮の分野ごとに計画を立案し、自然に恵まれた立地・環境や地域とのかかわり、子

どもの様子と取り巻く環境を盛り込み、理念に基づいた全体構成が成されています。年度当初には全職員

の意見を汲み上げ、園長、主任を中心に見直しを図っています。保護者に対しては、入園説明会、年度初

めのクラス懇談会において園長から園の理念、園目標の説明を行っています。 
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●年間、月間の指導計画、週案、日案については、全体的な計画に沿い、子どもの成長・発達を考慮しな

がら担任を中心に作成しています。職員は、常に子ども一人ひとりの気持ちや要望を汲み取り、毎日のミ

ーティングで気づきや保育中に感じたことを話し合い、意識を高めています。また、クラス間で意見交換

を図り、ケース検討を併せながら様々な角度から指導計画に反映させています。指導計画は子どもの自主

性を尊重して柔軟に変更しています。例えば、子どもの興味・関心を反映させて、おたのしみ会の劇あそ

びを「地球探検隊」とし、宝探しを設定して子どもたちが楽しめるよう企画しました。 

 

評価分類１－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●入園前の入園説明会では、事前に保護者と保育所で共通認識を図る点等を職員間で確認した上で、子ど

も同伴での来園をお願いし、保護者に児童票、面談聞き取り表にて担任が個別に面談を行っています。こ

れを基に子どもの様子や家庭の状況を把握し、説明会時に子どもが遊んでいる様子を観察し、職員間で情

報を共有しています。また、入園前にも園庭開放利用時に情報交換を行っています。児童票等の記録は事

務室で管理し、情報共有を図りながら保育に生かしています。支援が必要な子どもには適宜、区役所やよ

こはま港南地域療育センターと連携し、助言を受けながら保育にあたり、職場間で共有して保育に生かし

ています。 

 

●新入園児受け入れに際して短縮保育（１日～４日間を目安）を実施し、子どもが慣れるよう無理なく進

め、保護者の勤労状況と子どもの様子に合わせて個別に対応しています。また、新入園児が安心して過ご

せるよう、担任と他職員間で協力体制を構築して配慮し、個々に落ち着ける場所や夢中になれる玩具等を

知り、子どもの気持ちを尊重し、子どもが安定したら人間関係を広げるようにしています。保護者へは、

乳児は連絡ノートで密に連携を図り、３歳児以上はクラスノートで子どもの様子を伝え、送迎時にも口頭

で伝えています。また、配慮が必要な子どもや希望があった場合は、個別に連絡ノートを活用しています。

在園児への配慮では、子どもの表情や様子等に留意し、抱っこやスキンシップを増やすようして不安軽減

に配慮しています。 

 

●個別指導計画については、子どもの発達状況に応じて計画を作成しています。改定では、サポートに入

っている保育士、他クラスの保育士の意見も参考にして計画に生かしています。また、行事のアンケート、

連絡ノート、クラスノート、個人面談、懇談会、意見箱を通して保護者の意見を抽出し、反映するように

しています。 
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●園では、栄区で取り組んでいる「ムーブメント」を積極的に保育に取り入れ、年齢、発達に応じて遊び

を工夫しています。また、異年齢の生活の中で、各年齢の発達に応じた環境整備に努め、子どもの発達、

子どもの様子に合わせて年齢別の保育を取り入れ、バランスのある保育を実施しています。 

 

評価分類１－３ 快適な施設環境の確保 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●施設環境については、毎日、園内外の清掃を行い、清潔に保たれています。各保育室は陽が入り明るく、

加湿器付きの空気清浄機、エアコン、扇風機、換気扇を備え、快適な環境を整えています。また、室内の

温・湿度管理を行い、日誌に記録し、日々通気、換気に配慮しています。園舎内には温もりある手作りタ

ペストリーや、四季に応じた子どもの作品を装飾し、保育室内やトイレに生花を飾り、心温まる環境作り

が成されています。広い園庭にはイチョウ、マテバシイ、くぬぎの木、畑等があり、季節の花や栽培物を

育て、子どもたちは園内に居ながら季節を感じ、身近に自然に触れることができます。 

 

●横浜市上郷保育園では 0 歳児保育は実施していないため沐浴設備はありませんが、乳・幼児トイレ、テ

ラスに温水シャワーを設置し、汗・汚れの処理等を行い、体の清潔を保っています。また、幼児にはシャ

ワーカーテンを設けてプライバシーに配慮しています。毎日、マニュアルに沿って清掃、消毒を実施し、

定期的に清掃点検と衛生管理を行っています。音や声については、子どもの声に耳を傾けられるよう音量

に配慮しています。 

 

 

評価分類１－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●1 歳～2 歳児については、各月の指導計画と個別計画を作成し、細やかに情報を共有しています。3 歳児

以上の特に配慮が必要な子どもについては、発達状況に応じて年間を 4 期に分けて個別支援計画を策定し、

個別日誌にも記載して職員間で共通理解を図っています。保護者とは日々の保育状況を伝え、連携を図り

ながら共有し、必要に応じて面談を行い、意見や要望を聴いています。家庭からの発信に合わせ、個別対

応にて柔軟に変更、見直しを行っています。トイレットトレーニングについては、家庭と情報交換をしな

がら布パンツへの移行を進めています。 
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●児童票・経過記録・児童健康台帳の他、園独自の面談聞き取り表に記録しています。全園児の個別の経

過記録は、年間を２期に分けて記録し、入園後の予防接種や病気の記録、健康診断、身体測定結果、一人

ひとりの健康状態については児童健康台帳に記録しています。配慮を要する子どもの記録は月間指導計画

の個別配慮の欄に記録して共有しています。転出、転入、就学の場合は保育所児童保育要録の送付や、就

学先と丁寧に連携をして対応しています。引き継ぎ、申し送りについては、ミーティングノート、各クラ

スの引き継ぎノートを活用し、伝達漏れのないよう交代する保育士、福祉員に引き継いでいます。 

 

評価分類１－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●配慮を要する子どもについては、カリキュラム会議、ミーティング等でケース会議を行い、配慮事項や

かかわり方について話し合い、記録に残し、職員間で共通理解を図っています。また、地域の専門機関と

連携を図り、よこはま港南地域療育センターの巡回指導を受け、相談機能も活用して保育に生かしていま

す。職員は研修に積極的に参加して学び、得た情報は職員間で共有化を図り、保育に生かしています。巡

回相談記録、個別日誌、個別指導計画、個人面談記録等については決められた場所に保管し、情報の管理

を徹底しています。 

●よこはま港南地域療育センターの巡回訪問（年 2 回）や医療機関、専門機関と連携し、指導・助言を得

られる態勢を整えています。よこはま港南地域療育センターと連携し、定期的に研修にも参加し、学んだ

職員は研修報告を作成して全職員に回覧や会議で報告し、知識を共有しています。障害児保育のための環

境整備では、園舎は平屋であり、でき得る範囲で配慮を行い、対応していく姿勢です。配慮を要する子ど

もへの対応は、会議等で確認し、全職員で知識を深めています。 

●虐待については、虐待防止マニュアルを備え、会議で議題に挙げて周知を図り、外部研修に参加して研

鑽しています。虐待の予防や早期発見のために日頃から観察や保育を通して子ども、保護者に対して変化

の「気づき」を大事にし、随時、職員間で情報共有を行い、子ども、保護者とコミュニケーションを図り、

早期発見に努めています。また、毎日の健康管理を十分に行い、健康状態を保育日誌やミーティングノー

ト等に記録しています。虐待が明確になった場合や、心配や見守りが必要な場合には区役所、保健師、児

童相談所に通告・相談し、連携して取り組みます。 

●食物アレルギー疾患のある子どもの除去食を提供する場合は、「食物アレルギー対応マニュアル」に基づ

き、保護者から生活管理指導票を提出してもらい、園長、調理員、担任と面談を行っています。かかりつ

け医の指示を基に保護者と密に連携を図り、職員間で情報を共有して除去食を提供しています。毎月、個

別の献立会議を設け、献立表を基に保護者、保育士、調理担当職員、主任、園長とで確認しています。給

食では、色違いの専用食器、トレイを用い、名札を活用して個別配膳と複数職員で声だし確認を徹底し、

座席位置に配慮を行い、誤配膳、誤食がないよう徹底しています。職員は、食物アレルギー研修に参加し
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て知識を深め、研修発表等で学習に努めています。 

