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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

職員一人一人が自己評価をし、それを集め、園長、主任、
リーダ―の職員が参考にし、一体化する。

自己評価

評価調査員による評価

（実施日：2019年 10月 25日、2019年 10月 31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：2019年 8月 19日～2019年 9月 2日）

（実施日：2019年 10月 25日、2019年 10月 31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)

　当園の運営主体は、京急サービス株式会社です。開設は2004年4月で16年目を迎えます。定員は60名で、
2019年10月現在、在籍数は59名（48世帯）です。特別保育は、産休明け保育、延長保育、障がい児保育などを
実施しています。場所は、京浜急行上大岡駅から徒歩で7分程度です。園の周辺は、戸建てやマンションなどの
住宅地ですが、隣接して大きな商業施設があります。
　住宅地の中には、小・中規模の公園が複数点在し、子どもたちはその公園を利用しています。また、徒歩15分
くらいの所には大きな広場公園や消防署、バス車庫などがあります。こうした環境の中で子どもたちは伸び伸び
と過ごしています。

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：2019年 6月 20日～2019年 8月 27日）

評価方法

（結果に要した期間 5ヶ月）

京急キッズランド上大岡保育園

2019年11月29日
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《今後の取り組みに期待したい点》

　2016年～2020年度までの5か年の中・長期計画が作成されています。そこには、保育理念をはじめ地域子育て
支援、施設運営、修繕計画、安全対策、就業、人材確保の７分野で年度ごとに記載されています。ただ、7分野
の年度ごとの取り組み課題が多過ぎ、どれが重点課題、あるいは、優先課題かが少しわかりづらく感じます。
従って、単年度計画を立てる際、どの項目を記載し、実施していくかは、単年度計画や単年度事業報告を見る限
りにおいては、わかりづらくなっています。やはり、中・長期計画と単年度計画は不即不離の関係が望ましいで
しょう。単年度計画を見た際に、中・長期計画の予定がどの程度実施されているかを、職員全体で把握できるこ
とが大事です。今後は、中・長期計画の実施項目を精査し、単年度計画との整合性を図っていかれることを期待
します。

○地域支援活動や地域の子どもたちとの交流などの活動が充実しています

　港南区で実施している地域支援事業に当園は積極的に参加しています。具体的には、「小麦粉粘土で遊ぼう」
「公園で遊ぼう」という活動や、月～金曜日の育児相談などです。これらの情報は区発行の広報紙に掲載され、
それを見た地域の子育て中の親子が参加するようになっています。また、園独自では、大きな行事（夕涼み会、
運動会など）へのお誘い、子育て支援講座（パラバルーンで遊ぼう、小学校の校長先生の講演会など）を実施し
ています。近隣の系列園やほかの保育園とは、「ドッジボール交流」「ミニ運動会」などにも加わり、交流していま
す。このように地域の子育て支援の重要性を強く認識して、積極的にお手伝いをしたり、子どもたちも自分の園
の仲間だけでなく、他園の子どもたちと交流を図り、視野を広げるような取り組みを行っています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○「アプローチカリキュラム」を作成し、小学校へスムーズに接続する活動が充実しています

　小学校へのスムーズな接続を願って園長は「アプローチカリキュラム」を作成しています。このアプローチカリ
キュラムは5歳児の9月から小学校1年生の一学期くらいまでの期間を意識して作られています。具体的には学
びの基礎力という命題のもとに、3つの視点（協同的な遊びや体験、学びの芽を大切にした活動、就学への期
待）を設定し、主な活動を工夫しています。そして、港南区の「幼保小推進員会」に区内の園長と5歳児の担任た
ちが集まり、討議して具体的な活動を決めていきます。4月には「しんぱいないよ」というテーマで園の担任たちが
小学校へ行き、1年生たちにエプロンシアターや手遊びなどを披露し、安心感を持たせたり、6月には、逆に小学
校の先生が園に来て絵本の読み聞かせをしたり、秋には小学校の「秋祭り」の行事に行ったりするなど、小学校
入学へ向けてさまざまな活動を計画・実行しています。

○保護者に寄り添った「共育て」の方針で職員たちは考え、実行しています

　職員たちの客観的評価をしていくために、法人作成の人事考課があります。この考課はおおむね業績考課、情
意考課、能力考課の3分野で細かな小項目があり、園長による一次評価、法人による二次評価で実施されます。
そして、その結果が給与や賞与に連動していきます。このシステム自体は客観的に査定するようになっています
ので、職員個々は特に不満を感じることはありません。ただ、評価の結果は、職員個々に開示されていません。
人事考課の結果を説明し、本人の努力しているところ、長所などを説明するとともに、改善すればさらに良くなる
ことなども伝えることによって、職員全体の質の向上につながっていきます。園単独で決めることはできませんが
法人と話し合って、できれば人事考課の結果を数字だけでなく方向性も含めて職員たちに伝える方向での工夫
に期待します。

《事業者が課題としている点》

　認可保育園の役割の多様化に伴い保育に従事している職員に求められることも多くなっていて、園では職員の
気持ちの余裕と時間の確保を課題と捉えています。引き続き、子どもに寄り添うていねいで安心安全な保育を実
践していくとともに、園長、主任のもと、保育以外での職員間の業務連携や職員同士での意見交換、行事の見直
しを行うなど、協力体制を整えて取り組んでいきたいと考えています。また、目ざす保育理念、方針、目標の実現
のために、職員のさらなる共通理解を図り、人材育成も進めていきたい意向です。さらに、法人との連携を強め、
働きやすい職場環境や人間関係の構築、職員のメンタルフォローなどにも努めていきたいと考えています。

●人事考課の結果を何らかの形で職員に開示していくことを期待します

　廊下に大きな絵本ラックを置き、数多くの絵本や図鑑などを入れ、「貸し出し図書」を行っています。それぞれの
本の表紙裏にカードを入れ、保護者は子どもと好きな本を選び、1週間の期間借りられるようになっています。ま
た、「おかえりなさいボード」を各クラスに設置し、今日の保育の活動などを細かく担任が記録し、お帰りの際に保
護者に見てもらうようにしています。さらに、給食のサンプルケースには、乳児食と幼児食の見本があります。こ
のように、保護者には子どもたちの園での活動を細かく知ってもらうように、園長たちは考え、できるだけ保護者
に寄り添う保育園にしていきたいと願っています。
　利用者調査では、「どの先生も、子どもはもちろん保護者に対しても温かい雰囲気で接してくれます」「貸し出し
図書をはじめ園と親とのかかわりを大事にされています」といった声が数多く聞かれます。

●中・長期計画と単年度計画の整合性を図っていくことを期待します
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京急キッズランド上大岡保育園

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と全体的な計画等の作成 A

　園の保育理念は「家庭的な雰囲気の中で、こころ、からだ、えがおを育てる」です。園長は年度初めに園の保
育理念・方針・目標について理解を深めるために具体的な言葉を使って、人が作る環境の大切さや園が子ども
にとって家庭の次に安心できる場所であってほしいと職員に説明しています。保育の理念は明文化され、ホー
ムページ、パンフレット、入園・進級のしおりに記載されています。理念や基本方針は毎年の入園、進級説明会
で重要事項説明書を使って保護者に説明しています。行事開催時の挨拶の際にも保育のねらいとして伝えて
います。職員は基本方針を理解したうえで指導計画を作成し、日々の保育を行っています。
　全体的な計画は、保育所保育指針の改定に伴い、系列7園の園長が話し合って骨子になる部分を作りまし
た。計画の中では地域の状況や取り組みについて、園の独自性を出しています。園では幼保小、近隣園との
連携、季節に合わせた行事の開催、子育て支援事業に力を入れています。港南区は幼・保・小連携の取り組
みが盛んで、地域グループの交流や園長会でのエリアミーティングも開催され、エリアごとにネットワーク保育
士がいるため園同士のかかわりも密になっています。園の利用者はフルタイム勤務の核家族が多く、保育時
間も長めです。保護者には入園説明会や園便りで園の取り組みや全体的な計画の骨子を説明しています。
　全体的な計画に基づき、年齢ごとに指導計画を作成しています。指導計画を作成する際は、子どもの発達に
応じた援助やかかわりを通じて心の成長をはぐくむ基盤となるように、各年齢の指導内容が連続的なつながり
を持ちながら展開されて行くように、配慮しています。職員は子どもが安心して自分の気持ちを表現できるよう
に、無理強いせず、子どもたち一人一人の思いを大切にします。保育室ではおもちゃの棚に、おもちゃの写真
を貼り付けて片付ける際の目安にしたり、イラストで一日の保育の流れを絵カードにして掲示したりして、子ど
もがわかりやすいように工夫しています。園長は子どもたちの達成感と経験値が大切だという考えのもとに、
職員を指導しています。

評価領域Ⅰ　子ども本人の尊重
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評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　 A

