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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 8月 27日～2019年 11月 8日）

評価方法

（結果に要した期間 5ヶ月）

フレール保育園

2020年2月7日

　フレール保育園は横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅から徒歩6分程のところにある、社会福祉法
人春明会が運営する定員49名の園です。0歳児から5歳児まで温かい家庭的な雰囲気の中で生き生きと元気に
成長しています。フレールとはフランス語で「兄弟」という意味です。「子どもたちみんなが、兄弟のように助け合
い、互いに成長してほしい」という願いが込められています。周囲は戸建住宅が並び、公園も多い閑静な住宅街
で、徒歩15分圏内に公園が5つ、20分圏内に4つあります。育児講座や交流保育など地域の子育て支援にも力を
入れています。 当園は平成29年4月開所で、産休明け保育、延長保育、障がい児保育、一時保育などを実施し
ています。開所時間は平日7時～20時、土曜日7時～18時、休園日は国民の休日および祝日、年末年始となって
います。「よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ・・・」と理念にあるように、食育を大切にし、提供する食事にも大変力を入
れています。調味料は無添加のもの、米や野菜などの食材は国産のものを可能な限り使用しています。

施設の特色、施設のよい点・改善すべき点などの総括
＊施設の理念を踏まえながら、施設全体としての特徴を総合的に示すとともに、特によいと思われる点、また
は、より質の高いサービスの提供のために、工夫すべき点・改善点などについての総括を以下にご報告いたし
ます。

利用者本人調査

（実施期間：2019年 10月 3日～2019年 10月 17日）

（実施日：2019年 12月 23日、2019年 12月 25日）

送付方法・・・園を通して保護者へ配付
回収方法・・・評価機関宛に保護者より直接郵送

第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを
中心に、観察調査を実施しました。また、幼児とは会話の
中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

利用者家族アンケート

《施設の概要》

総評(評価結果についての講評)

①第１日目
ガイダンス、施設見学、保育観察、事業者（職員）ヒアリ
ング（園長、主任保育士、乳児主任、調理員）、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、乳児主
任）、保育観察

株式会社　学研データサービス

２、３名の小グループで話し合いまとめたものを、園長、
主任で再度まとめたものを、全職員で最終確認をし作成

自己評価

評価調査員による評価

（実施日：2019年 12月 23日、2019年 12月 25日）
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　保育目標は「よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ　そして SMILE　フレールっ子」というものです。年度初めの職員会議
で確認し、保育計画に記載し、実践に生かすよう努めています。さらに新規入職者には、保育目標の設定の経
緯、意義を伝えるとともに、これまでどのように保育に反映してきたのか、園の歴史も含めて説明し、共有するよ
う努めています。当園は横浜保育室から発展し、認可保育園となった経緯があり、当時からの職員が多数在籍
しています。一方、今後は新規職員も多くなっていくことから、創設当初から大切にしてきたことを、後輩たちにど
のように伝え、共有し、発展させていくかを課題としています。「人材育成計画」では、近い将来、遠い未来を見定
め、今よりさらに飛躍することを明記していますが、この目的を実現できるような人材育成を進めていくことを期待
します。

《事業者が課題としている点》

　園の前の道路は交通量が多くスピードを出している車も多いので、子どもの安全確保のために日々模索してい
ます。安全に散歩に行くため子どもたちに交通マナーを伝え、保育士が旗を持って交通整備を行うなど引き続き
取り組んでいきます。園では地域向け子育て支援として交流保育や育児講座、園庭開放を開催し、ホームペー
ジやポスターで告知を行い参加者へのアンケートを実施しています。参加人数にばらつきがあるため、安定した
参加者確保のため、さらに取り組んでいきたい意向です。また園で力を入れている食育の取り組みについて、保
護者への発信方法を工夫し、子どもの成長発達に不可欠な食の大切さの相互理解をより図っていきたい考えで
す。

〇創設当初から大切にしてきたことを、園を担う後輩たちにどのように伝え、発展させていくか、今後の人材育成に期
待します

　天気の良い日は戸外活動を行い、園庭や屋上、散歩などで体を動かしています。四季折々の自然に触れて感
性を磨き、地域の方と挨拶を交わして社会性を身につけています。異年齢の子どもが手をつないで公園まで歩き
ます。公園では小さい子どもが大きい子どもに憧れてまねをし、大きい子どもには思いやりの気持ちがはぐくまれ
ています。せせらぎ緑道で釣ったざりがにや、かぶとむしやちょうの幼虫、めだかを園で飼育して、子どもたちが
世話をしています。水槽を掃除したり、えさをあげたりするなかで、命がつながっていくことを子どもたちに伝えて
います。屋上では、たこ揚げや竹馬で遊び、また、自由にチョークで絵を描くことができます。みんなで屋上でお
やつを食べることもあります。毎日のさまざまな体験を通して、優しく強い心を育てる保育が実践されています。

○ホームページや掲示など、保護者への情報提供には力を入れていますが、特に力を入れて取り組んでいる食事や
食育活動についてのさらなる発信が期待されます

　園では、日常の保育や行事の様子を写真に撮り、コメントを添えて掲示したりホームページに掲載したりして、
こまめに情報発信しています。また、野菜の栽培や調理保育など、食にかかわるさまざまな活動を実施して、そ
の様子をタイムリーに発信しています。保育参加で保護者に給食を試食してもらい、給食便りでは食育の取り組
みを伝えています。園はこれまで、こだわっている食材について発信したことはありますが、しょうゆやみそ、にぼ
し、ケチャップなどの調味料も厳選していることについても、より工夫して伝えていきたいと考えています。さらに、
人気メニューのレシピを配付するなど、園での取り組みについて保護者にもっと知ってもらい、成長発達に不可
欠な食の大切さの相互理解を図っていくことを検討していますので、その実行が期待されます。

○人材育成、目標管理、人事評価など、総合的な人材マネジメントを展開しています

　職員は“園の宝である“との考えのもと「人材育成計画」を作成し、推進しています。さらに、新任、2年目以降、
リーダー、主任の階層別に、組織の中での姿勢など、6分野別の到達目標を定めたキャリアパス（求められる職
員像）を設定しています。また、キャリアパスに応じた職員の職業能力の開発、自己研鑽を支援するため、年度
別の研修計画を作成して、職員の希望も踏まえて外部の集合研修に派遣しています。さらに「自己評価表」によ
る目標管理を行うとともに、階層別の5段階評価による人事考課制度を運用し、努力した職員を公正、公平に評
価するなど、職員のやる気向上につなげています。人材育成、目標管理、人事評価など、総合的な人材マネジメ
ントを展開し、この成果として職員の定着率も高い結果として表れています。