●文化が異なる外国籍の子どもへの対応では、現状、受け入れはありませんが、受け入れの際には保護者

とコミュニケーションを取りながら相互理解を図り、園生活をスムーズに送れるよう援助する姿勢です。

また、外国文化や生活習慣を尊重し、日本の習慣を強制することが無いよう全職員で配慮事項を確認して

います。意思の疎通が難しい保護者の場合は、絵カード、図、写真、通訳ボランティアを活用するなど工

夫を行い、宗教上の食文化への対応ができるよう体制を整えます。 

 

評価分類１－６ 苦情解決体制 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保護者からの苦情などに関しては、重要事項説明書に苦情・相談の窓口担当者を明示し、面談、文書等

の方法により相談・意見を受け付けていることを知らせています。第三者員の連絡先、氏名も入園のしお

りに明記し、入園説明会で苦情解決について説明を行い、事務室前と各保育室に掲示して苦情に対する対

応姿勢と手続方法を示しています。要望や意見等を聞く機会としては、送迎時の保護者との会話、連絡ノ

ート、意見箱、クラス懇談会（年 2 回）、個人面談（年 1 回）、行事（運動会、お楽しみ会）後のアンケー

ト等を実施しています。 

●苦情解決マニュアルを作成し、苦情受付担当者および苦情解決責任者は園長と定め、重要事項説明書に

も記載しています。苦情・要望があった場合は、マニュアルに基づいて対応し、苦情受付報告書に記録し、

園長、主任が中心となって改善策を検討し、職員会議等で改善策・対応方法を職員に周知しています。保

護者に対しては、丁寧に対応し、改善策を具体的に説明しています。必要に応じて第三者委員や外部機関

を交えて対応できる体制を整備し、第三者委員とは定期的に連携を図っています。保護者対応記録はファ

イルし、職員間で共有できるようにしています。園では「子どもがそのままの思いが表現できる保育環境

か」を自問し、職員間で話し合う機会を設け、研鑽を図っています。 
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評価領域Ⅱ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●子どもが自発的に活動できるよう、玩具は子どもが自由に取り出して遊べる手の届く高さに収納棚を設

置し、発達に相応しい玩具の取り揃えと、興味や季節に合わせた玩具の入れ替えを行っています。また、

活動に応じて、保育室に衝立やパーテーションを活用し、子どもが落ち着いて遊びに集中できる環境作り

を行い、個々に好きなことをして遊ぶ自由遊びの時間と、設定保育の時間等、メリハリをつけた保育を行

っています。園庭にはガーデンハウスやテーブル、ベンチを設置し、子どもの自由な発想で遊び込める時

間を十分に設けています。玩具は片づける場所に写真を貼り、整理整頓ができる工夫を行っています。 

●一斉活動や自由遊びの時間は、バランスよくデイリープログラムに組み込み、子どもの様子に合わせて

時間や内容を変更する等、柔軟に対応しています。子どもの自由な発想や声を積極的に保育に取り入れ、

子どもたちの興味から絵本や試行できるような素材、用具を揃え、ごっこ遊びや表現遊びが広がるように

しています。異年齢保育では、各年齢の発達を踏まえた遊びを工夫しながら、異年齢の触れ合いを大切に

しています。保育士が一緒に遊び見守る中で、子どもの興味や関心を知り、子どもの発想等を大切にし、

年齢に応じて友達とのかかわりや約束を守る等、社会性を身につけられるよう工夫しています。  

●栽培では、園庭の花壇やプランターを活用して多品種の野菜を栽培し、秋のさつま芋堀では園庭の畑で

体験しています。飼育では、蚕や、蝶の孵化、カマキリの卵を観察し、観察を通して命の尊さについて知

る機会にしています。園庭の草ビオドープではバッタ、ヤスデやダンゴ虫等を観察し、身近に自然の生態

系に触れ、図鑑や絵本でも調べて興味を広げています。地域との交流では、地域の高齢者活動団体とさつ

ま芋を一緒に植える等、年間を通して交流があり、園の「シンボル花壇」を通しても近隣の方々と挨拶を

交わす機会が増えています。 

●毎月、歌やリズム遊びを通して、子どもたちはのびのびと表現を楽しんでいます。栄区の公立 4 園で取

り組んでいる「ムーブメント」の活動では、スカーフやロープ、パラシュート、形板、スペースマット等

の教具を使い、自由に楽しく体を動かして表現しています。また、個別のお絵かき帳や、大きな紙にみん

なで絵を描く等、様々に表現ができる機会を提供しています。子どもの自由に表現された作品は、一人ひ

とりが引き立つように飾り、取り組んでいる写真を撮影して掲示する等、保護者と共に子どもの成長を喜

び合っています。 

●異年齢保育では、3 歳～5 歳児のための「異年齢保育年間指導計画」を立案し、行事や毎月の歌、リズム

遊び、散歩、食育等、様々な活動を計画的に異年齢で実施しています。異年齢でリズム遊びやムーブメン

トの機会を設け、他クラスとの交流の機会を多く取り入れています。幼児は乳児の手伝い等を自然にかか

わり、保育士は丁寧に声かけを行うよう見守っています。子ども同士のケンカについては、危険のないよ



12 

 

う見守り、自分たちで解決できるよう援助を行い、発達に応じて声をかけるタイミングを見極めて対応し

ています。 

●健康増進の工夫では、園の周囲にはたくさんの公園が点在し、大きな自然公園やハイキングコース、こ

どもログハウス等を含む公園マップと特色の情報をまとめ、年齢や目的に応じて戸外活動、散歩の行き先

を選択して出かけ、体力作りを行っています。広い園庭では、固定遊具や三輪車、キックスケーター等が

用意され、のびのびと体を動かして遊ぶ環境が整備されています。室内でもダンスやムーブメント等で運

動機能を高める遊びを積極的に取り組んでいます。4 歳、5 歳児は訪問運動指導を計画的に導入し、セーフ

コミュニティの観点から運動機能の向上に努め「丈夫な体作り」ができるようにしています。戸外遊びで

は日除け帽子着用や遮光ネットやすだれを活用し、紫外線対策を行っています。 

 

 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●食事を豊かに楽しむ工夫として、乳・幼児の年間の食育計画、栽培計画を立案し、園庭で収穫した野菜

等を給食に取り入れる等、子どもが楽しめるよう工夫して提供しています。偏食対応については、第一に

子どもの様子をよく観察すること、その様子から食事の終わるタイミングを判断していくことを職員間で

共通認識を図り、会話を楽しみながら食事を行い、食べる意欲を引き出せるよう一人ひとりに合った声か

けを心がけています。幼児クラスでは、食材を栄養素で分けて今日の献立の理解を促し、食材への関心が

深まるよう工夫しています。また、幼児クラスに「ぱくぱくだより」（栄養士通信）を掲示して毎日読み

上げ、食への意識を高めるよう支援しています。さらに、一人ひとりに合った椅子の高さを調整し、座る

位置にも配慮して安定して食す環境を大切にしています。行事の機会では戸外やテラスでおやつや昼食を

する等、楽しい雰囲気作りに努めています。 

●食育では、食育計画と共に調理員と保育士協働で食育プログラムも実施しています。季節ごとに園庭で

野菜を栽培して収穫し、食材に触れ、とうもろこしやそらまめなどの皮むきや包丁を使って食材を切り、

年齢に応じて調理体験を実施しています。食器については、温かみのある磁器食器を採用し、発達に応じ

て食具を数種揃え、手の大きさに応じた箸を用意しています。 

●調理員は毎日、食事の様子を見廻り、職員同士（保育士、調理員）で伝え合い、会議では喫食状況を踏

まえて献立の検討、量や切り方等の工夫に生かしています。食材に関しては、季節の旬の食材を取り入れ

て提供し、園独自の調理マニュアルに基づき、食材納入時の検品、食材保管の温度管理を徹底しています。

また、食材の袋の開け方を統一し、異物混入を避けるよう留意しています。食材納品書には業者に産地を

記入してもらい、希望する保護者には産地情報を開示しています。 
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●給食は、横浜市の公立保育園共通の献立表に基づいて提供しています。献立表は、毎月末に翌月の献立