　入園する子どもと進級する子どもの両方の保護者に対して説明会を開催しています。説明会の際に保護者
と相談しながら面接のスケジュールを調整します。期間は1週間ほどですが、すべての保護者と面接していま
す。食物アレルギー対応が必要な場合は、栄養士も同席します。面談は園長、主任、担任、栄養士、保護者で
行いますが、その際には子どもを同伴してもらい、待っている時の様子、親子関係などを観察します。面接の
内容や持参してもらった書類、母子手帳の記載内容は、面談シートと利用申請書に記録します。書面に記録し
た以外の個別の配慮事項や保護者の要望などは職員会議で話し、3月末までには職員全員が情報共有しま
す。
　入園時の保護者説明会で、短縮保育を希望する保護者に説明を行い、その後の面談で就労状況、復職の
時期や子どもに応じた対応をすることを伝えています。短縮保育の期間はおおむね2週間から3週間ですが、
個別に短縮保育カレンダーを作って実施します。0、1歳児では担当職員を決めて、受け入れ後から3か月程度
は同じ職員が担当します。おしゃぶりやタオルなど子どもが心理的なよりどころとする物の持ち込みを許可して
います。0～2歳児では連絡帳を使って、子どもの食事や午睡、生活の様子を伝えています。進級する際の担
当職員の配置は1月をめどにして決め、担任は新年度担当する保育室に顔を出して、在園児と馴染みながら
新年度を迎えています。
　年齢ごとに月間指導計画、週案を兼ねた日案があり、園独自の書式で作成しています。月間指導計画は0～
2歳児、3～5歳児が共通書式となっています。また、保育メモ、0歳児保育日誌、個人月案、記録も独自書式に
して、職員の負担を軽減しています。月間指導計画を作成する際は、複数の担当職員で作成した原案を主任
と園長が確認し、助言します。指導計画を見直す際はクラスミーティングを行って子どもの発達について検討
し、持ち回りで記載した内容について主任がコメントし、必要な課題の検討や加筆を行った後に園長の承認を
得ています。保護者とは日常の送迎時だけでなく、希望がある場合は面談を行って意向を聞き、対応できるも
のは反映しています。
　0歳児では、職員は子どもの表情や泣き方、指先の動きや目の動きに合わせて言葉かけをします。個人差の
大きな時期なので、子どもの発達の仕方や好みに応じて、体の動きや心理的欲求を受け止め、その時の子ど
もの状態に合わせます。子どもの心身の発達に応じて次にできるようになってほしいことをクラスミーティング
で話し合い、計画を作成します。子どもたちの生活空間である保育室は毎日3回、専用の掃除機で掃除し、食
事の度に拭き掃除も行います。おもちゃは棚に置いて、子どもが好きなものを取れるようにしています。保護者
とは送迎の際の会話や連絡帳での報告で子どもの様子を伝えあい、園と家庭での生活が円滑に引き継がれ
るようにしています。
　1歳児では少人数のグループになり、その子どもに合った介助やリズムにあった動きをするよう努めていま
す。外に出た時はフラフープや体操、室内では巧技台で遊んだり、トンネルを作ったり、段差の上り下りなどで
全身運動をしています。2歳児では自分でやりたいという子どもの気持ちを大切にして、行動を支援していま
す。1、2歳児とも探索活動が活発になってくるので、遊ぶ場所では危ないものは片づけ、安全な状態にしてか
ら遊び始めるようにしています。2歳児近くになると物の取り合いなどのトラブルの発生も多くなるので、職員は
子どもに相手の気持ちを伝えながら、声かけをして遊ぶ場所を変えたり、注意がほかのものに向くようにしたり
しています。
　3歳児では外での活動を中心にボール遊びやフラフープ、ケンパ、室内ではお絵かきや知育ブロックを使った
遊びを楽しみます。4歳児では花や昆虫と触れ合いながら簡単なルールのある遊び、室内では椅子取りゲー
ムやフルーツバスケットなど、ルールを共有して友だちと楽しめるような遊びをします。5歳児では行事が中心
の生活となるので、自由時間の中では好きなことを楽しめるように、友だちと協力して一緒に活動し、一つのこ
とをやり遂げていけるように配慮しています。職員は3歳児では相手がどう思っているのか考えるようになり、4
歳児では自分と相手の距離感に気づき、5歳児では相手の気持ちを思いやることができるようになってほしい
と考えています。
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　月間指導計画は園独自の書式で、0～2歳児まで同じものを使います。発達上の課題が見られたり、特別な
配慮が必要である場合は個別指導計画を作成し、クラスミーティングで話し合います。園長は月間指導計画や
週案の振り返りを読んだ後、付箋を使ってコメントを記入し、職員に子どもの発達の状態や、目標に対する計
画が妥当であったか、次月の計画に振り返りをどう生かすか指導します。クラスミーティングでは定期的に子ど
もの様子を報告しますが、日々の保育で気づいた点を朝礼時に伝えあい、計画の変更につなげる場合もあり
ます。個別指導計画を見直した場合は保護者に、送迎時や連絡帳で伝えたり、個人面談の際に説明したりし
て同意を得ています。
　保育所児童保育要録は子どもたちが進学する小学校の担任が来園した際に、担当職員が一人一人の子ど
もたちについて話したうえで手渡ししています。事情によっては郵送の後、電話連絡で確認するケースもありま
すが、半数以上の子どもが進学する小学校の担任とは面談して、ていねいに引き継ぎを行っています。ご利用
申請書、経過記録、相談記録などは法人共通の書式に子どもの成長発達を記録しています。子どもの記録は
定期的に加筆され、クラスミーティングで共有した後、職員会議で全職員が情報共有します。子どもの全体像
や子どもを取り巻く環境、保護者の援助も含めて必要な申し送り事項は担当職員が記録し、要望に応じて転園
先の保育所に伝達します。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力 A

　保育所の内・外とも清潔に保たれています。清掃は2歳児までは朝と夕方の2回行いますが、必要に応じて職
員が汚れたと感じたときに行います。食物アレルギーのある子どもがいるクラスは食事やおやつの後も掃除機
をかけ、拭き掃除をします。0歳児と食物アレルギーのある子どものいるクラスを掃除する掃除機は専用のもの
を使っています。子どもが口を拭くタオルは園で使い捨てのものを用意しています。シーツの交換は週に1度で
保護者が持ち帰って洗濯します。0歳児の遊具は午睡時に消毒し、ぬいぐるみなど洗えるものは洗濯機で、そ
のほかのものは消毒液で拭き掃除したり、日光消毒したりしています。保育室には温湿度計と次亜塩素酸ナト
リウム消毒噴霧器、冬季は加湿器を置いて湿度調整しています。
　0歳児の部屋に沐浴設備があり、シャワー室が併設されています。温水シャワーは園内に4か所設置されて
いて、6月から10月まで全年齢の子どもが温水シャワーを使って遊びの後の汗や汚れを落としています。法人
共通のマニュアルにおむつかぶれ防止のためのおむつ替えの手順があり、マニュアルを壁に掲示しています
が、園ではマニュアルの手順を実施する前に温水で洗浄を行います。また、医師与薬の指示がある場合に
は、指示書に従って薬の塗布を行います。職員は温水シャワーの使用頻度が高い夏季には、シャワーの使用
後に必ず清掃と消毒をするとともに清掃チェック表に記録を残して、衛生管理を行っています。
　パーテーションを利用して空間を仕切り、小集団保育が行われるようにしています。0歳児では部屋を比較的
細かく仕切り、ほかのクラスの子どもが出入りしないように配慮しています。1、2歳児では遊びの種類によって
場所を作ったり、2か所に分けたりします。4、5歳児は自由活動の時間は同じ空間で、友だちと好きなゲームを
して遊んでいます。スペースの問題から1歳児以上の保育室は食事をした後、拭き掃除を行って清潔を保つよ
うにしています。食事と午睡の場所は重ならないようにして、機能別の空間を確保します。子どもたちは朝と夕
に2歳児、4歳児のクラスで異年齢交流していますが、午前の遊びの時間や公園などの外遊びでも一緒に活動
したりしています。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A
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　苦情受付担当者は主任、苦情解決責任者は園長です。法人共通の「皆様の声」という用紙を毎月保護者に
配付し、日々の保育で気づいたことや、要望などを書いて、声のお便り箱に投函してもらうように呼びかけてい
ます。用紙は毎月集まった数や内容を確認し、集計して記録を残しています。保護者には重要事項説明書を
使って、苦情受付の手順や解決方法を説明しています。懇談会では出席した保護者一人一人に、子どもに関
する要望にどのようなものがあるかを聞き、会議録を作成します。園の廊下にはご意見ポストも設置していま
す。園の玄関には重要事項説明書を置くとともに、横浜市福祉調整委員会のパンフレットを掲示しています。
  法人共通のマニュアル「クレーム（苦情）対応」では、苦情を申し立てられた際の対処の仕方、注意すべき点
について書き、園長をはじめとする職員が、苦情申立人と誠実に向き合うように指導しています。園では第三
者委員と定期的に連絡を取り、運営の状態を報告するほか、運営委員・保護者会など必要に応じて連携しま
す。受け付けた苦情は、園長と主任が解決策を講じ、職員会議で全員に周知したうえで、今後同じような苦情
が発生しないように話し合いを行います。法人に報告する必要があるものは迅速に連絡を取ります。過去の苦
情やトラブルは「相談記録表」に記載され、年度末に時系列に整理し、蓄積されています。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 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 A