《特に優れている点・力を入れている点》

○子ども一人一人の思いを大切にする、きめ細かな保育を実践しています

　園では小規模保育園の良さを生かし、全職員が子ども一人一人の成長、発達、個性を把握して、個々の状況
に応じた細やかで、ていねいな保育を実践しています。子どもの気持ちを汲み取り、尊重することをとても大切に
考えています。子どもに寄り添い、笑顔で穏やかに子どもとかかわる温かみのある保育が提供されています。
子どもたちは散歩、自由遊びの時間のほか土曜保育など、異年齢で一緒に活動する機会も多く、異年齢の子ど
もたちの交流は日常的です。そのため、保育士も子どもたちの個性や状況を把握し、年齢で分けることなく、子ど
も一人一人とていねいにかかわっています。園の名前が表しているように「フレール（兄弟）」をモットーに、年上
の子どもと年下の子どもが園の中では自然にきょうだいのようなかかわりができ、良い刺激を与え合っていま
す。

○遊びを重視して戸外活動に力を入れ、自然に触れ、人とかかわり、心を育てる保育につなげています

《今後の取り組みに期待したい点》



 

3

フレール保育園

評価領域Ⅰ　子ども本人の尊重

評価分類Ⅰ－１　保育方針の共通理解と全体的な計画等の作成 A

　園では、保育理念として「よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ、フレールっ子、より愛し、より信じ、より高く、フレー
ルっ人、そしてBIG SMILE」を掲げています。また、保育方針として「温かい家庭的な雰囲気の中で、一人一人
を大切にし、愛情を持って保育します」など、全3項目を掲げています。職員は一人一人が理念、方針、目標を
理解して保育にあたっています。入職時には、園長から理念や保育方針などについて説明があり、理解促進
を図っています。また保護者に配付している重要事項説明書に記載しています。玄関、保育室などに理念を掲
示し、園のホームページでも保育方針を紹介しています。保育は、保育理念、保育の目標、方針に沿って実践
されています。
　全体的な計画は、園が大切にする保育の理念、方針、目標を踏まえて子どもの発達や年齢に応じてもっとも
良い育ちを保証できるように考えて作成され、子どもの最善の利益を第一にした内容となっています。全体的
な計画については全職員で保育や行事の振り返りをしながら確認し合います。また、地域性、周囲の環境も考
慮して作成されています。周囲は戸建て住宅が多く落ち着いた環境です。園庭が狭いため散歩や、外遊びを
積極的に取り入れ、園庭開放や交流保育で地域の方々との交流をしています。全体的な計画は、保護者には
入園説明会や保護者会でていねいに説明しています。年度途中で改定があれば、そのつど説明しています。
　全体的な計画に沿って、年齢ごとの子どもの成長、発達を考慮しながら保育会議で話し合い、指導計画を作
成しています。保育士は理解できる子どもには説明し、言葉にできない子どもには日ごろの様子や表情から気
持ちを汲み取れるようにしています。指導計画は子どもの要望に応じて変更できるよう柔軟性をもたせていま
す。保育士は、子どもがどのようなことに興味があるかを探り指導計画に盛り込むなど、子どもに合わせて柔
軟に対応しています。子どもたちの自発的な声を大切にして、屋上で栽培する夏野菜を何にするのか5歳児が
話し合い、苗の購入から栽培まで子どもが主体となって行っています。できる範囲で子どもの意見を取り入れ
るようにしており、子どもの自主性をはぐくむ保育を行っています。
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評価分類Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施　 A

　入園に際し、園長、主任が全ての保護者と面接をしています。4月入園の場合には3月の入園説明会で面接
し、子どもの様子も確認しています。入園説明会に参加できない保護者や中途入園の場合には、個別に対応
しています。面接内容は入所時面接票に記録し、子どもの様子と合わせて職員会議で共有しています。入園
前の子どもの様子については、保護者に児童票、生活調査票に記載してもらい把握しています。児童票にはこ
れまでの生育歴、子どもを育てるうえで気をつけてきたこと、大切にしてきたこと、園への希望を記載する欄が
あります。児童票の内容は面接で保護者に確認し、把握した内容は、日々の保育に生かしています。
　入園直後の短縮保育（慣れ保育）については、子どもにとって大切なことであることを入園説明会の中で保護
者に説明しています。仕事などの都合で短縮保育の実施が難しい保護者に対しては、相談に応じています。タ
オルやおしゃぶりなど、子どもの心のよりどころとなるものの持ち込みにも対応しています。0、1歳児について
は、クラス担任の中で個別の担当を決めています。保護者とは連絡帳を通して子どもの様子を毎日詳しく報告
し合い、子どもの生活が家庭と園で無理なく引き継がれるようにしています。進級時にはクラス担任のうち一人
が持ち上がり、担任保育士が変わっても、子どもたちが落ち着いて生活し、安定して遊べるように配慮していま
す。
　子どもの年齢ごとに年間、月間の保育指導計画と週案を作成しています。月間指導計画は自己評価欄を活
用して、指導計画の評価、見直しを行っています。計画の評価改訂に際しては、保育会議で職員同士話し合
い、再評価や見直しをして、子どもの発達や状況を正確に捉えるようにしています。また、保護者との情報共有
を大切にして、送迎時に園の中での様子を話すなど、日ごろから保護者とコミュニケーションをとるように心が
けています。保育に対する保護者の要望や意見が出された時には、保育会議で検討しています。行事後の保
護者アンケートや日ごろの保護者との会話なども参考に、指導計画を作成しています。
　0歳児では、保育士は子どもの表情やしぐさを見て喃語に対応しています。例えば、食事中は「おいしいね」、
散歩中に「寒いね」とか、咲いている花を見て「きれいだね」と声をかけ、犬を見て子どもが「わんわん」と言えば
「わんわんの散歩」などと応じています。また、おむつ替えの際は「きれいにしようか」「気持ちいいね」などと声
をかけています。保育室内は、つかまり立ちがしやすいようにパーテーションを置き、ハイハイしやすいように
段差や障害物がないように設定しています。子どもが手に取れる高さの引き出しにおもちゃを入れ、ソフトブ
ロックやカラーボールなど子どもの成長に合わせておもちゃを変えています。保護者とは連絡帳でやり取りを
するほか、登降園時に話をして連携を取り、離乳食を進めるなど保育に生かしています。
　1、2歳児では、自分でしようとする気持ちを大切にしています。子どもの気持ちに共感し自分の気持ちを表現
できるようにかかわっています。着替えの際も発達状況に応じて自分でできるように声かけをして、上手にでき
た時には［すごいねー」とみんなでほめています。外遊びや散歩を多く取り入れ、探索活動は十分できるよう
に、活動しやすい環境を整えています。家庭での睡眠時間、体調、食欲などに気をつけて対応しています。室
内でも子どもの発達に応じジャンプマット、フラフープ、ボール遊びなど体を使う遊びを楽しみ、ピアノに合わせ
てリズム運動をしています。保育士は子ども同士のトラブルでは見守りながら必要な時には仲立ちに入ってい
ます。
　3歳児には、子ども一人一人が力をつけていくことで集団としての力を発揮できるように、さらに保育士や友達
とルールのある遊び、集団で遊ぶ楽しさを伝えています。4歳児では、ルールを守って遊ぶことの大切さを理解
し、みんなで一つのものを製作したり、ごっこ遊びをしたりするなど、子どもたちの意見を入れて遊びが発展す
ることの楽しさがわかるようにしています。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を念頭に4、5歳児は
遠方への散歩や外部講師による体操遊び、リズム遊びなどを取り入れています。また、5歳児は遊びを自分た
ちで決め、友達と協力して一つのことをやり遂げ達成感を得られるようにしています。5歳児は栽培活動の中心
として、苗選び購入から収穫まで行っています。
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　職員は日々、保育室、トイレ、廊下などの清掃を行い、園内は清潔に保たれています。また、用務担当職員
が園庭の掃除を朝夕行い、園外掃除も担当しています。全クラスに空気清浄機が設置されています。窓は広
く、採光は十分です。園内の換気は、午睡の前後など決まった時間に行うほか、子どもたちが室内で運動した
後や、匂いを感じた時なども行っています。施設内の温度管理は季節ごとに基準を決めています。各保育室に
設置している温湿度計で温度を測定し、クラス日誌、保健日誌に記録しています。音楽や保育士の声の大きさ
にも配慮しています。ピアノを使用する場合は全ての窓を閉めています。
　沐浴設備があり、夏期や散歩の後で汗をかいた際などに利用し、子どもが快適に過ごせるようにしていま
す。ほかに園庭にも、温水シャワーを設置しています。また、乳児の排便後は、シャワーで洗い流しています。
子どもたちがシャワーを使用した際は、保育日誌に記録し、保護者にも伝えています。掃除マニュアルがあり、
マニュアルに沿って清掃を行い、掃除チェック表に記入しています。シャワーの使用後は、そのつど清掃して清
潔を保っています。
　保育室には子どもの手の届く場所に年齢や発達に応じた絵本やおもちゃなどが用意されています。0、1歳児
クラスの保育室は、低い棚とカーペットを利用してコーナーを作り、子どもが落ち着いて遊べるよう工夫してい
ます。各保育室には子どもが遊びこめるコーナーを設けています。食事と午睡の場は分けています。園では日
常的に異年齢での交流が盛んで、2歳児と5歳児が一緒に散歩に行ったり、5歳児が乳児の午睡明けのお手伝
いに行ったりしています。1階には絵本や水槽のコーナーがあり、椅子を設置して異年齢でゆったり過ごせる
コーナーになっています。2階の3～5歳児の保育室の可動の仕切りを開けると広い保育室になり、そこで遊ぶ
こともあります。