表を併記した「給食だより」を保護者に配付し、当日の給食サンプルを調理室前に提示して人気メニュー

のレシピは希望により発行しています。さらに、懇談会で調理員から実際の献立を保護者に提示し、工夫

している点等を伝え、個人面談でも食事の様子を知らせ、給食への理解、関心が持てるようにしています。 

●午睡については、安心して心地良く午睡ができるようカーテンで調整し、室温、湿度に配慮しながら午

睡中の環境作りをしています。保育士は、子守歌を唄ったり、背中をさする等、個々に対応しています。

また、視覚的に刺激を受けやすい子どもについては低い仕切りを活用して区切り、安心して睡眠がとれる

よう配慮しています。SIDS の予防では、１歳児は 10 分間隔、2 歳児は 20 分おきにブレスチエックを行い、

呼気チェック表に記録し、体の向きを矢印で記入しています。他年齢児にも視診、触診をして見守りをし

ています。眠れない子ども、眠くない子どもには、休息できるよう静かに過ごすよう促しています。 

●トイレットトレーニングでは、1歳、2歳児の個別月間指導計画にトイレットトレーニングを含めて立案

しています。個人差があることを十分に理解し、子ども本人の発達意欲に合わせ、保護者と連携を密にし

ながら進めています。保育士は一人ひとりの排泄間隔を把握し、強制や無理強いはしないよう心がけてト

イレ誘導を行っています。排泄に失敗した際は、子どもの羞恥心に配慮するよう心がけ、幼児トイレには

シャワーカーテンを備え、シャワーを活用して気持ち良く過ごせるようにしています。 

●延長保育、短時間、標準時間での子どもの状態は、引き継ぎノートにより職員間で共有し、長時間保育

では日中の活動や子どもの体調面に応じて過ごし方に配慮しています。延長保育での補食に関しては、家

庭での夕飯に響かないよう保護者と相談の上、量を加減するようにしています。 

 

評価分類Ⅱ－２ 安全管理［健康管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●健康管理は、「健康管理マニュアル」を園独自に作成し、年間保健計画、健康観察のポイント、健康診断、

与薬対応、歯磨き等について明記しています。予防接種の接種状況や既往症歴等は保護者に確認し、「予防

接種及び感染症歴チェックリスト」を作成し、全園児の状況が一覧で把握できる工夫がされています。定

期的に嘱託医による健康診断・歯科健診を実施し、子ども一人ひとりの健康台帳に、健康診断、歯科健診、

身体測定の結果を記録し、「けんこうのきろく」に記載して保護者と共有しています。歯科健診結果につい

ては「歯科健診の受審結果のお知らせ」を保護者に渡しています。嘱託医とは定期健診後に懇談する時間

を設け、関係作りに努めています。 

●歯磨き励行では、各年齢児に歯磨き指導を行い、5 歳児は歯科健診時に歯科医、歯科衛生士により検査

薬（赤染め）を使って磨き残しの指導を受け、砂時計を使用して歯磨きを行う等、自分の健康に関心が持

てるよう環境作りをしています。食後は、保育士が仕上げを行い、口腔状態も確認しています。手洗い・

うがいについては、洗面所に絵で手順を示し、絵本や紙芝居でも大切さを伝えています。また、年 2 回、
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看護師の巡回訪問を受け、手洗い・うがいの保健指導や、健診時の手伝い依頼をしたり、健康に関するア

ドバイスを受けて、日々の保育に生かしています。 

●感染症等について、「感染症マニュアル」を園独自に作成し、登園停止基準や保育中に感染症発生時の対

応、予防接種スケジュール、乳幼児が感染しやすい病気等の情報をまとめています。保護者には、入園時

に「ほいくえんのしおり」別紙１に子どもの感染症一覧を掲載して情報の提供および説明を行い、与薬対

応や登園許可証明書の要否について文書を配付しています。感染症が発生した場合は、園内での感染症蔓

延に注意し、保育室に注意喚起の掲示を行い、職員に対して必要な情報をミーティング等で周知していま

す。保育中に発症した場合は、速やかに保護者に連絡を行い、可能な限り別室で個別に対応しています。

また、対応方法や症状等を掲示して周知しています。出欠ノートには感染症一覧を貼り、保護者から連絡

を受けた際に情報提供ができるよう整備しています。 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［衛生管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●衛生管理マニュアルを作成し、マニュアルに沿って保育室、園庭、給食室、園内各所の衛生管理を徹底

し、園庭の固定遊具や砂場の管理、玩具の消毒を実施しています。また、マニュアルには保育士と子ども

別に手洗い方法、下痢・嘔吐処理方法について示しています。清掃は、保育室、トイレ、共用部の清掃手

順を定め、清掃チェック表を基に毎日掃除を行い、年 2 回害虫駆除を実施し、適切に衛生管理が成されて

います。年度末には「感染症マニュアル」も併せてマニュアルの改訂を行い、職員が分担して改訂の確認

後、職員会議で検討および共有を図り、改訂版は各クラスに設置しています。マニュアルは全職員で共通

認識を図っています。ノロウイルス対策では嘔吐処理セットを各クラスに備え、職員は使い方を習得して

います。 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［安全管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●安全管理では、各保育室のロッカー、CD デッキ、電子ピアノ等に耐震マットを敷き、戸棚にストッパ

ーを取り付け、備品等の落下、家具転倒防止を講じています。乳児の水遊び場にはゴザを敷き、転倒防止

等の保護対策を行っています。「安全管理マニュアル」には安全保育のための配慮、外遊びの注意事項、園

内の事故・ケガ発生時の対応、不審者侵入時の対応等について明記しています。各保育室に「安全点検表」
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を備え、毎日危険個所の点検を行っています。園では、「職員安全行動チェックリスト」を乳・幼児別に作

成し、月 1 回、子どもの安全確保に特化して振り返りを行い、子どもの安全について話し合う機会を設け

ています。毎月、避難訓練年間計画表に基づいて様々な災害を想定した訓練を実施し、年 1 回は大規模災

害に備えて園での引き取り訓練を実施しています。さたに、緊急時に備え、園内の避難経路図や緊急時の

職員体制を整え、事故や災害時に的確に対応できるようにしています。職員は、消防署の協力の下、救命

救急法の指導を受け、順次研修等で身に付け、全職員の習得を目指して緊急時に備えるよう努めています。 

●事故やケガにおける対応について、保護者の連絡先を把握し、救急・医療機関の一覧表を備え、緊急時

に対応できるようにしています。園内で事故やケガが発生した場合は、「事故・ケガ報告書」に記録し、ミ

ーティング等で対応策を検討して共有を図り、再発防止に努めています。子どもの事故やケガについては、

ケガの部位、軽重にかかわらず記録を残し、保護者に連絡および説明を行い、速やかな対応に努めていま

す。 

●外部からの侵入に対して、安全管理マニュアルに沿って様々な想定で訓練を実施しています。門は電子

錠を設置し、来訪者はモニターカメラで確認を行い、保護者にはクラス・名前を確認の上、開錠していま

す。また、園内に緊急時の 110 番自動通報装置を設置し、直通で警察に連絡できる体制を整備し、委託警

備会社と契約して夜間の不審者侵入にも備えています。散歩時は必ず保育士と連絡が取れるようにしてい

ます。不審者情報は、横浜市の情報をメール等で入手し、必要に応じて保護者、地域に情報を提供してい

ます。 

 

評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●職員は、叱り方・呼び方等に威圧的な言葉遣いや、強制等を行わないよう心がけ、子どもの気持ちに寄

り添い、穏やかにわかりやすく話すよう努め、日頃から職員間で確認し合っています。また、栄区主催の

人権研修に参加し、子どもの人格を尊重する認識を深めています。子どもに注意する際は、否定するので

はなく肯定の言葉を用い「〇〇しようね」と話すよう心がけ、叱る場合は他児に見えない場所で話すよう

にし、子どもの自尊心や羞恥心に配慮しています。職員は、子どもの人権を尊重し、カリキュラム会議等

で確認し合い、園内研修で子どもの対応や働きかけについて話し合い、保育を客観的にみられるよう保育

にあたっています。子どもの呼び方は、家庭での呼び方を確認して園でも引き続き踏襲しています。 

●他児の視線を意識せずに過ごせる場所として、保育室に子どもが落ち着いて遊べるコーナーを設け、集

中して遊べるよう配慮しています。また、園庭にも小さなガーデンハウスの中や畑の横等、複数あり、必

要に応じて子どもが個別に過ごす場を工夫しています。子どもと 1 対１で話し合う必要が生じた場合は、

廊下やフリールーム等を活用しています。排泄時は、乳児はパーテーションを活用し、幼児はトイレの戸

を閉めるよう配慮し、排泄に失敗した際はシャワーカーテンで目隠しをして配慮しています。布団を干す
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必要がある場合は、特別なこととするのではなく、「布団も干すと気持ちいいよ！」と言い、子どもの羞恥