　子どもの個別指導計画を作る際は、クラスミーティングの中でケース会議を行って、内容と取り組みを振り返
り、まとめます。その後、複数の職員で次月の計画を検討し、子どもの特性を理解した計画を作るようにしてい
ます。子どもに対する対応を一貫させるために、よこはま港南地域療育センターの協力を得て、同じ書式で個
別指導計画を作成しています。担当職員はよこはま港南地域療育センターで行われる研修や横浜市の外部
研修に参加し、障がいへの理解を深めるとともに、職員会議で発表して情報共有できるようにしています。支
援計画や関係関連技術援助などの共有が必要な情報は記録され、個別にファイリングされていつでも確認で
きるようになっています。
　園舎の構造上、完全なバリアフリーになっていません。園では少しずつ、例えばトイレの改修など、安全な環
境整備に配慮しながら施設を改修してきました。今後も港南区のこども家庭支援課と連携しながら、障がいの
ある子どもの受け入れをしていきたいと考えています。法人の事業部にも相談しています。障がいのある子ど
もの保護者の同意を得たうえで、よこはま港南地域療育センター、こども家庭支援課、地域の保健師から必要
な助言を得ています。子どもたちは障がいのある子どもを自然に受け入れ、助けながら一緒に生活していま
す。園長は保護者同士のコミュニケーションの取り方が難しいと感じる時もありますが、どちらの子どもにも職
員が平等に接していることを伝えて理解を求めています。
　年に2回以上行っている園内研修で、虐待が重大な人権侵害であることやその類型、早期発見のポイントを
職員全員が学習し、グループワークを行って周知しています。職員は日々の視診や着替えの際に虐待が疑わ
しいと感じた場合は、主任または園長に報告します。園長は必要に応じて写真撮影などの指示をして、報告の
内容を確認します。虐待が明白になった場合には速やかに港南区のこども家庭支援課や、横浜市中央児童
相談所に連絡します。園長は登園の際、保護者が子どもを膝の上に載せて体温を測ることを勧めたり、少しで
も時間を割いて、保護者と子どもが触れ合える余裕を持てるよう声かけしたりして、保護者との信頼関係を作
ることを心がけています。
　アレルギーのある子どもについては、かかりつけ医からの診断書を基に園長、主任、栄養士の三者で「アレ
ルギー児対応一覧表」を作ります。法人共通のマニュアルのアレルギー児対応手順書に準拠して対応を行っ
ていますが、園独自の取り組みとして「アレルギー対応食日誌」を作成し、その日のアレルギー食対応につい
て、全職員が朝礼時に確認できるようにしています。食器、トレイは専用とし、食札と色で識別したアレルギー
シートをトレイに敷いて配膳します。保護者にはアレルギー除去食のメニューを配付するとともに定期的に連絡
を取り、子どもの除去食内容に変更が生じているかどうかを確認します。調理担当職員は定期的に横浜市の
開催する研修に参加し、知識や情報を取得しています。
　外国籍の子どもを受け入れる場合は港南区のこども家庭支援課と連携し、生活習慣やタブーについて十分
な事前相談を行ってから受け入れることにしています。園では文化や慣習の違いを尊重しながら、子どもが快
適に園生活を送れるよう、保護者と相談しながら個別の配慮を行っています。連絡帳を書く際は、必要に応じ
て通訳ボランティアに依頼します。法人では今後、自動翻訳機を導入することを検討しています。5歳児には世
界の図鑑で子どもの出身国などの気候や文化を伝え、それ以下の年齢の子どもには世界地図が書かれたパ
ズルを使って説明しています。今後はラウンジ交流（帰国子女との交流）などの地域活動などにも参加したいと
考えています。
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京急キッズランド上大岡保育園

A評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　おもちゃは、どの保育室も取り出しやすいように種類ごとに低い棚に収納されています。それぞれのおもちゃ
が、どこに入っているかわかりやすいように写真が貼ってあり、子どもたちが自ら選びやすく、片付けもできるよ
うに工夫されています。0、1歳児は振ると音が出るおもちゃや柔らかいものなど感覚で遊べるものを用意し、2
歳児は友だちと一緒に遊ぶままごとセットなど、3歳児からはルールのあるゲームを用意するなど、子どもの発
達や年齢に合わせています。パーテーション、敷物でコーナーを作って、好きなことでじっくり遊べる空間、時間
を設けています。一斉保育以外の朝夕の時間は自由時間となっており、子どもたちが思い思いのコーナーで
自由に遊んでいます。
　子どもたちのやってみたい気持ちや、おもしろそうと思う興味を見逃さず一人一人の発想を大切にしていま
す。子どもたちからの問いかけがあった時には一緒に考えるようにして、子どもの興味を膨らませるような保育
を行っています。一斉保育の時間には、子どもたちの「～したい」という気持ちを大切にしながら、年齢に見合っ
たルールを作り、言葉がけや遊具を用意するなど援助をしています。お楽しみ会のお芝居などの配役も、でき
るだけ子どもたちで決めるようにしています。園では、5歳児クラスになると西遊記を演じることが恒例となって
おり、年下の子どもたちは年長クラスになったら西遊記を演じることに憧れを持っています。
　正面門扉から玄関までのスロープにはプランターに草花が植えられ、事務・医務室の入り口付近には観葉植
物があります。子どもたちはニンジンの葉を水栽培したりして生長を学んでいます。また、昆虫を飼育している
クラスもあります。散歩先では虫など生き物を探すなど探索を楽しみ、園の図鑑で調べて虫の食べ物などを知
り、虫に合ったエサをあげないと死んでしまうことなど、生き物の命の大切さを学んでいます。散歩時には交通
ルールを守り、近隣の人と挨拶をしたり、お泊り保育の時には近くのスーパーに買い物に行くなどして、自分た
ちが生活している地域を知るきっかけにもなっています。
　3歳児からは個人のお道具箱が用意されています。廃材は子どもたちの活動の様子を見て職員が用意して、
自由に使えるようになっています。2月に行われる「造形ひろば」では、3～5歳児の共同製作や、子どもたちの
作品を展示する機会があります。日常の保育の中でも、手遊びや盆踊りなど、表現遊びの活動をしています。
訪問調査時には運動会で自分たちが踊ったダンスの曲を歌ってくれました。日常的にも自分の好きな曲を職
員にリクエストしてCDをかけてもらったり、ピアノで演奏してもらうなどして、子どもたちは体で表現をしていま
す。歌や絵、造形などの体験を通して、子どもたちは自分たちの気持ちを伸び伸びと表現しています。
　3歳児以上の子どもたちのけんかの場合、担任はけんかをしているどちらの子どもの気持ちも肯定的に受け
止め、なぜけんかになったのか、子ども同士で納得して解決できるように見守っています。職員は、子どもの行
動の写真を見て、どのようなことが考えられるか、そしてどのような言葉かけや対応をすれば良いかについて
研修を行い、子どもたちの状況、心情に配慮した対応を心がけています。異年齢の取り組みとしては、土曜保
育や散歩のほかに、運動会、造形ひろばでの共同製作などでも交流があります。職員は、子どもが話しかけ
やすいように声の大きさや穏やかな言葉使いを心がけ、同じようにスキンシップも大切にして、子どもとの信頼
関係を築いています。
　お散歩マップがあり、子どもたちの活動に合わせて公園の距離、遊具の種類などを決めて出かけています。
散歩に出かける時は、暑さ、紫外線防止として帽子をかぶっています。散歩、水遊び、プール遊びの際は熱中
症指数を見て実施しています。園では子どもたちの安全に配慮して、遊具に危険個所があるなど、外出時に気
づいたことを園に帰った時に事務所入り口にて「お散歩コース特記事項」として記載しています。害虫の情報、
設備不備があった場合は修理をどこに依頼し、その後どうなったかなど経緯も記して職員間で周知していま
す。また、子どもの体調によっては一緒に屋外活動をしないこともあります。その時は職員と一緒に室内で本を
読んだり、静かな遊びをしています。

評価領域Ⅱ　保育の実施内容
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A評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　食事では完食を強制することはしていません。子どもが自分の食べられる量を知ることを大切に考えていま
す。食器の片づけは3歳児後半から始め、4歳児は小さいものをトレイに乗せて席に運び、5歳児は食事すべて
を乗せて席に運んでいます。年間の年齢別、月ごとの食育計画が栄養士、園長のもと作成され、食材に触れ
たり、栽培やクッキングなどを行っています。いつも「嫌い」と言って食べない食材も、自分で育てたりすることで
食べられる子どもも見られます。乳児の授乳は冷凍母乳にも対応しています。授乳は子どものペースで、抱っ
こをして子どもの様子を見ながら言葉をかけています。離乳食も子どものペースで、そしゃくの様子を見ながら
進めています。
　「今の時期に一番おいしい旬の食品を知ってもらいたい」と栄養士は考えています。そして、旬の野菜に触れ
たり、観察できる機会を持てるように園長と相談して年間の食育計画を作成しています。給食は天然出汁のう
まみを使い薄味で提供しています。行事食は、食物アレルギーのある子どもも同じ形態、食材の物が食べられ
るように、アレルゲンとなる素材を使わない配慮をしています。行事にちなんだ形や色どりを考えたメニューの
提供や飾り付けをしたり、ランチョンマットを使ったり、お別れバイキングではビビンバを自分たちで盛り付けた
り、クリスマスもバイキング形式にするなど、食事の雰囲気を楽しめるようにしています。食器は高度強化磁器
とメラミンを使い子どもたちの成長に見合った食具を用意しています。
　献立は2週間サイクルで作成しています。残食調査を実施して子どもの喫食状況を把握するとともに、献立会
議では各クラスからの意見、子どもの食が進まなかったであろう原因などを話し合い、子どもが食べやすい食
材の切り方や味付けなどを検討しています。栄養士は子どもたちの食事の様子をクラスごとに見て回っていま
す。特に乳児は食材の切り方などに注意して個々の喫食状況を把握するようにしています。酢のものが提供さ
れた時、残食がほかの物に比べて多かったので、酢を甘酢にかえて提供したところ残食が少なくなりました。ま
た、ヒジキ、切り干し大根などのサラダを煮物にするなど、子どもたちがおいしいと感じてもらえるように工夫し
ています。
　毎月、月末に献立表を配付しています。献立表には、「熱と力になるもの」「血や肉や骨になるもの」「身体の
調子を整えるもの」「そのほか」など、3色の食品群に分けて食材を掲載しています。また、給食便りを発行し、
旬の食材の紹介や献立作成、健康と食事の関係などのアドバイスを載せています。毎日、給食の乳児食、幼
児食のサンプルを廊下に置き、保護者が園で提供している食事に関心が持てるよう配慮しています。保育参
加の時には栄養士が保護者からの質問に答え、アンケートを実施し、味付けや子どもの喫食状況を見てもらっ
ています。園の事務・医務室前にレシピを置き、保護者が自由に持ち帰れるようになっています。
　午睡のときには子どもの顔色が見える程度に少し室内を暗くしています。0、1歳児クラスでは、担任が子守唄
を歌いながら抱っこやおんぶをするなど、子どもの好む眠り方を見つけています。午睡の前には子どもの気持
ちが落ち着くような絵本の読み聞かせを行っています。子どもたちには。体を休める時間であることを伝えてい
ます。集団の中で眠れない子どもには、その子どもが落ち着く環境や場所を提供できるようにしています。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分おきに呼吸と体勢をチェックしていま
す。5歳児は就学に向けて、 その時の子どもの発達に合わせて、年明けあたりから午睡時間の調節をしていま
す。
　トイレットトレーニングでは、子ども個々の排尿間隔を把握して排泄に誘うようにしていますが、トイレに行ける
年齢になったら自己申告で、行きたい時にトイレに行けるようになることを基本としています。保護者には個人
差があることを伝え、また保護者の意向をよく聞いて、家庭と連携しながら個々の発達状況に合わせて対応し
ています。これらの情報はクラスミーティングや職員会議で共有されています。子どもが排泄が上手にできた
時や、自分から知らせた時は、職員は褒めてトイレが嫌な場所にならにようにしています。また、お漏らしをした
子どもにはお漏らししたことが悪いことと感じないように、手早く着替えを手伝って子どもの自尊心や羞恥心に
配慮した対応をしています。
　長時間保育では、親と離れていることでストレスを感じないようにスキンシップも大切に考えています。おも
ちゃは譲り合って使うものではなく、一人でも十分遊べるものを、個々に使えるようなものを用意しています。保
育室内は牛乳パックで作った仕切りなどで小さなスペースを作り、寝転がったり、リラックスできる空間を作るよ
うにしています。時間的に異年齢の交流もあり、年上の子どもが年下の子どもに合わせて遊ぶなど、思いやり
の気持ちをはぐくんでいます。 お迎え時間が18時30分以降は間食、19時以降の希望者には夕食を提供してい
ます。引き継ぎ表に子どもの状態、保護者に伝えることなどを記載して連絡もれのないように努めています。
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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】