評価分類Ⅰ－３　快適な施設環境の確保 A

　3歳未満児には個別指導計画を作成しています。発達に合わせて食事や着脱、排泄、友達との関係などの
子どもの様子とともに、保育士の配慮・援助について記載しています。3歳児以上の子どもについても特別な配
慮が必要である場合は、個別の指導計画を作成しています。計画は保育会議で毎月見直すほか、子どもの様
子を見ながら必要に応じて柔軟に見直しをしています。保護者には個別の計画について個人面談や送迎時に
説明し、同意を得ています。トイレットトレーニングや箸の使用について、保護者と密に連絡を取り、園での様
子を連絡帳などで伝えながら、開始時期を検討しています。
　毎年3月初旬には就学に向けて5歳児の保育所児童保育要録を小学校に送付しています。子どもや家庭の
個別の状況や要望は、入園時に保護者に記入していただく定型書式の児童票、児童健康台帳にて管理し、そ
の後の変化は保育参加時の個人面談でうかがい経過記録に記載しています。児童票は毎年、年度初めに内
容の確認をお願いし、把握しています。子どもの成長発達の記録は、経過記録と成長曲線を健康カードに記載
し、ファイルにまとめて事務室に置き、職員が共有し確認できるようにしています。進級時には時間を取って、
前担任から引き継ぎを行っています。転園の際も、必要な情報を保護者の要望があれば転園先に伝達してい
ます。

評価分類Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に対応する努力 A
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評価分類Ⅰ－５　保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み A

　特に配慮が必要な子どもについては、積極的に受け入れるように努めています。それぞれの子どもについて
は職員会議や保育会議などで話し合い、記録を残しています。子どもの様子、配慮や援助などの項目ごとに
細かく記入しています。子どもの様子や状況などで気になることがあれば、日々のミーティングなどで随時話し
合い、記録を残しています。専門機関の巡回相談などで得た助言などは、会議で共有し保育に生かしていま
す。また、職員は外部研修などに参加して得た情報については、報告書を全職員に回覧するとともに職員会議
で園内研修を行うなど、全職員への周知を図っています。共有する情報は記録しファイリングし、いつでも確認
することができます。
　園舎は、エレベーターを備えたバリアフリー構造で、多目的トイレが設置されています。障がいのある子ども
の受け入れにあたっては障がいの特性を考慮した食事・排泄・着脱・遊び・運動などからなる綿密な個別指導
計画を作成しています。保護者と密に連携し、ほかの子どもとのかかわりに配慮し、障がいのある子どもが楽
しく安心して園生活を送れるよう努めています。また、保護者の同意を得たうえで、主治医や横浜市東部地域
療育センターなどの関係機関と連携をとれる体制にあります。職員は、積極的に研修に参加し、障がいについ
て最新の知識を得るようにています。子どもの状況については、クラス会議や職員会議で情報共有し、対応方
法を話し合っています。
　法人として「虐待防止早期発見マニュアル」を整備し、虐待予防に努めています。虐待の定義、対応方法、
チェックリストなどをまとめたマニュアルで、全職員に周知しています。登園時や日々の保護者とのかかわりを
通して気になることがあれば、随時職員間で話し合います。必要に応じて保護者と面談を行ったり、登降園時
に保護者への声かけを多くしたりして虐待防止に努めています。虐待の疑いが生じた場合や見守りが必要な
場合には、神奈川区こども家庭支援課の保健師や児童相談所などの関係機関と連携がとれる体制を整備し
ています。
　食物アレルギーがある場合は、子どものかかりつけ医からアレルギー検査結果と生活管理指導表を提出し
てもらったうえで除去食を提供しています。食物アレルギーに関して対応方法をまとめた「横浜市保育所にお
ける食物アレルギー対応マニュアル」を基に園でもマニュアルを作成し、職員に周知しています。除去食の提
供にあたっては、毎月末に翌月分の献立表を基に保護者と担任の間でマーカーでチェックし、内容確認を行っ
ています。職員は外部研修などに参加し、アレルギーに関する最新の知識と技術を習得し、職員会議、ミー
ティングで研修内容を共有しています。アレルギー対応食を提供する際には、専用トレイ、専用ふきんを用い、
子どもの名前を表示してはっきり区別できるようにしています。
　外国にルーツがあり、文化や生活習慣、考え方の異なる環境の子どもを受け入れる際は、入園時面談など
により考え方の違いを認め理解を深めるようにして、子どもが園生活をスムーズに送れるよう配慮しています。
言語の違いから意思の疎通が難しい保護者の場合は、書類などはふりがなを振って読みやすくしたり、通訳
の人を依頼したりするなどの工夫を行っています。子どもたちに対しては、国旗のパズルや運動会の国旗など
を通して、いろいろな国があることを楽しく伝える工夫をしています。宗教や文化の違いで制限がある事項につ
いて、保護者と話し合い個別に対応しています。5歳児では英語遊びを保育に取り入れ、子どもたちが外国の
文化や生活習慣の違いを理解できるように配慮しています。