心に配慮しています。 

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、「個人情報取り扱いマニュアル」に基づいて管理しています。

全職員（ボランティア、実習生含む）に定義・目的について周知し、共通認識を図り、年 1 回、個人情報

取り扱いに関する園内研修を実施して確認しています。各クラスの保育日誌や名簿類については、所定の

場所に保管し、閲覧場所を定めて管理しています。保護者には、入園時に個人情報の守秘義務について説

明を行い、個人情報の取り扱い（肖像権等）の確認を行い、同意を得ています。また、個人情報の入った

書類等は専用の袋により保護者へ手渡しする等、個人情報管理に留意しています。散歩時、子どもの帽

子には個人マークを付け、バッジには個人名を記載せず、園名と園の電話番号のみを記載してい

ます。 

●性差に関する配慮では、全園児が平等に活動できるよう活動内容を考慮し、遊びや行事の役割、持ち物

の区別、順番、グループ分けや整列も性別で区分けすることはしていません。子どもや保護者に対して、

固定的に捉えた話し方や表現をしないように心得、カリキュラム会議等で子どもへの無意識な言葉かけに

ついて振り返り、共通認識を図る体制を整えています。職員は、人権研修に参加し、ジェンダーフリーに

ついて学び、園内研修でも全職員で話し合いの場を設けて研鑽を図っています。 

 

評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育方針・園目標は、入園説明会時に重要事項説明で行い、また、クラス懇談会でも園目標と併せて今

後の方針について説明し、意見等も聞いています。各保育室に全体的な計画を掲示し、園だよりには園目

標を掲載して理解を促しています。行事後には保護者にアンケートを実施し、意見や要望から行事のねら

い、園目標が理解されているかを確認し、園運営に生かしています。基本方針の理解については、保育所

の自己評価でアンケートを実施しています。 

●クラス懇談会は年 2 回開催し、園生活や遊びの場面における子どもの育ちを伝え、子どもの様子や活動

内容はエピソードを交えながら写真やビデオを活用して視覚的にわかりやすく伝え、保護者と子どもの成

長を共有しています。都合のつかない保護者に対しては資料と共に内容を口頭で伝えています。保護者と

の連絡、伝達事項は、職員間で情報を共有し、漏れのない引き継ぎにより、送迎時に正確に伝える等、丁

寧な対応に努めています。 

●個別相談・面談については、事務室やフリールームを活用して行い、入口に面談中の表示を出し、入室

を制限してプライバシーを確保できるよう配慮しています。相談を受けた場合は担任、複数の職員で対応

し、相談内容は園長や主任に報告および助言を得、相談内容を記録し、必要に応じて継続的にフォローし

ています。また、横浜市に常駐する臨床心理士と相談できる体制があり、年 4 回、臨床心理士による研修
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に参加してカウンセリング技法等ついて知識を深めています。 

●園生活に関する情報は、毎月、園だよりを発行し、今後の予定・行事や保育の様子を知らせています。1

歳、2 歳児については連絡ノートでその日の様子を伝え、３歳～5 歳児はクラスノートを設け、担任からク

ラスの様子を毎日伝えています。また、保護者同意の下、写真のドキュメンテーションを発行し、必要に

応じて園生活の様子やクラスでの写真を掲載してわかりやすく伝えています。週案は、各クラスに掲示し

ています。 

●保護者の保育参加・参観については、年度末に次年度の年間行事予定表を配付し、保護者が予定を立て

やすいように配慮しています。「1 日保育士体験」事業として、保育参加の受け入れを行い、保育参観と共

に 1年を通して参加を募っています。 

●園では保護者会があり、保護者会の主催行事については職員も会場設営を手伝い、アドバスをする等、

保護者とコミュニケーションを図っています。保護者会総会には園長、主任が参加し、引き継ぎ事項や今

年度の予定を相談する等、連携を図り、円滑な園運営につなげています。2 回目のクラス懇談会では保護

者会役員改選の時間を提供しています。 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

 

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域の子育て支援では、育児支援年間計画を作成し、育児相談、育児講座、園庭開放、交流保育、ラン

チ交流、絵本の貸し出しを実施しています。交流保育では、七夕や、泥んこ遊び、運動会ごっこ、ムーブ

メント、季節のお正月遊びや豆まき等、多くの行事を通して在園児と地域の子どもたちが一緒に楽しむ機

会を提供しています。ランチ交流は毎月ほぼ実施し、夏のプール開放も多くの地域の子どもが利用してい

ます。その他、栄区の保育園合同育児講座の実施や、地域子育て支援拠点等と連携し、地域に向けた子育

て支援に尽力しています。また、定期的に地域ケアプラザで地域の親子を対象に出前保育を行い、区役所、

嘱託医、地区センターにポスターを掲示して周知しています。 

●地域の子育て支援ニーズは、育児相談、交流保育、育児講座、園庭開放等の利用者を通じて把握してい

ます。交流保育や育児講座の参加後にはアンケートを実施し、感想や意見を把握しています。また、地域

の子育て支援事業のグループ活動からもより多くのニーズを知ることができています。園庭開放では育児

相談がしやすいよう、なるべく同じ職員が対応するよう努めています。園長は、主任児童委員と民生委員

の連絡会議に参加して情報交換を図り、地域子育て支援拠点や区役所での合同育児講座で得た情報等を基

に振り返り、課題を職員に投げかけ、次年度につなげています。月 1 回、栄区公立園の園長会議で子育て

支援会議を行い、栄区の育児支援事業について報告およびニーズを把握しています。 
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評価分類Ⅲ－２ 保育園の専門性を生かした相談機能 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

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

栄区の広報誌や、栄区のホームページに子育て相談の案内、交流保育の受け入れ、園の紹介を掲載し、育

児相談に応じる旨を発信しています。また、子育て支援事業の利用者や園見学者にも園の情報を提供し、

掲示板での告知や散歩時に育児支援のチラシを地域の親子に配布し、情報を提供しています。子育てに関

するパンフレットは、園玄関のウォールポケットに入れて自由に持ち帰ることができるようにしています。

また、子育て支援拠点「にこりんく」への紹介もできる体制を整えています。 

●園長は、各種連絡会に参加し、入手した情報は職員に周知しています。関係機関との連携マニュアルを

備え、関係機関・団体等の連絡先リストを作成して事務室にファイルし、職員で共有しています。関係機

関（栄区こども家庭支援課・栄区役所保健センターの保健師・民生委員・主任児童委員・近隣小学校・地

区センター・地域ケアプラザ・よこはま港南地域療育センター・児童相談所・警察・消防署等）との担当

は園長・主任とし、連携を図っています。 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域への園の理解促進のための取り組みとして、園行事に地区内の小学校長、地域の親子、民生委員、

高齢者クラブの方等を招待して園の理解を促しています。定期的に高齢者施設や高齢者クラブ、地域の親

子、近隣の小学校等と計画的に交流を図り、高齢者クラブの方とはほぼ毎月触れ合いの時間を設け、世代

間交流を深めています。園の運動会では、近隣の家庭に子どもたちと挨拶に行き、周囲の団地にも挨拶を

して理解をいただいています。また、中学生の職業体験や地域のボランティア、小学生の保育士体験も受

け入れて交流をしています。 

●子どもと地域との交流では、幼保小と密に連携し、地域の認定こども園、横浜保育室等とリレーやドッ

ジボール、施設間交流、散歩等、楽しく交流を図っています。近隣の保育園にはムーブメントの教材や遊

具、絵本の貸し出し等も行い、交流を通して「顔の見える関係作り」に努めています。小学校へは園だよ
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りを届けに行き、校内を案内してもらい、小学生とゲーム遊びをする等、交流を楽しんでいます。年長児

の就学を見据えた有意義な取り組みとなっています。年 2 回、地域ケアプラザの高齢者と「ほのぼのコン

サート」に参加して交流を図り、園の隣の特別養護老人ホームとは親しく交流が行われています。「たっち

ーらんど」（栄スポーツセンター）では、栄区の幼稚園・保育園の年長児が集まり、集団遊びを通じて交流

を行い、「さかえっ子体操」や「ムーブメント」を一緒に楽しみ、栄区で交流が行われています。 

 