　健康に関するマニュアルがあります。職員は 受け入れ時に、保護者に子どもの体調、けがの有無などの確
認をするなど、マニュアルに沿って実践しています。既往歴については入園時の記録や日々の会話で把握し、
さらに事務・医務室には食物アレルギー、既往症、預かり薬のある子どもの一覧表があり職員に周知していま
す。子どもが熱を出した時には保護者に連絡し、子どもは事務、医務室で休ませて、保護者と降園後の対応に
ついて話し合っています。歯磨きは歯が生え始めたころ、歯ブラシを口に入れることから始めています。年2回
の歯科健診では歯科衛生士が歯磨き指導を行い、歯の大切さを伝えています。
　内科健診は年1回、歯科健診は年2回、身体測定は毎月実施しています。3～5歳児は尿検査を年1回、3、4
歳児は視力、聴力検査を年1回行っています。健康診断や身体測定の結果は健康診断の記録に記載し、入園
から卒園までの健診の結果が一目でわかるようにしています。内科健診前には、保護者から園医に質問した
いことがあるか聞いています。健康診断、歯科健診の結果は園医から当日保護者に手紙で伝えられていま
す。園医は健康診断時に持ってきてもらう母子手帳をもとに予防接種の有無を確認し、必要な予防接種を記
載して保護者に伝えています。園医とは、子どもがけがをした時の受診科の相談や感染症対策などについて
アドバイスをいただくなど、連携を図っています。
　感染症への対応に関するマニュアルを用意しており、登園停止基準や感染症予防、感染症などの疑いが生
じた時の対応について記載されています。重要事項説明書には感染症対策についての項目があり、感染症発
症時の登園の目安を入園説明会などで保護者に説明しています。感染症の流行時期には保護者へ園便りや
保健便りで知らせ、理解を深 めてもらえるよう配慮しています。保育中に発症した場合には、事務、医務室で
対応して保護者の迎えを待ちます。園内で感染症が発生した場合には、保育室の移動、活動内容に配慮し、
保護者には情報を玄関に掲示し、注意喚起をしています。感染症に関する情報は行政、園医などから得て、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あり、水回り、おもちゃ、遊具、砂場など園舎内外の清掃の方法や消毒に使
用する薬剤についての取り扱いの記載があります。緊急対応マニュアルには嘔吐処理の記載がされていま
す。マニュアルは随時見直しを行い、改定時には職員に周知しています。さらに、園独自の手順書、ルールを
掲示して職員間で共有し、確認表にチェックをつけるなどして園内は清潔な状態が保たれています。おもちゃな
どの消毒も毎日行っています。嘔吐処理の備品はクラスの間にある各トイレ、事務、医務室、廊下に設置さ
れ、感染症の流行する時期には、園内で嘔吐物の処理などについて研修を行っています。
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A

A評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　園の安全管理に関するマニュアルには、事故対応と災害時、緊急時の対応について記載があり、職員間に
周知しています。家具の転倒防止は園でも行っていますが、月1度、法人の「安全パトロール」があり、客観的
に施設内を見て事故につながりそうな箇所をチェックし、改善に努めています。子どもの午睡時には呼吸チェッ
クを行い、プール活動では監視員を配置しています。保護者の緊急連絡先は複数箇所を聞き取るほか、災害
時に伝言ダイヤルとインターネットを介して保育園の情報を確認できる仕組みになっています。毎月、地震と火
災を想定 して避難訓練を実施しています。園にはAEDがあり、職員は救急救命法の講座を順次受講していま
す。
　近隣の医療機関の一覧表を事務室に用意しています。保育中の小さなけがでも保護者に報告して、お迎え
の際に、まず担任の不注意について謝罪し、けがの状態、けがに至った状況を説明しています。受診の際に
は保護者に確認をしてから病院に行きますが、緊急時は園の判断で対応することについて保護者から承諾を
得ています。直接担任から報告できない場合にも引き継ぎ表に記載し、保護者に伝え、園日誌にも記載してい
ます。事故が起きた場合には事故報告書に記載し職員間で再発防止の対策などについて検討し、全職員に周
知しています。事故の報告は系列７園で共有され、自園に置き換えて対応できるように努めています。ヒヤリ
ハットも法人に提出し集計されています。
　緊急時の対応マニュアルに不審者対応について記載があり、職員に周知しています。門扉はICカード対応で
管理しています。事務、医務室からは門扉から玄関までの通路が見え、職員はインターフォンで対応して、園
のカードをもっていない親類、知人が子どものお迎えに来た場合は、必ず保護者に確認することを徹底してい
ます。警備保障会社と提携し、24時間防犯カメラが作動し警備を行い、園内外の様子は事務所内のモニターで
見ることができます。園では、年1回不審者対応訓練を子どもと一緒に実施し、港南区の連絡協議会に入会
し、不審者情報は行政、警察署、保護者から得ています。これらの情報は園内に掲示して保護者にも伝えてい
ます。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　職員は入園の際に保護者と面談して確認した呼称に「ちゃん」または「くん」をつけて、子どもの名前を呼んで
います。子どもに話しかける時は、なるべく静かに、穏やかなトーンで話しかけるように心がけます。全国保育
士会の「子どもを尊重する保育のために」をテキストにして園内研修を受け、子どもの発言や気持ちを受け止
め、受け入れることが大切であると学んでいます。また、毎年グループワークを行って子どもの人権について
学び、保育の中でどのように生かしていくかを話し合っています。子ども同士のトラブルに対しては、子ども一
人一人の個性に合わせた方法で、子どもたち自身が解決できるように、見守ることを基本にしています。
　子どもが一人になりたい時は、職員自身が間に入るなど他者の視線から子どもを遠ざけるようにしていま
す。子どもが廊下などで一人で過ごしたいと思っている時はドアを開けて、遠くから見守ります。家具をはさん
で隣り合ったクラスの職員は声をかけ合って、子どもの様子を観察しています。パーテーションやマットを使っ
てコーナーを作り、子どもはその中で小集団になって遊んでいます。おねしょの対応をする時は、ほかの子ども
にわからないようにそっと片付け、クラスの職員には声を出さずに伝えて、子どもをトイレに連れて行きます。絵
本コーナーが各クラスと廊下にあり、子どもは自由遊びの時間に好きな本を手に取って読んでいます。
　法人共通のマニュアルに、個人情報の取り扱いについてのガイドラインを記載しています。職員は法人の実
施する研修を受け、個人情報の取り扱い方について学んでいます。保護者には重要事項説明書に記載すると
ともに、4月の懇談会で説明し、了解してもらいます。個人情報を記載した書類は、施錠できるキャビネットに保
管し、鍵を管理する担当者を決めています。法人には個人情報の保管期間の規定があり、規定に従って保管
した情報を廃棄する際はシュレッダーまたは専門業者に頼んで溶解処理を行っています。会議の際に個人名
など、プライバシーを考慮しなければならない場合は、識別が困難な場合を除いてイニシャルを使うようにして
います。
　日常生活では、子どもたちは男女で入り混じって遊んでいます。行事や運動する際に服装の形を指定するこ
とはありますが、それ以外は好きな色、好きな形の服装で登園してもらいます。運動会やお楽しみ会も男女別
にすることはしていません。下駄箱や出席簿は月齢順としています。現在は父の日や母の日を行事として残し
ています。しかし、今後は保護者の様子や家庭構成を考えて配慮していくことにしています。人事異動は法人
で行いますが、園長と主任はいつでも男性職員が入職できるようにしています。職員はクラスミーティングや職
員会議の際に、男女の役割を固定的にとらえた話し方をしないように、お互いに注意しようと話し合っていま
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、パンフレットや入園のしおりに明記しています。入園説明会では入園のしお
りに沿っ て説明し、子どもを中心として保育を進めていく方針を保護者に理解してもらえるようにしています。
在園児の保護者には、年度末の保護者懇談会において、次年度の体制や方針について伝えています。また、
行事ごとにアンケートを実施し、行事が保育理念に基づいたものであることへの理解をしてもらえているかその
回答から把握するようにしています。 園便りには、月ごとの養護、教育のねらいを記載して、クラス便りにはク
ラスごとの月の目標などを記載し、園の保育方針について保護者に理解してもらえるよう努めています。
　各クラスごとに「おかえりなさいボード」があり、そこには養護、5領域に基づいた今日の活動の様子、内容を、
写真、文章でわかりやすく紹介した「生きる力につながる今日」という活動の記録があります。そして、お迎え時
に、保護者にその日の子どもたちの様子などを伝えています。連絡帳を使って日々のやり取りをしています
が、その子どもだけのエピソードを必ず伝えるようにしています。個別面談は年２回実施しており、面談日は保
護者の希望日を聞いて実施しています。保護者会、懇談会は土曜日に行い、その際には子どもたちの作品を
見せるなどして成長の様子も伝えています。成長の記録として、園での様子をアルバムにしてプレゼントしてい
ます。
　保護者からの相談は、内容をほかの人に聞かれないよう空いている部屋などで行い、プライバシーに配慮し
ています。 相談は、子どもの送迎時の会話や連絡帳を通して担任保育士が受けることが多いですが、相談内
容は園長、主任に報告し、助言を受けたりしています。必要に応じて、担任だけでなく園長や主任が相談に立
ち会うなど複数で対応しています。相談内容は相談記録簿に記載し、育ちにかかわることは経過記録に記載
し、必要に応じて会議などで全職員に周知し、フォローするようにしています。 継続して相談に応じることが必
要な場合は、職員間で周知して対応に努めています。また、職員から声をかけるなどコミュニケーションにも配
慮しています。
　毎月、園便りを1日、クラス便りを15日に発行しています。2週間の間をあける事で、できるだけ新しい情報を
保護者に伝えられるようにして、月の目標や子どものエピソードなども掲載しています。保健便りや給食便りも
発行し、健康や食について伝えています。日々の活動の様子は、クラスごとのおかえりなさいボードに「生きる
力につながる今日」を文章、写真などを用いて伝えています。保護者懇談会は年２回実施しています。年度末
の懇談会で次年度の体制や保育方針について伝えています。日ごろ保育士が撮影している子どもの写真は、
業者を通して年3回販売するなどして、子どもたちの日常の様子が保護者に伝わるように努めています。
　毎年、年度初めに年間行事予定表を配付し、保護者が予定を調整し行事に参加しやすいよう配慮していま
す。また、毎月の園便りでも月の予定を知らせています。保育参加はクラスごとに日にちを決めて実施する場
合と、4日間の日にちを決めて自由に参加できる場合があります。6月の保育参加では、試食会を行い、保護
者は絵本を読むなど子どもたちの日ごろの活動を一緒に体験しました。園での子どもの様子を見る良い機会と
なっています。これ以外の日にも保護者の仕事の事情などを考慮して受け入れをしています。園では、事前に
日程と、内容について記載したご案内を配付し、出欠を把握し、出席できなかった保護者には資料を渡すなど
して内容を伝えています。
　運営委員会の集まりでは園を使用していただいています。保護者からの、卒園アルバムを作りたいので園の
施設を使用したいという要望には応えています。法人の方針で卒園式後の保護者主催の謝恩会などへの出
席は職員は控え、保護者が作成した子どもの記録映像を見せていただく程度の参加としていますが、保護者
の自主的な活動には園は快く場所を提供するなど、今後もコミュニケーションをとりながら協力していく姿勢を
示していきます。職員は日常の会話などのコミュニケーションから保護者との信頼関係を築けるように努めて
います。
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京急キッズランド上大岡保育園