　保護者の要望、苦情については、受付担当者などが決まっており、重要事項説明書に明記し保護者に説明
しています。受付担当者は主任、解決責任者は園長です。さらに保護者が直接苦情を申し立てられる外部の
第三者委員の氏名、苦情解決機関「福祉調整委員会」などの連絡先を重要事項説明書に明記するとともに、
玄関に掲示しています。また、園では送迎時の保護者との会話のほか、玄関を入った事務所のドアの近くの棚
の上に設置のご意見箱、懇談会や個人面談、園行事後のアンケートの実施などにより、保護者の要望を積極
的に汲み取る努力をしています。送迎時には声をかけやすい雰囲気作りに努め、多くの保護者の意見を聞くよ
うにしています。
　「苦情解決マニュアル」「苦情解決規定」「苦情、相談受け付けのご案内」が整備されていて、保護者から要望
や苦情があった場合に対応できる仕組みができています。必要に応じて外部の第三者委員を交えて対応でき
る体制もあります。また、園だけで解決が難しい場合は、外部の福祉調整委員会などに相談する体制もありま
す。保護者からの要望、苦情については、ミーティングや職員会議などで職員に周知し、解決策、対応方法に
ついて話し合います。要望や苦情についての内容は会議で話し合い苦情記録ファイルを作成し、今後の解決
に生かしています。園全体でできることから改善し、より良いサービスの向上につなげていくよう努めていま
す。

評価分類Ⅰ－６　苦情解決体制 A
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フレール保育園

評価領域Ⅱ　保育の実施内容

評価分類Ⅱ－１　保育内容【遊び】

　0、1歳児の保育室は床におもちゃなどを置かないように配慮しています。2歳児にはボタンはめなど手先を使
うおもちゃを、4、5歳児には細かいブロックを用意するなど、発達に合わせて環境を整えています。おもちゃ棚
は子どもが取り出せるように低いもので、写真を貼って自分で片付けられるようにしています。朝夕に自由遊
びの時間を設けています。細かいブロックで作った作品をとっておき、次の自由遊びの時にまた続きができる
ようにしていますが、5歳児の置き場所は保育室入り口にありますので、送迎の際に保護者が見て、子どもと
の会話につながることもあります。園庭には木製の滑り台があり、低いやぐらの下に入って基地のように遊ぶ
こともできます。
　クラスの一斉活動は、子どもが自由遊びのなかで興味や関心を抱いたことを参考にしています。子どもたち
が氷が溶ける様子を見て、温度を感じたり興味や疑問をもったりしたことから、それを深められるように調べる
機会を設けるなど、子どもの発想を受け止め活動に取り入れています。また、子どもたちにやりたいことを聞い
て、遊びや遊具を決めることもあります。4歳児では、活動を楽しむなかでも約束を意識できるように配慮してい
ます。5歳児は、散歩で行った公園でどろけいや氷鬼などルールのある遊びをしたり、園内でフルーツバスケッ
トを楽しんだりしています。自由遊びの時間には、子どもが好きなおもちゃを見つけて遊ぶのを一緒に楽しんだ
り、好きな遊びに共感して一緒に遊んだり、友達と遊べるように仲立ちしたり、職員は年齢によって、見守ったり
共感したりして支援しています。
　散歩や園外活動で、地域の方と挨拶を交わしたり、自然に触れたりしています。公園では、子どもが「おみや
げ」と言って桜の花びらを集めてきたり、落ち葉を踏む音を楽しんだり、どんぐりを拾って製作に使ったりしてい
ます。近くのせせらぎ緑道ではざりがに釣りをしました。7匹釣れて、2匹を残して放流し、2匹は園で飼育してい
ます。子どもたちが水槽の掃除をしたり水を変えたり世話をするなかで、職員は命がつながっていくことを伝え
ています。めだかやかぶとむしの幼虫も育てています。屋上では大きなプランターで、ひまわりやトマト、とうも
ろこし、メロン、いんげんを栽培しました。室内ではいちごやヒヤシンスの水栽培をして観察しています。
　年齢に合わせて今月の歌や絵本、製作を計画し、季節の歌をうたい、手遊び、リズム遊びを行っています。と
んぼの歌をピアノで弾くと、子どもたちはとんぼになって体を動かし、曲が終わると止まって、リズム遊びを楽し
んでいます。子どもが自由に使えるように、おもちゃ棚には折り紙やお絵かき用の紙、クレヨンを用意していま
す。紙は自由画帳と裏紙を用意しています。子どもたちは、大きい裏紙には大胆に、小さい紙には細かい絵を
描き、自由画帳には大事に描いて家に持ち帰ることもあります。5歳児になると、手紙を書いたり作品に名前を
書いたりします。屋上では自由にチョークで絵を描くことができます。
　子ども同士のかかわりについては、職員は子どもの気持ちを受け止め、年齢に合った対応をしています。低
年齢の子どもがおもちゃを楽しむようになると、ほかの子どもが遊んでいるおもちゃを取ろうとする姿も見られ
るようになりますが、「貸して」とジェスチャーや言葉で伝えられるように援助していきます。年齢が上がり言葉
で思いを伝えられるようになると、一方的に思いを伝えようとすることがありますが、職員は相手の話を聞くこと
ができるように仲介していきます。必要に応じて、ホールのベンチなど場所を変えて、落ち着いて話ができるよ
うに配慮しています。職員はゆっくりと落ち着いた声で子どもと顔を合わせながら話したり、話を聞いたりしてい
ます。午睡後に3～5歳児が、0、1歳児を起こしたり、起きた子どもの相手をしたり、おやつのテーブルを拭いた
り、自発的に手伝っています。
　天気の良い日は戸外活動を行い、園庭や屋上、散歩などで体を動かしています。散歩は、体力作りや、交通
ルールを知って社会性を身につけること、四季折々の自然に触れることをねらいとしています。戸外では必ず
たれ付きの帽子を着用しています。園庭では状況に応じて遮光シェードを広げ、直射日光を遮っています。リ
ズム遊びは0歳児から取り入れ、曲を流すと体を動かしたり手をたたいたりするようになります。3歳児は、サー
キット遊びで、障害物をジャンプしたり、這って進んだり、全身を使って遊んでいます。病み上がりの子どもは、
様子を見て、散歩に行かずに園庭で遊んだり室内で静かな遊びをしたりしています。