評価分類Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の保育内容・保育方針等の情報提供は、栄区のホームページ、区の子育て支援情報サービスのホーム

ページやパンフレット、横浜市の「ヨコハマはぴねすぽっと」や「公立保育園横浜 inet」にも情報を掲載

しています。栄区公立保育園 4 園と民間子育て支援センター園で、子育て通信「つぼみ」を発行し、地域

子育て支援拠点「にこりんく」や区役所で配布し、地域の子育て親子が参加できる行事案内や子育てのヒ

ント等の情報を地域に提供しています。乳幼児健診時には区役所で園の PR ポスターを掲示して情報を周

知しています。 

●利用希望者からの電話問い合わせ等については「対応マニュアル」を用意し、どの職員もが対応できる

ようにし、丁寧な対応に努めています。利用希望者に園見学を案内し、園の保育方針や利用条件等につい

てパンフレット、資料に基づいて対応できる体制を整えています。見学者にはパンフレットを手渡し、園

の概要を説明して園内を案内しています。園見学の日時は希望者の都合に合わせるようにしていますが、

園児の活動の様子がわかる午前中を勧めています。見学時に子育て支援事業の情報を伝え、事前に体験で

きるよう促しています。入園の契約等は栄区役所で案内しています。 

 

評価分類Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●マニュアルに沿って事前にオリエンテーションを行い、受け入れの担当は園長または主任とし、基本的

な考え方や園の方針の説明を行い、理解を促しています。小中学生の職業体験や地域のボランティアを積

極的に受け入れています。保護者へは入園説明会や園だよりで周知しています。 

●実習生の受け入れ担当は園長または主任が行い、実習生受け入れのマニュアルに沿って事前にオリエン

テーションを行っています。園の保育方針、保育内容、心構え、子どもへの接し方、保護者の対応と守秘
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義務、留意事項を説明し、守秘義務に関して誓約書を交わしています。保護者に対しては園だより、掲示

にて周知して理解を促しています。実習では、実習生の計画、希望に応じて適切な実習プログラムを作成

し、効果的な実習に努め、毎日終了時に日誌記載、担任と対話を行い、実習終了日には全体の反省会を行

い、感想、気付き、意見交換を図り、成果に結び付けています。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類Ⅴ－１ 職員の人材育成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園長は毎年、現状と環境背景等を捉え、重点項目、視点、期待する人材像を明確に示しています。横浜

市人材育成ビジョンや人事考課制度に則り、園長は年度初めに、職員個々の目標の共有を図り、年度末に

達成状況の確認と反省を含めて面談を行い、課題解決と資質向上につなげています。職員は「目標共有シ

ート」を使用して保育所運営に必要な各自の目標を設定し、具現化に向けて取り組んでいます。さらに、

職員はキャリアラダーを活用し、自己評価を行います。園長は職員個々の職位や必要なスキルを目指して、

年間目標に沿った研修計画を立案し、職員個々のスキルアップを図るよう取り組んでいます。 

●正規職員、非常勤職員、福祉員の研修体制については、経験年数に応じた人材育成ビジョン計画に沿い、

研修を受講し、知識・技術の向上を図っています。外部研修受講後は研修報告書を作成し、園内研修時に

発表を行い、職員間で共有を図り、報告書はファイリングして閲覧できるようにしています。 

●非常勤職員も会議、園内研修に参加し、保育の質の向上意識を持って取り組んでいます。研修について

も職員同様に参加の機会を設け、保育技術や倫理等の習得の研鑽を図っています。また、クラス担当を担

い、都度担任間で話し合い、園長とも面談を行い、コミュニケーションを図りながら園の円滑な業務につ

なげています。非常勤職員も正規職員と同様に、年度初めと年度末の面談を通して今年度の目標と反省を

確認しています。 
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評価の理由（コメント） 

 

●計画的に職員個々のスキルの段階に応じた技術向上に取り組み、「保育職キャリア自己分析表」や保育所

の自己評価を職位やキャリア別に評価できる仕組みを整備し、質の向上につなげています。外部からの技

術指導では、よこはま港南地域療育センター、大学の教授等から評価やアドバイスを受け、外部の専門職

による研修、各種研修に参加し、情報や知識を共有し、良いサービス事例等を会議等で報告し、活用して

います。また、区内公立保育園の交換研修や、ネットワーク事業における実地研修を通して研鑽を図って

います。園長不在時は主任が主体となって保育にあたり、円滑な業務に尽力しています。 

●保育士は、毎日の振り返りを保育日誌に記録し、月毎、年度末にも振り返りを実施し、記録に残してい

ます。振り返りで抽出した項目は月間指導計画や年間指導計画等、各種計画に反映させています。保育士

の自己評価は、横浜市の「保育士職キャリアラダー、キャリア自己分析表」の評価項目に基づいて総合的

な自己評価を実施しています。今年度、第三者評価を受審し、保育所全体の運営の向上に向けて取り組ん

でいきます。 

 

 

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●総合的な人事管理では、園の理念、保育方針に基づいて人材育成計画を行い、人事基準は横浜市の公立

園として明確に定められた基準に基づいて運用しています。横浜市では職場のコミュニケーションの円滑

化を図り、職員一人ひとりの人材育成や能力開発につなげていくことを目的として人事考課制度を確立し

ています。人事考課、昇任、昇級等のあらゆる側面から人事給与制度の改革に取り組み、全職員にも周知

しています。 

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

改善を要する能力について職員と共に考え、共通認識を図っています。より効果的な人材育成により昇進

や昇給に反映させ、モチベーションアップにつなげています。各考課要素の評価は全職員に開示し、研修

体制も確立しています。職員からの意見等は、会議の場だけでなく、いつでも園長や主任に改善提案や意

見を述べることができるようにし、業務の改善点については、意見を出し合い、職員全員で考えて進める

ようにしています。 

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 
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●園長は、年度末に職員一人ひとりと面談し、満足度・要望等を把握しています。横浜市の人材育成、保

育士人材育成ビジョンの職位に沿った期待水準を基に、職員の面談で年間目標の設定と年度途中に自己評

価を実施し、年度末に達成状況の確認を行い、本人の意向、要望等を把握し、次年度に向けての課題を確

認してスキルアップにつなげています。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

 

評価分類Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

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

動基準が定められ、全職員に周知しています。職員は名札内に携帯して常に確認ができるようにしていま

す。コンプライアンスの規則、規定・要領を備え、園長は他施設の事故・不祥事等の事例について、職員

にミーティングや会議で周知し、事例を通して啓発を行っています。また、資料を回覧し、職員間で情報

共有を図り、不適切な対応がないよう喚起しています。定期的にコンプライアンス研修を行い、職員は規

範について再確認し、日々の保育に生かしています。 

●ゴミ減量化、リサイクル・省エネ促進と緑化推進では、横浜市職員行動基準に則り、園児や地域に向け

たリサイクルに関する環境教育を実施し、土壌混合法やゴミ減量化の意識向上に取り組んでいます。環境

への配慮の取り組みは「ほいくえんのしおり」に明記し、ゴミの減量化・リサイクル、省エネル

ギーを推進し、子どもたちは野菜くずを切って「キエーロ」（生ごみ処理機）に入れて堆肥を作

り、生ゴミリサイクルを通してエコ教育を実施しています。また、園内の節電を心がけ、夏季、冬

季に分けて温・湿度計に適正な目安を示して管理を実施しています。園庭で季節野菜、花やゴーヤを栽培

し、夏季にはゴーヤ、西洋朝顔でグリーンカーテンを活用して省エネおよび緑化を促進しています。園内

に分別ゴミ箱、廃材コーナーを設け、コピーの裏紙使用等の励行を図り、環境教育への取り組みを行って

います。職員は、オフィス３R 夢プラン策定と総合環境の研修に参加し、意識を高めています。 
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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 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●理念・基本方針は明文化し、園の理念・保育目標を事務室、各保育室に掲示し、職員、保護者等が目に