A

A

　園の前にある掲示板で、当園の行事について地域へお知らせし、参加を呼びかけています。具体的には運
動会や夕涼み会などがあります。そのほか行政から来たポスターなどは、地域の方々にも知っておいてほしい
ものは掲示してお知らせをしています。当園で行っている育児相談については、港南区の地域子育て支援事
業の広報紙に月～金曜日まで行っていることが掲載され、外の掲示板でも毎日実施していることをお知らせし
ています。ただ、地域の方々はこういったお知らせを見て相談のため来園されるよりも、園見学や行事への参
加時に相談されることが多くあります。なお、当園の情報は、近隣の小学校や地域の運営委員をされている方
に園便りをお届けしています。
　警察署、消防署、小児科、内科、外科などの各病院、よこはま港南地域療育センター、児童相談所、区役
所、市役所など関係する機関については、「緊急連絡先一覧表」を作成し、事務所に掲示しています。何か
あった場合は、事務所に事務員が常駐していますが、どの職員も迅速に対応するようにしています。各関係機
関との窓口は園長や主任が担当しています。関係機関の中でも消防署には、救急救命法の指導を受けたり、
系列園との合同避難訓練の際に消火訓練や煙体験などの指導を受けたりしています。警察署からは不審者
訓練や不審者情報などの協力があります。なお、港南区からは福祉に関する最新情報を得ていますので、そ
れらについて園長や主任は職員に伝え、各自理解するように努めています。

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

　港南区では子育て支援事業として地域支援も行っています。その中で年4回機関紙「保育園に遊びに来ませ
んか」を発行し、港南区の保育園の地域支援の活動を紹介しています。当園においても、育児相談や子育て
支援講座（小麦粉粘土で遊ぼう）などのご案内をしています。また、そういった活動の中から、あるいは園見学
に来られた方々から、子どもの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。園長や主任はその
ような質問にていねいにお答えするとともに、地域の方々の要望にはどういうものがあるのかなどを把握する
ようにしています。そのほか、主任や職員は他園との交流を通じ、子ども同士の触れ合いとともに地域の情報
を交換し、検討会なども行っています。
　地域の子育て支援については園長と主任が担当者となって進めています。年度末にはその年の地域支援に
ついて話し合い、次年度につなげています。園では近隣園（4、5園）とも互いに行き来して交流しています。ま
た、「保育園に遊びに来ませんか」という港南区の事業を通して、地域の子どもとの交流も行っています。この
ほか「子育て支援講座」を年１回開き、在園児と地域の子どもたちが一緒に遊ぶ催しも行っています。昨年は
「パラバルーンで遊ぼう」という企画で、小さなパラバルーンを使って遊びました。大変好評を得ましたので、今
年度も引き続きこのテーマで企画が進んでいます。子育て支援講座は、過去には「手作りで遊ぼう」「小学校の
先生から就学後のお話を聞く」などといったテーマで実施しています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を生かした相談機能

評価領域Ⅲ　地域支援機能
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京急キッズランド上大岡保育園

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

　「夕涼み会」「運動会」などの行事は外の掲示板にポスターを貼り、地域の子どもたちへの参加を呼びかけて
います。自治会からは、地域の自治会館にお年寄りが集う際に子どもたちに来てもらい交流をしてほしいとの
要請がありますので、実施する予定になっています。また、中学生や高校生が体験ボランティアに来たり、小
学校の先生が園に来て子どもたちの様子を観察したりしています。さらに、小学校の先生に「エプロンシア
ター」で使うものを貸し出したりもしています。地域との交流については、商店に出かけ、お泊り保育の際に必
要な食材を子どもたちが買ったり、栽培用の苗を買ったりしています。苗を購入する際に、お店の人から育て
方を教えてもらうなど親しく交流をしています。
　子どもたちは地区センターに行ったり、いろいろな公園に散歩に行ったりするなど地域の社会資源を活用して
います。また、日常的に散歩に出かけた際、地域の方々と挨拶を交わし親しく触れ合っています。近所のスー
パーマーケットにも買い物に出かけます。そのような関係の中で、近所の方々が子どもたちを温かく見守ってく
れていることを職員たちは感じています。小学校や近隣保育園とは交流を通して触れ合っています。なお、園
は京急電鉄の系列ということもあって、5歳児は勤労感謝の日に最寄りの駅を訪問し、駅長からお話を聞いた
り駅の中を見学させてもらったりしています。そのほか、近所の家のクリスマス飾りが素晴らしいので見学に
行ったり、その家の人をクリスマス会に招待したりして親しく交流しています。

A

A

　園のリーフレットは港南区役所に置かせてもらっています。また、港南区の「子育て支援拠点はっち」という施
設にもリーフレットを置かせてもらっています。さらに、港南区が作成している広報紙（その中に当園の情報も
入っている）を最寄りの駅中にある系列の京急百貨店の「ハグ・クミ・パーク」という広場に置き、園情報をポス
ターにして紹介しています。そのほか、市が所有している港南区の保育園情報（当園含む）について、地域の
子育て情報誌への掲載許可に関する同意書の依頼があり、同意し提出しています。園はホームページやリー
フレットなどで園の情報（理念や保育方針・保育目標、保育内容、保育園の一日、延長料金、系列園の紹介な
ど）を近隣の方々に伝えています。
　園の見学希望者については、園長や主任が担当しています。見学希望者から電話で問い合わせがあった際
は、希望日を聞いて調整し、日程を決めています。そして、リーフレットをもとに見学および説明しています。見
学時間は、子どもの活動を見てもらいたいので午睡時間を避け、午前中は10時から、午後は15時からそれぞ
れ30分ほどで見学、説明を行っています。見学に来られない方で園の詳細を知りたい方には、電話でリーフ
レットの内容をお話しするとともにホームページのご案内もしています。なお、見学時の対応は、園長・主任の
ほかに数名の職員が対応できるようにしています。