A
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評価分類Ⅱ－１　保育内容【生活】

　給食は、子どもに食べられる量を聞いて減らしたり、苦手なものは無理に食べさせず少しずつ克服できるよ
う、声かけに配慮しています。5歳児になると、給食当番としてかっぽう着と給食帽を着用して配膳を行います。
ほかの子どもへ配膳をすることで、量に気を配ったりていねいに盛り付けたりして思いやりの気持ちにつなげ
たり、食べ物の大切さを感じられるように配慮しています。また授乳したり離乳食を食べさせたりする際は、安
心した雰囲気のなかで目を見て話しかけながら行っています。家庭とよく連携をとり一人一人に合わせて進め
ています。食育活動として、屋上のプランターで栽培したとうもろこしを収穫し、ポップコーン作りをしています。
4、5歳児が4月に仕込んだみそが7月に完成すると、野菜につけて食べました。クラスごとにみその味が違うこ
とに子どもたちは不思議だねと関心をもっていました。調理活動や食材に触れる体験は調理員が中心となって
進めています。
　献立は、季節や行事に合わせて旬の食材を多く取り入れています。クリスマスのお楽しみ会では、テーブル
に赤いチェックのクロスを敷き、紙を折って作った小さなツリーを飾り、雰囲気を盛り上げました。子どもたちはく
じを引いて席を決め、異年齢で食事を楽しみました。有機野菜や減農薬、無農薬の野菜、作った人の顔がわ
かる食材を使い、給食と午後のおやつは園内で手作りして提供しています。食器は磁器で、子どもの発達に合
わせた大きさのものを使用しています。子どもたちは小さいころから使っているので、ガチャンという音や割れ
ることを知っていて、下膳のときは自ら注意して扱っています。
　0、1歳児の食事の状況は、調理室から直接見えるようになっており、ほかのクラスの食事の様子は調理員が
頻繁に見て回っています。調理員は給食日誌をつけ、給食会議では、調理室からの情報とクラスからの情報を
共有し、必要に応じて個別に対応しています。調理の時に、食材の大きさや柔らかさを変えたり、子どもが苦手
な食材は目立たないように混ぜ込んだり工夫しています。調理員は子どもが喜ぶような盛り付けを考えてい
て、ゼリーはカップを透明にして中身が見えるようにしたり、食べやすさや日常と違うわくわく感を出すために
コーン入りバターライスをかわいい紙コップに盛り付けたり、工夫して提供しています。
　月末に、献立表を載せた次月分の給食便りを保護者に配付しています。給食便りには、園の食育目標や、献
立作成のポイント、人気メニューのレシピを掲載しています。また、季節の食材紹介や梅ジュース作りなどの食
育活動、家庭での食中毒対策など、保護者が関心をもてるように情報提供しています。保育参加では、保護者
にも給食を食べてもらい、量や味つけ、彩り、盛り付けなど、園で配慮していることを見てもらっています。
　午睡では、ロールカーテンや遮光カーテンで保育室の明るさを調節したり、オルゴールのCDなど落ち着いた
音楽をかけたり、眠りやすい雰囲気を作り、子ども個々のペースに合わせて睡眠や休息をとっています。乳幼
児突然死症候群（SIDS）対策として、うつぶせ寝にならないように注意し、ブレスチェックを行って記録していま
す。5歳児は、就学に向けて、子どもの様子に合わせながら、生活リズムを移行させていきます。12月に「午睡
についてのお知らせ」を保護者に配付し、1月から午睡の時間を調整し始め、最終的にはなくしていくことを、事
前に説明しています。
　排泄は、個々の排泄のリズムを把握して、一人一人に応じた声かけをしています。保護者とは、連絡帳で連
携し、送迎時に進捗状況や今後の対応について話し合っています。特に4月の進級時は環境が変わるため、
子どもの様子を保護者とていねいに伝え合うことを心がけています。トイレットトレーニングは、進捗状況を会
議で報告し、職員間で共有して担任以外でも対応できるようにしています。最後にトイレで排泄した時間を記録
して引き継ぎノートに記録し、お迎えの時に保護者に伝え、伝えた内容も記録しています。おもらしでは、ほか
の子どもの目に触れないように着替えをするなど配慮し、さりげなく対応しています。
　保育が長時間にわたる子どもたちが、落ち着いて遊べるように、年齢に合わせたおもちゃを用意し、保育室
には遊びのコーナーを設けています。また、おもちゃは飽きないように臨機応変に用意しています。子どもの様
子を見ながら、畳やマットでくつろげるコーナーを作ることもあります。排泄や水分補給は、一定の時間で声を
かけ、0～2歳児には朝間食を提供し、希望者には夕間食を提供しています。一日の栄養量は決まっています
が、子どもの状態によって個別に増減させることもあり、個別対応については職員間で共通認識を持てるよう
に配慮しています。

A
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　保健衛生管理マニュアルがあり、汚物処理や害虫駆除などについて定められています。マニュアルは、年度
末に見直し、職員は年度初めの園内研修で内容を確認し、意見交換しています。マニュアルに基づいて、清掃
は毎日、朝、食事後、おやつ後、夕方に実施し、さらに必要に応じて掃き掃除をしています。清掃チェック表で、
床の掃除機がけや水ぶき、水道まわり、空気清浄機などの掃除を実施してチェックし、園内は清潔な状態が保
たれています。

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】

評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】

　子どもの健康管理に関するマニュアルがあります。日々の子どもの健康観察と対応について定められ、保育
中に発熱があった場合には38度以上で保護者にお迎えを依頼しています。入園時、既往症について保護者に
確認しています。必要な配慮については会議などで職員全体へ周知しています。毎日歯ブラシを持参してもら
い、昼食と午後の間食後に歯磨き指導をしています。0歳児については、歯が生えてきた子どもの様子を見な
がら順次保護者に声をかけ、相談し、開始しています。
　園で実施する各種健診などについては、重要事項説明書に記載し保護者へ知らせています。全園児が毎月
実施している身長体重測定と、年2回の内科健診の結果は、健康カードに記入し保護者へ渡しています。必要
に応じて、受診を勧めることもあります。実際の健診の様子をホームページで伝えています。また、内科健診や
歯科健診の結果は、児童健康台帳や歯科健康診査票にも記録してファイルし、個々の子どもについて0～5歳
までの推移がわかるようになっています。マニュアルに基づき、嘱託医と随時情報交換し対応しています。
　感染症に関するマニュアルがあり、感染症予防やまん延防止策が示されています。保育中の発熱やふだん
と様子が違う場合は保護者へ連絡しています。状況によって、できるだけ早めのお迎えを依頼することもありま
すが、すぐの迎えが難しい場合には、事務室に用意してあるベッドで安静にし、見守っています。感染症が発
生した時は、ミーティングで状況を伝え合い、感染状況表を玄関前に掲示して保護者に周知しています。また、
登園許可証明書が必要な感染症と、保護者が記入する登園届が必要な感染症を一覧にして、重要事項説明
書に載せています。保護者へは入園時に説明し、理解を得ています。

A

A
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評価分類Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】