触れるようにしています。園長は、ミーティングで保育目標や保育姿勢を説明し、職員が運営に主体的に

かかわれるよう、心構えを積極的に伝え、保育に反映されるよう指導力を発揮しています。また、指導計

画作成や日々の保育の様子から各職員の理解度を確認し、年度末には職員と共に園の理念、スローガンを

考え、思いを共有できるようにしています。 

●重要な意思決定にあたり、園長は、保護者説明会を開催し、懇談会、個人面談等を通じて保護者の意見

を聞き、職員に対してはミーティングや職員会議で説明を行い、意見交換を図り、決定につなげています。

重要事項の決定では、乳・幼児会議、職員会議、福祉員会議で話し合い、職員間で共通理解を図り、重要

な変更の場合は保護者の理解が得られるよう丁寧に説明を行っています。園長は、主任と共に、各クラス

担任と連携を図り、日常の役割分担の他、プロジェクトを推進し、年間を通して保育課題の解決に尽力し

ています。 

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

ログラムを基に研修等に参加し、栄区の保育実践研修の計画に沿った「園長不在時代行保育士研修」に参

加する等、研鑽を図っています。主任は、園内研修のリーダーとして研修計画、実施を担い、園長不在時

は主体となって保育の実践にあたり、職員の業務状況を把握し、職員個々の精神面、体調等に配慮して必

要に応じて応援体制の調整を行っています。主任は、園長不在時代行保育士として園長を助け、園運営の

補助として役割を果たしています。主任は、職員一人ひとりの能力や経験に応じて助言や指導を行う等、

園長の補佐としてまとめ役およびパイプ役となり、円滑な園運営に努めています。 

 

評価分類Ⅵ－３ 効率的な運営 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の運営面における情報は、横浜市こども青少年局保育・教育人材課や栄区こども家庭支援課、園長会、

関連機関、マスメディア等から収集し、分析を行い、園運営に生かしています。情報は職員全体に周知し、

話し合い、園全体で取り組んでいます。保育所の自己評価や改善課題についても全職員で話し合い、より

良い園作りに向けて取り組んでいます。 
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平成 30 年度 福祉サービス第三者評価 本人（園児）調査結果 

 

横浜市上郷保育園 

調査日程 平成 30 年 12 月 25 日・26 日 

保育観察 保育園を調査者 2 名で訪問し、全クラスの視察、生活環境の保育観察を行いました。25 日

は、朝の登園と 1 歳児のムーブメント活動の見学、2 歳児の午睡の視察、3 歳、4 歳、5 歳

児では特別養護老人ホームを訪問し、同行して観察を行いました。26 日は、3 歳、4 歳児

の散歩に同行し、5 歳児の室内遊びの観察をしました。保育士のかかわり方、園児の様子

観察を行い、各年齢について特徴を捉えて記しています。 

 

■1 歳～5 歳の子どもの様子 

 

<登園風景> 

 

訪問日は、真っ青な空、雲一つない良いお天気に恵まれましたが、12 月も下旬、冷たい北風が吹き、とて

も寒い朝です。園の正門は園舎の西側にあり、区画整理された広い道路に面し、正門脇の歩道で登園の様

子観察を行いました。登園の交通手段は自転車や車の利用がほとんどですが、少しの間の路駐も気になら

ない環境です。車が一台止まり、祖父の運転のようで祖母が子どもを抱いて降り立ち、「おはようございま

す」と挨拶を受け、インターホンを押して、子どもを抱っこしたまま玄関へと向かい、職員の元気な挨拶

の声が聞こえます。次に電動自転車での登園です。自転車から子どもを降ろし、手をつないで正門に向か

います。お母さんと子どもが一緒に爽やかに「おはようございます！」と挨拶をし、園舎に入って行きま

す。お父さんの運転の車が止まり、子どもを抱っこして車から降り、お父さんと子どもが一緒に挨拶を行

い、お母さんが運転する車からは元気に子どもが降り立ち、笑顔で挨拶を受けます。続いてもお母さんの

運転で車が止まり、元気良く子どもが駆けて行きます。子どもが調査者の前に来て、とびっきりの笑顔で

「メリークリスマス！」と言ってくれました。今日はクリスマス、子どもたちのワクワク感が伝わるよう

な朝の登園風景でした。 

 

＜ムーブメント活動＞ 

【1 歳児】 

 

1 歳児の保育室ではムーブメント活動を行っています。栄区で推進している子ども教育の手法としてムー

ブメントを取り入れています。保育士がビーンズバック（布製スコアーマットに付く 3 種類（▲■●）の

形をした 5 色のループ生地でできたもの）をたくさん用意し、子どもたちが投げたり、運んだりして自由

に楽しく遊びます。年齢幅によって自由に子どもの発想がかき立てられ、遊びを考え出して遊べる教材で

す。1 歳児では保育士がリードして楽しく遊べるよう誘い、ビーンズバックを持って音楽に合わせてリズ

ムをとったり、保育士が「お膝の上に乗せてみて～」、「頭の上に乗せてみて～」と言うと、子どもたちも
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膝に乗せたり、頭に乗せて「できた～！」と言いながら楽しく遊びます。次は、●のビーンズバックを 3

枚重ねて「ハンバーグ～！」、「あ～おいしい！」と言って見せると、子どもたちも食べる真似をして楽し

そうです。保育士が色とりどりのスカーフが入った袋を持ってくると、子どもたちに「何色がほしい？」

と聞いて渡します。マントのように着せてあげたり、体に巻いたりして、突然、仮面ライダーやプリキュ

アのお姫さまが出来上がり、子どもたちは大喜びです。スカーフを纏いクルクル回ったり、フワフワとな

びくスカーフの動きに冬の太陽の日差しが絡み、一つひとつの動きに子どもの笑顔と共に感性が育まれま

す。活動の後は、戸外に出て遊びました。 

 

＜食事後の午睡＞ 

【2 歳児】 

 

2 歳児の保育室は、1 歳、2 歳児の異年齢で１つの保育室を分けて活用しています。1 歳児はすでにスヤス

ヤと就寝しており、2 歳児は時間差で午睡に入ります。食後はトイレに行く子どもや、パジャマに着替え

る子ども、パジャマに着替えて絵本を見ている子ども等、様々です。保育士もそれぞれに援助をしながら

個々に対応していることもあり、また、「おじぃちゃんがいる」と、パジャマに着替えた子どもたちが絵本

を持って調査者のところに集まってきました。1 人が絵本を見せて「怪獣～！」、「がぉ～！」等、絵本に

出てくるその子が興味を持つキャラクターをいろいろ話してくれます。1 歳児の午睡中の配慮、2 歳児の午

睡に入る時間を考慮して「バイバイ、またね」と手を振って他のクラスへと移動しました。 

2 歳児の 

＜散歩（異年齢）＞ 

【３歳児、4 歳児】【（ 

 

異年齢での散歩に同行しました。散歩先は「野七里第 1 公園」です。子どもたちが正門のところで並んで

いるところに合流させてもらい、一緒に出発しました。歩行では 3 歳児を内側に、4 歳児が道路側に歩い

てサポートし、住宅区画１ブロックくらいの近隣の公園に向かいます。途中、他の保育園児も同じ公園に

お散歩でしょうか、上郷保育園の青と紫の帽子と、黄色い帽子の行列ができました。公園は比較的広く、

手前に野球のグラウンド、奥には遊具のある広場あり、上郷保育園の子どもたちは広いグラウンドで遊び

ます。到着すると子どもたちはその場に座り、保育士から約束の確認を聞きます。「トイレに行くときは先

生に伝え、一緒に行きましょう」、「外の道路は車が通るので行かないでください」等、その間、グラウン

ドを１周して危険物、安全のチェックを行っていた保育士の報告により、「木の枝は持って走ると目に入っ

たりして危険です」、「１か所水たまりがあるのでそこに入りません」と注意が終わると、保育士の「それ

ではどうぞ」の声に、子どもたちは一斉に元気に走り出しました。周囲には芝生のエリアもあり、子ども

たちはそこに入り、木の枝が下に伸びている形を見て「オニの角みたい～！」と言って想像力逞しく自然

と遊びます。また、グラウンドで保育士を追いかけたり、追いかけられたり、「きゃ～きゃ～」言いながら

笑顔全開です。保育士も真剣に走って子どもたちと一緒になって遊びます。２、３人が水たまりに集まり、

木の枝で「魚釣り」を始めました。だんだん子どもたちが集まり、前へ前へと水たまりの際まで来て靴が



26 

 