評価分類Ⅳ－２ 保育所における福祉サービスに関する情報提供

評価領域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

　ボランティア受け入れについての文書があります。希望者は事前に来られますので、そこで、担当の主任が
オリエンテーションを行っています。その際、「心構え」という文書を配付しながら、保育現場に入る際の姿勢
（言葉遣いや身だしなみなど）、保育に関すること（積極的に聞く、疑問点は質問、記録するなど）、子どもに関
する事（子どもと積極的かかわる、子どもと共感するなど）、義務（守秘義務、人権尊重、性差の差別など）と
いったことなどをていねいに説明して理解を図っています。保護者には、園便りや掲示（本人同意のもと顔写真
付き）でお知らせしています。終了後は感想文などをいただきますので、参考になることが書いてあれば、職員
会議で取り上げます。
　実習希望の学生には事前にオリエンテーションを行い、担当の主任が園の決まりやルールを詳しく伝えてい
ます。また、「実習生のしおり」という文書を作成しています。そこには、効果的な実習をするためのポイント、各
年齢の子どもの発達と主な特徴、かかわり方と年齢に伴う危険などを簡潔に記載しています。実習生はその
文書で事前に要領を把握し、実習に入ります。基本的に10日間程度ですが学生によって異なります。主任や
担任は実習の実践を毎日振り返り、気付きやアドバイスを伝えています。保護者には実習生の顔写真（本人
同意）を掲示してお知らせしたり、園便りでもお知らせをして協力を仰いでいます。園長は、実習生は将来の保
育士となるので、大事に触れ合って実習で少しでも身につくようにしていくことが大事と考えています。
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京急キッズランド上大岡保育園

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　系列各園で人材の補充などの要望をまとめ法人に報告します。法人では要請を受けて人材採用を実施しま
す。採用では法人の部長、人事部担当者、持ち回りの園長が面接をします。試験は実技、そのほかＳＰＩ診断
などです。配属が決まった後は、法人の初任者研修後配属先の園長が指導をしていきます。人材育成につい
ては園長や主任が行いますが、研修そのものは法人作成のものと、園が計画する外部研修、園内研修などが
あります。キャリアパス研修計画を作成し、それを含んで計画的な研修計画が作成されています。なお、職員
は個々に自己評価を実施しています。そこには本人の年度の目標、考察がありますので、それに基づいて園
長面接を行い、アドバイスや指導が行われています。
　職員の資質、専門性の向上のために必要な研修計画が作成されています。法人で行う採用時の新任研修
のほかに経験年数によって各分野の研修があります。このほか、園においては園長が担当となり行政や保育
関係機関による外部研修の計画を立て実施しています。本部及び自園を含めた研修についてはキャリアパス
研修も含めて個人研修計画表が作成されています。そして、研修後は報告書を作成するとともに職員会議で
発表しています。このほか、横浜市の保育フォーラムや他園の公開保育に積極的に参加しています。次年度
は当園が公開保育園になります。なお、園内研修は年間計画表を作成し、毎月、職員会議の中で実施してい
ます。具体的には、避難訓練の反省、衛生管理、保育計画の振り返りなど実際の保育に直結するテーマが多
くあります。
　法人作成の「京急キッズランドマニュアル」の冊子は職員のみならず全ての非常勤職員にも一冊ずつ配付し
ています。また、2か月に1度、園長、主任出席の「非常勤会議」を職員会議の前に実施しています。さらに毎月
の職員会議には非常勤の職員も出席しています。園内で働く職員は全て、同じ情報、同じ保育方針で保育を
行ってもらいたいとの園長の考えのもとに実施しています。非常勤職員の実際の業務については、主任がシフ
ト調整をしながら決めています。研修についても職員同様に参加してもらっています。当園は常勤も非常勤職
員も区別していませんので、職員間のコミュニケーションも良く、全員で子どもたちの保育を行っています。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は個々に「保育士の自己評価」を行っていて、そこで振り返りも行っています。そのほか、「保育所の自
己評価」を実施しています。そこでは、保育目標、保育について、日程、行事について、経営・組織、研修・研
究、情報について、施設・整備、出納、開かれた保育所作りといった柱で、それぞれ数項目ずつあり、その項目
ごとに４段階評価及び意見・改善策を記していきます。また、系列園や他園の良い事例、例えば運動会の種目
や運営の流れ、生活発表会の展示の仕方、内容など、良い事例を自園に取り入れるようにしています。従って
園長は職員に積極的に他園を参観するように勧めています。また、法人の合同研修会に外部から講師を招い
て職員全体が指導を受ける機会があります。最近では災害について専門の講師による勉強会を持ちました。
　各種指導計画、保育日誌、自己評価など職員が実践をしたことを記録する書類は決まった書式になっていま
す。保育の計画において、年間指導計画では年間4期に分けた評価・反省、月間指導計画は前月の反省を踏
まえて次の計画作成をするというように、一定の振り返りをクラス内で行い実施しています。それらは、当初立
てた目標に沿った保育になっているかどうか職員会議でも話し合いながら進めています。なお、職員個々の自
己評価がありますので、そこでも個人の保育の目標や振り返りなどを行う機会があります。その振り返りなど
については園長の面談を通してのアドバイスがありますので、職員はそれらを参考に資質向上に努めていま
す。
　保育士の自己評価は、横浜市作成のものを活用しています。構成は、保育理念、子どもの発達援助、保護
者に対する支援、保育を支える組織的な基盤の大項目で各々いくつかの項目があり、4段階評価と項目ごとに
具体的な取り組み及び考察を記載するようになっています。個人別の自己評価の結果は園長と本人が面談で
話し合います。園の自己評価についてはクラス担任ごと、あるいはグループごとなど、その年度によって手法
は違いますが、複数の目を通して行っています。そして職員会議で話し合い、結果を「○○年度の自己評価の
結果について」という形で、理念や保育の計画、大切に取り組んできた保育、行事、地域の声・取り組みととも
に「今後に向けての課題」という形に集約して記載した文書を玄関前に掲示して、保護者にお伝えしています。

A

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A
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B評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持

　人材育成に向けた研修体系を作成するとともに給与や昇給に関する人事考課表も作成されています。人事
考課は業績考課、情意考課、能力考課の大項目の基、貢献度や規律性、協調性、環境分析力、計画立案力、
実行力、検証、改善力などの中項目があり、各10項目ずつの小項目で構成されています。また、階層別になっ
ており、一次評価は園長、最終評価は法人が行っています。なお、園長面談がありますので、そこで提案があ
れば積極的に提案をしていくこともできます。この人事考課制度が機能していますが、職員個々に考課結果が
知らされることはありません。今後、何らかの形で開示し、本人が納得のうえで保育に取り組めるような制度の
導入を期待します。
　人事考課表は、経験年数や役職による階層別に実施する様式になっていますので、その該当する人事考課
の項目が、その職員に対する期待水準になっています。職場内には園長のほかに主任やリーダーなど各担当
がいますので、それぞれの業務はできる限りその直属の責任者の範囲で実施するように園長は職員会議で話
しています。その際も、直接指導する担当の判断を優先するために、適切な判断ができるよう保育の質を高め
ていくことが大事と園長や主任は考えています。また、年に一度「満足度調査」（労務、人間関係、コミュニケー
ションなどの柱）を行い法人や園長、主任は職員の意向を把握するとともに、さらに6月頃に主任、9月頃に園
長が職員面談をしています。
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京急キッズランド上大岡保育園

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

　園の理念・基本方針・保育目標はリーフレットや玄関前にわかりやすく掲示しています。また、「全体的な計
画」の中にも冒頭に記載があります。従って、職員は十分に理解をしています。また、保護者も毎日玄関前の
掲示を目にしています。法人の研修でも最初に理念の確認をしています。3月、4月の職員会議では、園長が、
保護者に配付する「入園のしおり」をテキストにして、冒頭の理念から始めて最終の項目まで説明をしていま
す。このような取り組みにより、理念のみならず、保護者への具体的な対応、及び保護者に知ってもらいたい
情報を、職員全員がしっかり把握するようにしています。
　園舎の改修工事や行事の変更など、保護者にとって重要な案件は、お知らせの文書や園便りなどで伝えて
います。案件によっては、臨時の「運営委員会」（園関係者のほかに地域の代表、保護者代表がメンバー）を開
催し、変更の理由、経過などをていねいに説明しています。また、園長、主任、栄養士、調理員など異なる部門
の職員で「給食会議」を毎月開催し、よりおいしい給食の提供を目ざしています。園長、主任、事務職員の三者
でも不定期に会議を開催し、会計について法人や役所に提出する書類、日常の庶務業務などの打ち合わせを
して、大切なことが抜け落ちないように努めています。
　主任の仕事は、園長の補佐をするとともに、保育の指導、あるいは職員の勤務状況の把握など、園運営の
要になる重要な役割を担っています。従って保育のみならず園運営や組織など全般的なマネージメント能力が
要求されます。法人の主任者研修、キャリアパスの研修でもマネージメント項目などが組み込まれています。
主任はそのような研修や園長のアドバイスにより、現在、主任として、スーパーバイザーとして、活躍していま
す。職員の勤務についても、主任は勤務シフトを作成し、職員のワークライフバランスを考えています。また、
主任による個別面談も実施していますので、個々の職員の状況が把握でき、普段と違う様子が見られた時は
相談に応じ、助言をするなどの配慮もしています。