　事故や災害、防犯、園内外の保育についてなど、安全に関するマニュアルがあります。午睡中のブレスチェッ
クはチェックした人を色分けして記入したり、食物アレルギーのある子どもは席を分けふきんも別にしたり、プー
ル遊びでは子どもと一緒に遊ぶ人と見守る人を設定したり、保育の各場面で事故を防ぐ対策を講じています。
地震での落下防止対策として、棚上に置くものには小さい飾りにまで滑り止めを敷いています。毎月の避難訓
練のほかに、年1回、保護者に参加してもらい、防災引き取り訓練を実施しています。保護者には緊急連絡届
を提出してもらい、クラスごとにとじて、家が遠い家庭から順に連絡するようにしています。毎年度、消防署の
協力を得て、AED（自動体外式除細動器）の使用方法と、心肺蘇生法についての園内研修を行っています。今
年度は同日に保育参加を実施し、保護者も研修に参加しました。
　重要事項説明書に、事故防止とその対応など子どもの安全について記載しています。保育中に子どもがけ
がをした場合には、けがの状況により、水での洗浄や冷やすなどの手当てをし、送迎時には、けがをした状況
やその処置について必ず保護者へ伝えています。首から上の場合は、夕方を待たずに、その場で電話して保
護者に伝えています。必要に応じて保護者の許可を得て通院することもあります。これらの対応などは、引き
継ぎノートに記載して職員間で周知しています。また、職員会議で事故報告をして、改善策を話し合っていま
す。ぶつかりやすい場所にクッション材をつけるなど話し合った結果を実行し、一連の状況は日誌に記録して
います。
　外部からの不審者侵入を防ぐために、門や玄関は、登降園時以外は常時施錠しています。マニュアルに沿っ
て不審者訓練を年2回定期的に実施しています。このほか、不定期に年1、2回、事前の周知をしない訓練も
行っています。警備会社の警報機を各クラスに設置しています。警察署と連携し、情報交換したりパトロールを
依頼したりしています。また、横浜市や警察から不審者情報メールが入りますので、そのつど全職員へ伝えて
います。

評価分類Ⅱ－３　人権の尊重

　保育士は、子どもの気持ちを受け止め、共感し理解する保育を心がけています。保育士は常に落ち着いた
優しい声のトーンで子どもに話しかけていました。保育の基本方針にあるように、日ごろから子ども一人一人を
大切に、愛情を持って保育することを心がけています。子どものことはニックネームで呼ばないこと、呼び捨て
にしないことや、言葉づかいなどに関して定期的に職員会議などで学んでいます。おもらしをした場合には、ほ
かの子どもから見えないよう配慮しながら対応し、子ども同士のトラブルには、子ども一人一人の話にゆっくり
耳を傾け、子どもたちが自分自身で解決できるように対応しています。子どもの人権に配慮し、自尊心を傷つ
けるような保育を行ってはならないことは日々の話し合いの中で全職員が認識しています。
　子どもが一人になりたい時には、部屋の隅や棚の横などのスペースのほか、パーテーションや保育マット、玩
具棚などで仕切り、落ち着ける空間を作るなどの工夫をしています。廊下や他クラス、事務室などにもゆっくり
できるスペースがあり、状況に合わせて臨機応変に使用しています。職員は必要に応じて声かけをして様子を
見守っています。子ども同士のトラブルが起きた場合や、子どもと保育士が1対1で話し合う必要が生じた時に
は、子どもの自尊心やプライバシーに配慮して、事務室、一階ホールなどで話し合うなどしています。
　個人情報については、法人統一の「個人情報保護マニュアル」を整備しています。全職員に対して、入職時
に園長よりていねいに説明し誓約書を提出してもらい、周知徹底しています。その後の園内研修などでも繰り
返し話をしています。実習生、ボランティアの受け入れにあたっても個人情報保護、守秘義務などについての
説明を行っています。保護者に対しては入園時に説明し理解してもらったうえで、園で撮影する子どもの写真
の取り扱いに関しては「写真掲載承諾書」に署名をいただいています。個人情報に関する記録類は持ち出し禁
止とし、園長室の施錠できる書庫で管理しています。処分する場合はシュレッダー処理し、パソコンの個人情報
はパスワードで管理しています。
　園では名簿や並び順、グループ分けなど性差で分けることなく決めていて、製作で使用する教材の色などは
子どもたちが自由に好きな色を選んでいます。身に着ける物の色などで男の子、女の子など性差について区
別することはありません。自由遊びの時間には、ままごとやパズル、積み木など、子どもがそれぞれ好きな遊
びに取り組んでいて、子どもの自主性が尊重されています。子どもや保護者に対しても同様に、母親、父親の
役割などの固定観念がないか、職員が自分自身を振り返って考える機会を職員会議や保育会議などで持つよ
うにしています。自然にある性の違いを互いに尊重できるような保育を目ざしています。

A

A
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携

　園の保育について、理念、方針、目標を重要事項説明書に明記し、入園時に園長が保護者に説明していま
す。入園後は懇談会の時に毎回、重要事項説明書を持参してもらい、確認してもらっています。また、玄関の
掲示板に保育方針を掲示し、いつでも確認できるようにしています。行事計画書には、理念とつながりのある
目的を設定しています。運動会は「保護者やほかの子どもとかかわりながら、ともに体を動かすことを楽しむ」
という目的のもとに実施しました。実施後の保護者アンケートでは、リレーや体操、玉入れなどの競技や子ども
たちが協力する演技に感動した、などの声が見られました。
　日々の送迎時の会話や、連絡帳のやりとり、ホームページ、写真の掲示などで、子どもの様子をこまめに保
護者に伝えています。保育内容について写真を多用しコメントを添えてまとめたものは、各クラスに掲示したあ
と、ファイルして設置し、保護者がいつでも見られるようになっています。保育参加の際には、子どもの午睡中
に個別面談を行っています。そのほか面談は、保護者からの要望に応じて随時受け付けています。面談は複
数の職員が対応しています。懇談会は年2回開催しています。懇談会や保育参加の日程は、年間予定表に載
せ、事前に保護者に知らせています。懇談会については、お知らせや年間行事、引き取り訓練、質疑応答な
ど、保護者にお伝えした内容をまとめ、掲示しています。
　保護者から相談を受ける場合には、必要に応じて事務室や空き部屋を使用しています。その際はドアに「個
別面談中」の札を下げ、保護者が安心できるように配慮しています。相談内容はミーティングや会議などで職
員間で共有し、ほかの職員の意見や園の方針なども踏まえて回答するようにしています。相談への対応は、職
員一人ではなく複数でするようにし、即日に答えられない内容については後日伝えるようにしています。配慮を
必要とする内容については、状況や対応を時系列に記録し、個人別にファイルして、継続したフォローや見直
しができるようにしています。
　毎月一日に園便りを配付しています。園便りにはその月の行事予定を載せ、子どもたちの様子と保育内容に
ついてクラスごとに記載しています。その日の保育の様子は、活動表や写真を掲示して、お迎えに来た保護者
に見てもらっています。掲示したあとはファイルにとじて、いつでも見られるように各クラスに設置しています。ま
た、ホームページにも子どもたちの活動の様子をこまめに載せて発信しています。懇談会では、重要事項説明
書のもと、クラスの方針や目標などを説明しています。今年度から子どもたちの活動の様子などのビデオ撮影
も行い、年度末の懇談会で披露する予定です。
　入園説明会や年度初めの懇談会で、年間予定表を配付し、保育参加週間や懇談会の日程を知らせていま
す。保育参加に保護者が参加しやすいように、保育参加週間の一か月前には「保育参加のお知らせ」を配付
しています。お知らせには、目的や持ち物、服装などのほか、当日撮影禁止などの注意事項も記載していま
す。同時に、保育参加の希望表を掲示して希望日を選んでもらいます。都合がつかない場合には、期間外でも
受け付けて実施しています。懇談会の欠席者には、懇談会の内容についてまとめた資料を配付しています。
　保護者から、打ち合わせなどの活動場所を提供してほしいという要望があれば、積極的に受け入れていま
す。昨年度の卒園式の際には、謝恩会の会場を提供し、物品の貸し出しを行いました。園では「使用許可願
い」を用意してあり、利用する保護者の氏名や希望日時、使用目的、使用者数、場所、借用物品を記入しても
らいます。貸し出す物品は、マイクやプロジェクター、テーブル、椅子などがあります。謝恩会では、貸し出した
音響機器の使用方法を説明するなど協力し、謝恩会には職員も参加しました。