濡れそうです。その内、冷たい水を触り楽しんでいます。保育士から園で魚釣りのゲームを行ったので池

に見立てて遊んでいるのでは、と教えてくれました。子どもの豊かな発想に脱帽です。３歳と４歳の子ど

もが「かくれんぼしよ」と、調査者を誘いに来ました。調査者は「おじぃちゃん、走るのはいやだよ～」

と言うと、子どもたちが手を引っ張って「おじぃちゃんがオニ！」と言って素早く木の陰に隠れに行きま

したが、おしりが見えてすぐに見つかり、「次はわたしがオニね」、「おじぃちゃん隠れて！」と言い、繰り

返し遊び、ホトホト疲れたところに他の子どもも「一緒にかくれんぼする」と言ってきて、子どもたちと

走り回ってかくれんぼをして遊び、子どもたちの体力増強と共に年期の入った調査者も鍛えてもらいまし

た。横浜市上郷保育園の子どもたちは、自然と遊ぶ中で、動き、考え、感じ、豊かな感性を育んでいます。 

 

 

＜特別養護老人ホームへの訪問＞ 

【3 歳児、４歳児、５歳児】 

 

横浜市上郷保育園の隣に特別養護老人ホームがあり、親しく交流を図り、今日は先日、入居者の方から「パ

ンダの折り紙」をいただいたお礼に幼児たちが訪問します。保育士 3 名、3 歳～5 歳児が手をつないで訪問

します。玄関前で保育士から「寝ている人もいるからみんな静かにしましょうね」と小さい声で注意を促

し、ホームの職員の方に出迎えてもらい、3 階のリビングへと向かいました。リビングには高齢者 7 名、

職員 6 名の方々が手を振ってにこやかに迎えてくれています。保育士と子どもたちが「こんにちは！」と

元気に挨拶を行い、パンダの折り紙のお礼を伝えます。そして 3 歳児のりんご組さん、4 歳児のぶどう組

さん、5 歳児のすいか組さんの子どもたちを紹介し、歌とダンスを披露しました。保育士は CD を持参し、

「きのこ」のダンスと「にじ」の歌を唄い、大きな振り付けで体全体を動かし、リズムをとりながら明る

く歌います。子どもたちの豊かな表情やかわいいダンスにホームの方々は手拍子を入れて微笑ましく見て

います。披露が終わると、ホームの方々から「ありがとうございました」、「来年もよろしくお願いします」

と挨拶をもらい、子どもたちは「良いお年をお迎えください」ときちんと挨拶をして階下に降りました。2

階のリビングには 3 人の入居者の方が寛ぎ、子どもたちが通ると「かわいい」と声を上げ、握手をしてい

ました。子どもたちは居室にも顔を出し、ベッドで休んでいる入居者の方にも挨拶をしてホームを後にし

ました。子どもたちは場所をわきまえ、お行儀良く過ごし、「楽しかったね」と口々に言いながら手をつな

いで園に戻りました。 
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＜自由遊び＞ 

【５歳児】 

 

3 歳～5 歳児の異年齢保育の中、5 歳児の保育室内での自由遊びを観察しました。子どもたちは自由にグル

ープを作って好きな遊びで遊び、一人遊びをする子どもや、絵本を読んでいる子ども、ブロックを組み立

てたり、絵パズルに夢中になっている子ども等、思い思いに遊んでいます。二人の子どもがテーブルに仲

良く隣り合わせで絵を描いていました。1 人のお絵描き帳にはたくさんの絵が描いてあり、自分で描いた

絵を指し、「わたし、これが一番かわいいの！」と言い、「どこが気に入ってるの？」と聞くと、「髪の毛の

形と色、リボンの飾り、きれいな洋服」と答え、「わたし、洋服屋さんになりたいの」と教えてくれました。

隣の子どもに「何を描いたの？」と聞くと、「のぞみとうららの絵！」、「プリキュアにでてくるの」、「うら

らは髪の毛が黄色くてリボンが茶色なの」、「わたしは黄色の髪の毛が好きなんだ！」と言い、二人の世界

観ができていました。違う絵を指し、「これは何ていうポケモンなの？」と聞くと、「わたし知ってる、あ

ぶりだよ」と教えてくれ、「かわいいから描いたの」と答えてくれました。「絵を描くのが好きなんだね」

と言うと、二人して「だぁ～い好き！」と揃って笑顔で答えてくれました。自分の好きなことが仲の良い

友だち等と集中して取り組める環境は、一人ひとりの「好き」を伸ばし、子どもの将来の可能性を広げて

います。それぞれの個性で興味に遊びを見出し、子どもの遊ぶ時間をさらに楽しくしていました。 
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【横浜市上郷保育園 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 30 年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配付世帯数（世帯数 26） 

有効回答数 37 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％）   70％ 

  

 

 

 

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

 

●利用者アンケートの特徴として、日常の保育内容の「遊び」についての項目が、保護者から『満足』を

高く示しています。『満足』と『どちらかといえば満足』を合わせて（以下、「ほぼ満足」と言う）見ると、

「ほぼ満足」については、100％を得ている項目が多くあります。『満足』が高い項目では、「子どもが戸外

遊びを十分にしているか」については、『満足』は 81％を得ており、「クラスの活動や遊び」については、

『満足』77％となっています。「ほぼ満足」での高い項目では、「クラスの活動や遊び」について、「子ども

が戸外遊びを十分しているか」について、「お子さんが大切にされているか」について、「お子さんが保育

園生活を楽しんでいるか」についての 4 項目では、「ほぼ満足」は 100％となっています。また、「園の玩

具や教材」について、「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、「感染症の発生状況

や注意事項等の情報提供」について、「お子さんに関する重要な情報の連絡体制」についての 4 項目につい

ても、「ほぼ満足」は 97％を得ています。その他の項目についても、「ほぼ満足」に関しては 8 割を超える

高い評価が得られています。 

1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

6 世帯 5 世帯 4 世帯 5 世帯 6 世帯 
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●アンケートの自由記述からは、各年齢の保護者から「先生（保育士）方同士のコミュニケーションが活

発で生き生きとした様子が伝わる」、「園の雰囲気が以前よりも明るくなった」、「子どもが子どもらしくの

びのびと活動できている」、「畑作り、外遊び等、自然とのかかわりを大切にしている保育園」、「あっとい

う間に馴染み、楽しんで通える保育園」、「いろいろな経験をさせてくれる保育園」、「先生（保育士）は良

くしてくれて、子どもを可愛がってくれるので安心して任せられる」等の多くの喜びの意見が挙がってい

ます。 

 

●『不満』および、『満足』が低い項目では、中でも「外部からの不審者侵入を防ぐ対策」についてが挙げ

られ、『不満』については 8％を示し、『どちらかといえば不満』は 12％となっています。『満足』が中でも

低い項目では、「施設設備」についてが、『満足』は 27％であり、『どちらかといえば満足』は 58％という

結果になっています。 

 

●アンケートの主な意見では、「送り迎えの時に、なかなか担任に会えないのが残念」、「運動会が雨だと室

内で行うのが不満」、「保育園の外のフェンスが古いので心配」、「お泊り保育があると良い」等の意見が挙

がっています。それぞれに関しては園から説明、周知されていると思いますが、保護者からの意見、要望

等について受け止め、営繕を含め、利用者の理解につなげられるよう、見直しを図る機会を設け、継続し

てより良い園作りへの取り組みを期待いたしております。 

 

●保育園の基本理念や基本方針についてでは、よく知っているが 23％、まぁ知っている 46％、どちらとも

いえない 8％、あまり知らない 15％、まったく知らない 8％という結果になっています。しかし、それら

の賛同については、賛同できる 46％、まぁ賛同できる 23％、無回答 31％にて、69％がほぼ賛同を示して

います。保育の根幹なる保育方針、保育目標は機会あるごとに周知を図られていますが、より一層の周知・

理解を促す工夫が期待されます。 

 

●総合的に、『満足』は 54％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 42％、『無回答』4％、『不満、ど

ちらかといえば不満、その他』は０％にて、サービスの提供について 96％が「ほぼ満足」していると捉え

ることができます。 
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利用者調査項目（アンケート） 

 

 横浜市上郷保育園 

 

 

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

問１ 

利用者調査項目 よく知って

いる 

まあ知っ

ている 

どちらとも

いえない 

あまり 

知らない 

まったく 

知らない 

無回答 

1 あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存じで

すか。 

23% 46% 8% 15% 8% 0% 

6人 12人 2人 4人 2人 0人 

 