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　法人の研修や外部研修で「コンプライアンス」のテーマで法令順守の大切さを職員に伝えています。また、全
国保育士会倫理綱領があり、職員の倫理について園長が話をしています。就業規則にも職員の服務について
不正、不適切な行為をしないことが記されています。なお、「コンプライアンス指針」についての法人作成のカー
ドを職員一人一人が携帯しています。他園での不適切な事例、例えば職員による虐待が疑われる行為やプー
ルでの事故などについて職員会議で話をしたり、日常的にも園長や主任が口頭で伝えたりして、自園ではそう
いうことのないように努めています。なお、園の情報については外の掲示板や港南区の広報紙で地域の方々
に積極的に情報を提供していますが、園にかかわる損益など経営状況については開示されていません。
　重要な行政との話し合いについては園長が率先して務めています。会計や事務に関しては事務職員が常駐
していますので、日常的な会計処理は園長許可のもとに事務職員が実践しています。各担任は、リーダー格
の職員のもとクラス内のことは自主的に判断して行い、必ず、主任に報告をする形になっています。また、行事
の係、マニュアルの係など、各係が担当する内容については各係の責任のもとに行い、実施後に振り返りを行
い、職員会議で報告をしています。内部監査については、法人の経理、人事、ＣＳＲなど各職員が来園して行っ
ています。外部監査については、法人委託の税理士の目を通して見ていただき改善につなげるようにしていま
す。
　ごみ減量の一環として、牛乳パックや段ボール紙などは製作に利用したり、空きキャップの資源回収などに
取り組んでいます。エコ対策として職員が水筒を持参することや、保育室の電球や災害時の懐中電灯のＬＥＤ
化などを実施しています。そのほか系列園同士で互いに不要になった物品の交換、再活用をしています。法人
としても資源のリサイクルとして、京急電鉄グループですので使用済みの切符を再利用してトイレットペーパー
に再生させる活動を数年来実践しています。また、門扉から玄関までのスロープに植栽をし緑化の取り組みを
行っています。朝顔のグリーンカーテンなど数年来取り組んでいますが、なかなか上手にできないということで
した。現在、法人に環境についての取り組みの新しいポスターを発注しており、届き次第掲示予定です。

評価領域Ⅵ　経営管理
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B評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　保育園に関係する子どもの事故、子どもへの職員による虐待、閉園、散歩の際の死亡事故など、保育園の
運営に直接かかわるような情報は法人や新聞などから収集し、その原因や対応などを把握して、そのようなこ
とのないように職員会議で話をしています。直近の台風に関しては世間に甚大な被害をもたらしたことを受け、
職員の出勤できる状態の確認、園児・保護者の安全対策、園舎の状態などを確認して対応していくことを職員
会議で話し合いました。このように安全対策に関しては、行政からの注意喚起を踏まえ、法人と密接に連携を
しながら対応していくことを、職員会議を通して共有しています。
　中・長期計画は2016年度から2020年度までの5か年計画で策定されています。計画の柱は、保育理念、地域
子育て支援、施設運営、改修計画、事故・安全、就業、人材確保の７つの柱で、年度ごとに具体的に記載され
ています。ただ、中・長期計画の案件が単年度計画に降ろされているかどうかについては、単年度計画を見る
限りでは判然としません。やはり、中・長期計画と単年度計画は整合性を持って作成されると、職員も理解しや
すいでしょう。なお、次代の保育運営については、法人でも園でも新たな仕組みについて検討し、系列園の園
長会で模索を重ねています。また、健全な園運営のために、税理士のアドバイスにより改善をしていく取り組み
は整っています。
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第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを中心に、観察調査を実施しました。また、幼
児とは会話の中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

【０歳児】

【１歳児】

【２歳児】

  朝、保育室に入り子どもたちに「おはようございます」と調査者が言うと、「おはようございます」と返事をしてくれ
る子ども、保育士に「おはようございますだよ」と言われて恥ずかしそうに笑う子ども、みんな元気に遊んでいま
す。活動の後、食事の準備ができると、保育士が「さあ、ご飯にしましょう」と声をかけました。子どもたちは自分で
読んでいた本を片づけるなどテキパキと行動しています。給食の歌をうたって、いただきますをしました。パンが
主食で、保育士が子どもたちのパンの上にシチューを乗せてあげると、自分でも同じようにやってみたいと、シ
チューの具材を乗せて食べてる子どもが増えてきました。大きい具材を乗せられたことを保育士に見せると「上
手にできたね、これはジャガイモかな」と言われ、嬉しそうにしています。
　食事が終わり、歯磨き、手洗いが終わり着替えをすると、廊下で紙芝居が始まりました。機関車の話です。子ど
もも一緒に「シュッシュッ」と言うと、1人の子どもが紙芝居を指さして「これ知ってる、速いんだよ」と言いました。保
育士が「あら、知っているの、そうだね、速いよね、速い速い」と言うと、ほかの子どもたちも「速い速い」みんな夢
中になり、紙芝居に集中しています。午睡時は保育士が子どもの背中をトントンしたりしながら子どもの様子を見
て、時々寝ている姿勢を直すなどしています。保育士は子どもがさりげなく職員に触れる時にも「どうしたの〇〇
ちゃん」と相手を認める言葉がけをして、視線を子どもに合わせ手を握り、子どもが安心できるようにしています。

  ブロックを組み合わせて、汽車の形を作ったり、車の形を作ったりして、走らせて遊んでいます。反対側のス
ペースには、ジグソーパズルで遊んでいる子どもたちがいます。それぞれの子どもは好きな絵柄のパズルを手
にして、型の中にはめ込んでいます。ひとしきり遊んだ後、みんなで廊下に出ます。職員が出してくれた絵本を思
い思いに手に取り、床の上やひざの上において、開きます。
　訪問日は健康診断の日でした。お医者さんは事務室の奥の椅子に座って、子どもたちが入ってくるのを待って
います。「こんにちは」「お名前は？」と、はにかむ子どもに向かって微笑みながら、子どもの名前を確認した後、
聴診器を当てて呼吸音を確認します。まずは胸側。先生が頷くと、職員が子どもの体を動かして、背中側を向け
ます。診察が終わると、母子手帳を確認しています。「はい、いいですよ」の声かけとともに、子どもと先生はハイ
タッチ。その後、保育士と一緒に事務室を出ます。下で待ちながら嬉しそうにジャンプしている子ども、おとなしく
待合室代わりのスペースで椅子に座って待っている子ども、退屈してしまった子どものために再度出された絵本
を読み続けている子どもたちがいます。全員の診察が終わると、高架下の園庭に出て、思い思いの遊びをしてい
ます。フラフープを回している子ども、ミニバケツを手に提げて走っている子ども、バケツとシャベルを手にして保
育士のそばに行き、遊ぼうと促す子ども、「何やってんの」と寄ってくる子ども。あちら側の砂場では、砂をミニバ
ケツ一杯に入れて、ひっくり返してケーキを作っています。「お砂糖かけてあげようね」職員が富士山の形をした
砂のケーキに白い砂をかけています。

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

  0歳児の部屋に入ると、サークルと手作りのトンネルがあります。子どもたちがサークルの中で少し粘着性のあ
るテープを床に置いて拾ったり、投げたりして上手に指先を使い遊んでいました。なかなか取れないものでも熱
心に集中して、じっとテープを見つめながら真剣な表情で挑戦しています。取れると保育士に見せに行き「よかっ
たね、ほかのはどうかな」と言われて嬉しそうにほかの物にも挑戦しだしました。みんなで遊んでいるのとは別
に、保育士が「行ってきまーす」と段ボールの箱を車に見立てたものに子どもを1人乗せて、廊下を使って乗り物
遊びをしています。「ただいま」という保育士の声が聞こえると、身を乗り出して自分も乗りたいとアピールする子
どもがいます。降りたくないと泣く子どもに職員は「楽しかったね、次は〇〇ちゃんだからね、また後でね」「〇〇
ちゃんお待たせしました」と言って次の子を乗せていました。
　食事前の本の読み聞かせは、保育士が話の内容が伝わるように身振り、声色を交えて子どもたちに本を読ん
でいます。擬音は子どもたちにとっても楽しいのでしょう、体をゆすったり、一緒に声に出したり、身を乗り出して
絵本を指でさすなど楽しんでいる様子が見られました。食事の時は保育士が子どもに「おいしいね、アムアムして
ね」と声をかけ、子どものペースに合わせて声をかけながら介助していました。午睡の時はおんぶ、抱っこ、横に
なっている子ども、職員はその子どもがリラックスできる体勢に合わせています。職員は子どもの様子をチェック
して乳幼児突然死症候群予防に努めていました。
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　5歳児も4歳児と同様に「お楽しみ会」に向けて、楽器演奏の練習です。今日が初めての練習です。担任たちが
模造紙にかいた楽譜を見せて、説明をします。その楽譜は、トライアングル、タンバリン、ウッドブロックの打楽器
ごとに、それぞれの楽器を打つ間隔が歌詞に合わせて記されています。その大きな紙にかかれた３枚の楽譜ご
とに、グループに分かれて、まずは歌いながら、打つところ、休むところの練習です。担任の保育士は2名で分担
しながら指導です。
　「歩こう、歩こう」という子どもたちの大好きな歌ですので、みんな乗り気です。保育室内で3か所に分かれて間
の取り方をしばらくそれぞれ練習していました。原因はわかりませんが、1人の子どもが活動を放棄していまし
た。そこで、1人の保育士がその子どもに、ていねいに向き合って話しかけ、仲間に入るように働きかけていまし
た。
　しばらくして、保育士が「今日は初めてなので、うまくいかなくてもいいんだよ。だんだん上手になるからね」と話
し、さらに、「今日の最後に、先生がゆっくりピアノを弾くから、それに合わせて練習して終わりにするよ」と言って
ピアノを弾きました。もう一人の保育士が指導しながら、タンバリン、トライアングル、ウッドブロックのチームごと
に一生懸命、模造紙を見ながらたたいています。なかなか初めてにしては上手です。「お楽しみ会」が楽しみで
す。
　給食を一緒に食べました。5歳児クラスはとってもお話が好きなようです。評価調査者にも、「どこから来たの」
「生まれた星座はなに」「ぼくのお姉ちゃんの干支は何か、あてて」など嬉しい、困った質問が次から次へと飛び
出しました。