A
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フレール保育園

評価領域Ⅲ　地域支援機能

A

A

　ホームページ、園外掲示板、神奈川区子育て支援拠点「かなーちぇ」を通じての情報提供などのほか、施設
見学者や赤ちゃんの駅利用者への資料配付などを通じて、地域の子育て家庭が必要とする情報提供に努め
ています。なお、赤ちゃんの駅とは、保育園で授乳、おむつ替えの場所を提供するものです。また、育児相談
は随時受け付け、子育てに対する地域の保護者の不安や悩みの解決に向けて支援に努めています。今後は
育児相談の相談日、時間の設定などの広報にも取り組まれることを期待します。園外掲示板に行事のお知ら
せを掲示するほか、町内会の回覧版に名刺広告を掲載し、地域の保護者が関心をもってもらうよう取り組んで
います。
　横浜市や神奈川区の担当部署、関係機関、団体、医療機関など、日常的に連携する必要のある連絡先は電
話に登録するとともにも、短縮番号をリスト化し、職員間で共有しています。関係機関との連携担当は園長、主
任が担っています。特に横浜市東部地域療育センターのソーシャルワーカー、保健センターの保健師、児童相
談員などとの連携に努め、子どもや保護者に対する専門的な支援に協働して取り組んでいます。また、可能な
限り、関係機関、団体が主催する会議や研修会には参加し、顔の見える関係作り、円滑な支援の環境作りに
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

　園内に「子育て支援係」を設置し、担当職員が中心となって地域向けの育児講座、交流保育、園庭開放な
ど、未就園の親子が気軽に参加できる取り組みを行っています。参加した親子との交流やアンケートの実施を
通じて、保育園に対する要望や、子育て支援の取り組みに対するニーズを把握しています。把握した要望など
は、園の運営に反映するほか、子育て支援の企画の参考にしています。さらに横浜市社会福祉協議会の保育
研究会に参加し、地域子育て家庭の支援の充実に向けた検討を行っています。研究会では、関係者と支援策
の方向性を共有するとともに、事例の交流を通じて、企画の参考にしています。
　子育て支援係が中心になって、子育て支援事業や施設見学などの機会で得た要望、アンケート結果を整理
し、月1回開催される職員会議に報告し、共有を図っています。さらに横浜市の「子ども・子育て支援事業計画」
のニーズ調査など、市の全体のニーズ動向などを会議で共有し、園が取り組むべき課題の抽出に役立ててい
ます。子育て家庭の多様なニーズの動向を踏まえ、園では一時保育、交流保育、園庭開放、育児講座など、
課題解決に向けた取り組みを行っています。なお、参加者の募集にあたっては、園外掲示やホームページで
の広報などのほか、地域の回覧版に名刺広告を掲載するなどの取り組みを行っています。

評価分類Ⅲ－２ 保育所の専門性を生かした相談機能
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フレール保育園

評価領域Ⅳ　開かれた運営

　園のパンフレットは二種類あります。カラー刷りのリーフレットは園の概要を写真、イラストで紹介しています。
主に見学に来られた方に配付します。入園案内は重要事項説明書を兼ね、保育内容、利用料、職員体制な
ど、入園に必要な情報が掲載されています。主に入園説明会などで配付します。園便りは保育実践などを保
護者と共有するために発行し、地域の関係者にも配付しています。さらにホームページでは同様の情報に加
え、写真を使って年間行事を紹介するコーナーや、行事や子育て支援事業などを写真とコメントで紹介し、随
時更新しています。このほか自治体ホームページや保育園情報提供サイトの協力を得て、園の情報を広く紹
介してもらっています。
　入園希望の保護者からの問い合わせに適切に対応できるよう、事務所の電話の近くにパンフレット（重要事
項説明書）などを用意しています。問い合わせの対応は、主に園長、主任が担い、不在時には折り返しの電話
で対応しています。口頭では伝えられない保育内容や、子どもたちの姿を見てもらうため、見学を勧めていま
す。見学は、子どもの活動を見ることができる午前中を勧めていますが、希望者の都合に合わせています。さ
らに見学が難しい方には、ホームページの閲覧を勧めています。

評価分類Ⅳ－２ 保育所における福祉サービスに関する情報提供

評価分類Ⅳ－１　保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ

　園では、「おはなし会」「製作遊び」「リズム遊び」などの交流保育、「どんなところかな??　のぞいてみよう保育
園」などの育児講座、子どもたちと一緒に遊ぶ園庭開放など、子育て支援活動に地域の親子を招待し、交流を
図っています。行事の開催にあたってはポスター掲示、ホームページを通じて広報し、広く参加者の募集を
行っています。行事などの際は近隣住民に挨拶にうかがい、子どもたちが作ったメダルやノートをプレゼント
し、協力が得られるよう努めています。さらに、5歳児はふれあい地域清掃に参加し、町会や地域住民との交流
を図りながら、地域での役割を果たしています。
　天気の良い日は近くの公園に散歩に出かけ、身体を使っておもいっきり遊んでいます。散歩の途中で出会う
方に元気よく挨拶を交わして、近所の大人との交流を図っています。また、遊びに来ている親子とも一緒に遊
び、公園は未就園児との交流の場にもなっています。地域ケアプラザに出かけ、多目的ホールでリズム遊びな
どを楽しみ、来所している高齢者とも交流をもっています。栽培で使う材料を園芸店で買物するなど、5歳児は
年間を通じて買物体験を行っています。近隣の小学校の行事に参加し、生徒との交流を楽しんでいます。小学
校では孔雀を飼育していることから、孔雀を見ることも子どもたちの楽しみの一つになっています。