 

賛同でき

る 

まあ賛同

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり賛同

できない 

賛同でき

ない 

無回答 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

46% 23% 0% 0% 0% 31% 

12人 6人 0人 0人 0人 8人 

 

【保育園のサービス内容について】 

問２ 入園する時の状況について  
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

3 見学の受け入れについては 42％ 46％ 4％ 0％ 8％ 0％ 

11人 12人 1人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・知っていた。 

・見学していない。 

 

4 入園前の見学や説明など、園からの情報提供につ

いては 

42％ 46％ 8％ 0％ 4％ 0％ 

11人 12人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

5 園の目標や方針についての説明には 42％ 50％ 4％ 4％ 0％ 0％  

 11人 13人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》  
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6  入園時の面接などで、お子さんの様子や育成歴な

どを聞く対応については 

54％ 38％ 8％ 0％ 0％ 0％ 

14人 10人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

 

 

7 保育園での 1日の過ごし方についての説明には 

 

54％ 42％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

14人 11人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》  

 

 

8 費用やきまりに関する説明については（入園後に

食い違いがなかったかを含めて） 

54％ 42％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

14人 11人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 
 問３ 保育園に関する年間の計画について 

      

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

9 年間の保育や行事についての説明は 42％ 54％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

11人 14人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

10 年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされ

ているかについては 

31％ 54％ 8％ 4％ 4％ 0％ 

8人 14人 2人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・わかりません。 

       

  問 4 日常の保育内容について       

     「遊び」について       

 
満足 どちらかと 

いえば満足 

どちらかと 

いえば不満 

不満 その他 無回答 

11 クラスの活動や遊びについては 

(お子様が満足しているかどうか） 

77％ 23％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

20人 6人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 
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12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 81% 19% 0％ 0％ 0％ 0％ 

21人 5人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・よく外で遊んでくれて、子どもが楽しそう。 

13 園のおもちゃや教材については(お子さんが自由に

使えるように置いてある、年齢にふさわしいかなど) 

62％ 35％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

16人 9人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

14 自然に触れたり地域に関わるなどの、園外活動に

ついては 

65％ 31％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

17人 8人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 ・遠足は自然観察の森が良かったです。 

 

 

15 遊びを通じた友だちや保育者との関わりが十分もて

ているかについては 

65％ 31％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

17人 8人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

16 遊びを通じたお子さんの健康づくりへの取り組みにつ

いては 

62％ 35％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

16人 9人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 

 「生活」について 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

17 給食の献立内容については 65% 31％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

17人 8人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・ハンバーグやとんかつ等も献立に入れてほしいです。 

 

 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 69％ 27％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

18人 7人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 
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19 基本的生活習慣（衣服の着脱、手洗いなど）の自

立に向けての取り組みについては 

65％ 31％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

17人 8人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

20 昼寝や休憩がお子さんの状況に応じて対応されて

いるかなどについては 

62％ 23％ 12％ 4％ 0％ 0％ 

16人 6人 3人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

21 おむつはずしは、家庭と協力し、お子さんの成長に

合わせて柔軟に進めているかについては 

50％ 31％ 8％ 0％ 8％ 4％ 

13人 8人 2人 0人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・入園前にはずれていました。 

・そこまで進んでいない。 

22 お子さんの体調への気配りについては 73％ 23％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

19人 6人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

23 

 

保育中にあったケガに関する保護者への説明やそ

の後の対応には 

65％ 23％ 4％ 4％ 4％ 0％ 

17人 6人 1人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・ケガについて報告はあるが、たまに報告がない時がある。 

 

 

 

問 5 保育園の快適さや安全対策については 

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

24 施設設備については 27％ 56％ 8％ 4％ 4％ 0％ 

7人 15人 2人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・他を知らないので…。 

 

 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気になっている

かについては 

58％ 35％ 8％ 0％ 0％ 0％ 

15人 9人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 
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26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

46％ 35％ 12％ 8％ 0％ 0％ 

12人 9人 3人 2人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

27 
感染症の発生状況や注意事項などの情報提供に

ついては 

62％ 35％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

16人 9人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

   問６ 園と保護者との連携・交流について       

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

28 保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの

機会については 

42％ 50％ 8％ 0％ 0％ 0％ 

11人 13人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 

29 園だよりや掲示などによる、園の様子や行事に関す

る情報提供については 

54％ 38％ 8％ 0％ 0％ 0％ 

14人 10人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 62％ 27％ 8％ 0％ 4％ 0％ 

16人 7人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・運動会の予備日を設けてほしい。 

 

 

31 送り迎えの際、お子さんの様子に関する情報交換

については 

50％ 35％ 12％ 4％ 0％ 0％ 

13人 9人 3人 1人 0人 0人 

《その他意見》 ・担任に会えないと、様子は聞けない。 

 

 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

62％ 35％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

16人 9人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》  
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33 保護者からの相談事への対応には 58％ 38％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

15人 10人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

34 開所時間内であれば柔軟に対応してくれるなど、

残業などで迎えが遅くなる場合の対応については 

50％ 31％ 12％ 4％ 4％ 0％ 

13人 8人 3人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・別の人が迎えの時、急な時は連絡ができない事もある。登録

している人なら電話なしで対応してほしい。 

 

 

 

 

 

 

問 7 職員の対応について 

      

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

35 あなたのお子さんは大切にされているかについては 69％ 31％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

18人 8人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

36 あなたのお子さんが保育園生活を楽しんでいるかに

ついては 

73％ 27％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

19人 7人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

37 アレルギーのあるお子さんや障害のあるお子さんへの

配慮については 

65％ 15％ 4％ 0％ 12％ 4％ 

17人 4人 1人 0人 3人 1人 

《その他意見》 ・わかりません。（3） 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 69％ 27％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

18人 7人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

39 意見や要望への対応については 65％ 31％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

17人 8人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 
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問８ 保育園の総合評価 

 
満足 どちらかといえ

ば満足 

どちらかといえ

ば不満 

不満 無回答 

40   総合満足度は 54％ 42％ 0％ 0％ 4％ 

14人 11人 0人 0人 1人 

《その他意見》 
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利用者家族アンケート調査結果（設問別「満足度」総合） 

（注）レーダー数値は設問別「満足度」回答率（小数点以下は四捨五入） 

調査対象園舎： 横浜市上郷保育園   横浜市栄区七里 1-2-32 

回答世帯数：37世帯中 26世帯 ＜1 歳児（6名）、2 歳児（5 名）、3 歳児（4 名）、4歳児（5 名）、5 歳児（6名）＞ 

 定員 ： 64名 調査期間： 2018/08/08 ～   2018/12/26 
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施設名： 横浜市上郷保育園          

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

 

上郷保育園は、平成 24 年度に第三者評価受審を受審して以来、今回は 2 回目の受審となりました。 

そして、平成 29 年度からは３、４、５歳児の異年齢保育が始まり今年度は、その内容の振り返り検討する時期でもありました。 

自己評価についてはまず、職員一人ひとりが評価項目をチェックし、保育について振り返りました。 

その後、6 月から 9 月にかけてミーティング、ロングミーティングや職員会議等の時間で項目を確認し意見を出し合い、上郷保育園

の保育について全職員で共通認識する作業を行いました。話をしていく中で、一人ひとりの意見を出し合い職員間で共有し再確認を

行い、職員それぞれが子どもたちの健やかな成長の為にどのようにしたらよいのか振り返り、考える機会になりました。 

このように保育についてじっくり話し合っていく過程は、私たちにとって大切な学びの時間になりました。検討課題としてあがっ

たことについては、すぐ話し合い、改善に努めて参りました。 

そして、この第三者評価受審は、私たちにとって新たなスタートとして、いただいた課題について真摯に受け止め、子どもたちが

のびのび過ごしそして保護者の皆様が安心して子育てすることができるよう職員一同、これからも取り組んでまいります。 

最後に保護者の皆様、お忙しい中アンケートにご協力いただきましたこと、心より感謝しております。ありがとうございました。 

 

 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

１．職員連携をさらに円滑に行うための、会議の持ち方検討実施 

２．幼児組の異年齢保育を行う中での、年齢別の保育環境見直し 

３．ドキュメンテーションの活用を増やし、保護者へのわかりやすい保育内容のお知らせ 

４．地域との交流、連携の強化（具体的な取り組みを提案実施しました） 

 

 

 