　今日から来月行う保護者参加の「お楽しみ会」に披露する劇遊びの練習です。保育士は「今日が初めてなの
で、少しずつやろうね」などと声かけをして始めます。題材は「三匹のこぶた」です。大きな二つ折りの段ボール紙
を家に見立て、2人の子どもがオオカミ役をし、ほかの子どもたちは数人ずつ、わらの家、木の家、レンガの家を
作る役のこぶたたちです。保育士は、「さあ、こぶたさんたちはわらの家を作っていますよ」と話すと、こぶたたち
は「わらの家を作ろう、サッ、サッ、サッ」と歌いながら作ります。そして、段ボール紙をわらの家に見立て、わらの
家にこぶたさんたちがかくれます。ここまで保育士が指導し、ていねいに見本を見せます。そこに、オオカミ役の
子どもたちがきます。保育士は、「こんなところにこぶたがいるぞ、しめしめ」と、オオカミが言うセリフを見本に言
いながら「なんだこんな家、ふうっ、ふうっ、ふうっ」と吹きかけて飛ばします。こぶたたちはキャア、キャア言いな
がら逃げまどいます。こうして、オオカミは木の家も同様に飛ばし、レンガの家で吹き飛ばせなくなり、煙突から入
り、鍋でお尻をやけどし、退散。この一連の繰り返しの動きを、保育士がセリフを言い、子どもたちが復唱し、練習
をしています。子どもたちはワーワー、キャーキャー言いながら喜んで取り組んでいました。保育士は、「今日は
初めてなのに、みんな上手にできているよ。これから、もっともっと上手になるよ。今日はここまでにしようね」と
言って終わりました。子どもたちはみんなとっても楽しそうです。このような繰り返しの単純なお話は、わかりやす
くて、子どもたちにも人気があるようです。

【３歳児】

【4歳児】

  健康診断が終わった3歳児は、4、5歳児の部屋に行って遊んでいます。知育ブロックと呼ばれるおもちゃが人気
です。重ねた形の中にアニメのフィギュアを入れたかと思うと、壊してしまいます。ブロックを重ねて塔のようにし
ている子どももいます。隣のスペースでは高精度異方性磁石が入ったプレートの玩具を重ねたり、組み立てたり
している子どもがいます。アニメのフィギュアがたくさん入っている箱を大切そうに手にして一つ一つ取り出してい
る子どももいます。みんな、何かしらの形を作る遊びに夢中です。職員が作りかけた知育ブロックに手を出して、
「やりたい」と言って続きを作らせてもらっている子どもがいます。作ることに飽きた子どもは園庭に出るためのす
のこの上に出て、遊んでいる子どもたちを見ていました。
　遊びが終わって、手を洗ったら食事の時間です。子どもたちは「いただきます」「どうぞ召し上がれ」と声を合わ
せて挨拶し、食べ始めます。今日のメニューはお野菜肉みそ丼、わかめとキュウリの酢の物、お麩のすまし汁で
す。スプーンを手に取って、かかっている肉みそを口に入れて嬉しそうにしている子ども、汁椀にスプーンを入れ
て美味しそうに飲んでいる子ども、職員の膝の上にのせて貰って、混ぜた肉みそとご飯を口に入れてもらってい
る子どももいます。「大きいバッグ、なくなっちゃった」職員に声をかけている子どもがいます。食事が終わってデ
ザートの梨が配られ始めました。梨を両手でつかんで食べて、Tシャツを濡らしてしまった子どもは、職員に「パ
ジャマに替えよう」と声をかけられてうなずいています。「梨だった」と、一口食べた子どもが声を上げていました。

【５歳児】
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京急キッズランド上大岡保育園

■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園する時の状況

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 8月 19日  ～  2019年 9月 2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： 48 回収数： 31 回収率： 64.6%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が24人（77.4%）、「どちらかといえば満足」が
7人（22.6%）で合計31人（100.%）でした。

　自由意見には、「子どもの一人ひとりのメンタル、生活環境をしっかり考えて先生方が動いて
いるので安心して預けられています」「どの先生方も、子どもにはもちろん保護者に対しても温
かい雰囲気で接してくれる点が良いです」「情報連携もしっかりされています」「全体的に保育
士の質が良いと思います」「個別にきめ細かく対応してもらえます」「感染症の対策がしっかり
されています」など園への信頼と感謝を寄せる声が多く見られました。

　項目別に見ますと、とても満足度が高い項目として「問2④ 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」「問7② 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」「問2② 入園前の見学や説明など、園からの情報提供については」「問4生活
① 給食の献立内容については」他6項目で100.0%の保護者が「満足」または「どちらかといえ
ば満足」と回答しています。

結果の詳細

園の保育目標・保育方針の認知

よく
知っている

まあ
知っている

どちらとも
いえない

あまり
知らない

まったく
知らない

問１で「よく知っている」、「まあ知っている」と回答した方のうち

保育目標や保育方針への賛同
賛同できる

まあ
賛同できる

どちらとも
いえない

あまり
賛同できない

賛同できない

無回答

19.4% 71.0% 0.0% 9.7% 0.0% 0.0%

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

82.1% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

その他： 「見学しておりません」というコメントがありました。

②入園前の見学や説明など、園から
の情報提供については

80.6% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①見学の受け入れについては
77.4% 16.1% 3.2% 0.0% 3.2%

その他：

③園の目標や方針についての説明に
は

77.4% 19.4% 3.2% 0.0% 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

83.9% 16.1% 0.0% 0.0% 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）

77.4% 19.4% 3.2% 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

64.5% 35.5% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：
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問3 保育や行事の年間計画について

問4 日常の保育内容について

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
望が生かされているかについては

45.2% 35.5% 9.7% 6.5% 3.2% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

58.1% 29.0% 12.9% 0.0% 0.0%

その他： 「その他」の理由コメントはありませんでした

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：

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

51.6% 41.9% 3.2% 0.0% 3.2% 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）

67.7% 32.3% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：
「園庭ではよく遊ばせていただいていますが、お散歩の機会が少ないと思います」
というコメントがありました。

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

64.5% 32.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2%

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

48.4% 25.8% 22.6% 0.0% 3.2% 0.0%

その他：
「最近の安全管理の難しさもあるのかもしれませんが、お散歩の機会が少ないと思
います」というコメントがありました。

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

54.8% 35.5% 6.5% 0.0% 3.2% 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

71.0% 25.8% 3.2% 0.0% 0.0%

その他： 「よくわからない」というコメントがありました。

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

74.2% 25.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
80.6% 19.4% 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

64.5% 35.5% 0.0% 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

71.0% 25.8% 3.2% 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

67.7% 25.8% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「実施していません」というコメントがありました。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

80.6% 16.1% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0%

⑤おむつはずしは、家庭と協力し、お
子さんの成長に合わせて柔軟に進め
ているかについては

64.5% 16.1% 9.7% 0.0% 9.7%

「おおむね満足だが、けがをさせた側の保護者には知らせないルールとなってお
り、相手が不明のままとなる」というコメントがありました。

その他：
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問5 園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

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：
「先生方の工夫によってかなり克服されているかと思いますが、保育スペースが若
干狭いです」というコメントがありました。

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

45.2% 41.9% 9.7% 0.0% 3.2% 0.0%

①施設設備については
41.9% 48.4% 3.2% 3.2% 3.2%

その他： 「よくわからない」というコメントがありました。

③外部からの不審者侵入を防ぐ対策
については

51.6% 35.5% 9.7% 3.2% 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

71.0% 19.4% 9.7% 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

67.7% 29.0% 3.2% 0.0% 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

64.5% 29.0% 6.5% 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

61.3% 29.0% 9.7% 0.0% 0.0% 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

41.9% 48.4% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

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

64.5% 19.4% 3.2% 6.5% 6.5% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

⑥保護者からの相談事への対応には
48.4% 51.6% 0.0% 0.0% 0.0% 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

54.8% 41.9% 3.2% 0.0% 0.0%

「そのような対応になるような残業をしていない」というコメントがありました。

その他：
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問7 職員の対応について

問8 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

83.9% 16.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①あなたのお子さんが大切にされて
いるかについては

80.6% 19.4% 0.0% 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

64.5% 22.6% 3.2% 0.0% 9.7% 0.0%

その他： 「我が子はアレルギーがないのでわからない」という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

71.0% 22.6% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

22.6% 0.0% 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

77.4%

⑤意見や要望への対応については

61.3% 35.5% 3.2% 0.0% 0.0%
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事業者からの意見

　京急キッズランド上大岡保育園では、今年度が３度目の第三者評価受審となりました。第三者評価
を受審し、改めて認可保育園としての役割と責任を認識する機会となりました。
　ご利用者様及び働く職員に対するアンケートでは、日々の運営や保育園に対するさまざまなご意見
やお褒めの言葉があり、より良い保育運営を継続するための貴重な評価と受け止めることができまし
た。
　また、日々の保育について、全職員で自己評価を行うことで、個人個人の保育者の振り返りと今後
の具体的な課題を見い出すことができました。
　目指す目標にむかって新たに取り組んでいきたいと思います。
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