A

A
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A評価分類Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入れ

　ボランティア受け入れマニュアルが整備されています。マニュアルには、地域に開かれた運営、福祉に関心
のある方への体験の場の提供、保育園のことを知ってもらうなど、ねらいが示され、共有されています。担当は
園長、主任、リーダーが担い、実りある体験となるよう、オリエンテーションで希望クラスを聞き、注意事項を説
明し、重要事項確認書に署名をもらっています。実際の受け入れにあたっては、掲示を通じて保護者に目的、
ねらいを伝え、理解を得るよう努めています。終了後には「まとめ」を書いてもらい、本人の振り返りの機会とす
るとともに、運営の基礎資料として活用しています。なお、保育補助のほか、歌や手遊び、絵本読み聞かせ、
パネルシアターなど、技能提供によるボランティア受け入れもあります。
　実習生の受け入れマニュアルが整備されています。マニュアルには、保育士を目ざす学生に実習の場を提
供したい、園の実践を伝えたい、初心に戻って保育を振り返るなど、受け入れのねらいを示し、共有されていま
す。オリエンテーションは園長、主任が行い、学生の実習目的が明確になるよう支援しています。実習前に掲
示を通じて、保護者に目的、ねらいを伝え、理解を得るよう努めています。実習指導者養成研修に参加し、指
導知識、技術を習得した職員を担当にあてています。受け持ちクラスは、子どもの成長が見られるよう、0歳児
から5歳児へと順に全クラスを経験できるよう工夫しています。クラス担任は「その日のまとめ」を行い、最終日
には園長、主任、担当職員などが参加し、振り返りを行っています。
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フレール保育園

A

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上　

A

評価分類Ⅴ－１　職員の人材育成

　園長は将来にわたる園の人材構成を確認し、保育士養成校、公私の職業紹介事業者を通じて、人材確保に
努めています。園では、近い将来、遠い未来を見定め、今よりさらに飛躍するため、「人材育成計画」を作成し、
推進しています。さらに新任、2年目(以降）、リーダー、主任など階層別に、組織の中での姿勢など6分野別に
到達目標を定めたキャリアパス（求められる職員像）を設定しています。キャリアパスに応じた職員の職業能力
の開発、自己研鑽を支援するため、年度別の研修計画を作成して、実施しています。また、「自己評価表」で
は、4月に目標設定、9月に中間評価、3月に最終評価を行うなど、年間を通じて自己・他者評価による目標管
理を行っています。
　年度末の自己評価面接で希望のテーマを確認し、これを参考にしながらキャリアパスに応じて、職員の年間
研修計画を作成しています。外部の集合研修派遣は年間で延べ48回、内部研修は年5回開催しています。法
人研修では、系列3園のクラス（年齢）別職員を対象に分科会を設け、交流を通じて学んでいます。園内研修で
は、リズム遊びや嘔吐処理などについて非常勤職員も参加するほか、年間を通じた実践研究方式で「連絡帳」
の活用について学び、保育実践に対する保護者との共有など、テーマを深めています。さらに机上研修に限ら
ず、公開保育など、さまざまな形態で資質の向上に努めています。外部研修参加者は報告書作成を通じて振
り返り、会議、園内研修の場での発表を通じて、研修成果の共有に努めています。
　職員全体の業務の標準化を図る必要があるので、非常勤職員もマニュアルを参照して、保育にあたっていま
す。非常勤職員の指導は主任が担当し、コミュニケーションをとりながら必要な支援に努めています。配置にあ
たっては、正規職員のスキルや、非常勤職員の勤務時間、家庭の状況、経験年数などを踏まえながら、最適
な組み合わせとなるよう努めています。午睡時間に研修の機会を設けるなど、非常勤職員の勤務時間に配慮
して、資質の向上に取り組んでいます。

評価分類Ⅴ－２　職員の技術の向上

　職員は、自己評価票により、4月に目標設定、9月に中間評価、3月に最終評価を行い、園長、主任は面接を
通じて必要な助言などを行っています。自己評価の内容は、1年間の目標（4月）、途中経過の評価・感想（9
月）、目標達成のための足跡として、自己到達感・達成感・満足感と今後の課題（3月）を振り返るものです。園
では自己評価を通じて、職員の目標管理の支援を図るとともに、人材育成に取り組んでいます。法人研修で
は、系列３園の職員でグループを構成し、事例について話し合うなどの交流により、互いに気づきを得られるよ
う取り組んでいます。法人役員の公立園長出身者、養成校教員が、定期に園での技術指導を行い、個々のス
キルアップを支援しています。
　保育計画には、目標とねらいに照らして、実践を振り返ることができるよう「自己評価」の項目があり、この定
型化した様式に沿って、職員一人一人が定期的に自己評価を行っています。日案、週案、月間指導計画に
沿って自己評価は行われ、年間指導計画の振り返り、次期計画への反映など、自己評価を積み上げて、保育
の質の確保と専門性の向上に取り組んでいます。また、日々の自己評価や、月、期、年間を通じた保育実践
の振り返りにあたっては、活動や結果のみにとらわれず、ありのままの子どもたちを受け止めて、育ちや意欲、
成長の過程を大切にして取り組んでいます。
　日誌の作成を通じて、自己評価の結果を職員同士で話し合い、日々の保育実践の振り返りを行っています。
これを積み上げ、週案、月間指導計画に反映するなど、課題を計画に反映して、保育会議で確認、共有に努
めています。保育計画などの自己評価、保育士としての自己評価の結果を踏まえ、園として取り組むべき課題
を抽出し、この解決に向けて次期の事業計画、保育計画の作成に取り組んでいます。保育所の自己評価で
は、年間指導計画の振り返り、個人の自己評価を積み上げ、課題を明確にして、全体の自己評価にまとめて
います。さらに保育所の自己評価は、年度末に公表し、保護者と共有するよう取り組んでいます。



16

　職員は“園の宝である“と考え、人材育成を重要な課題として人材育成計画を作成しています。これに沿った
キャリアパスを構築し、階層別の研修計画を作成し、計画的な人材育成に取り組んでいます。園では、規律
性、責任性、協調性、積極性、待遇態度の5つの視点から、5段階評価を行う人事考課制度を運用しています。
この制度に沿って、キャリアアップの処遇改善を図るため、公正、公平に個々人を評価し、処遇に反映するよう
取り組んでいます。会議やミーティング、面談を通じて、職員の意見や意向を把握することに努め、業務改善の
ための基礎資料として活用しています。評価について職員は閲覧でき、開示の機会を確保しています。
　キャリアパスには階層別に組織性、専門性という項目に、それぞれ3つのテーマを設け、職員としての役割・
期待水準が示されています。さらに子どもの状況に応じて、職員が自主的に判断できるよう、職務分担表に基
づき権限が委譲され、園長が最終責任者として位置付けられています。また、指揮命令系統を明確にするた
め、職員組織図が示され、職員の間で共有されています。会議やミーティング、面談を通じて、職員の日ごろの
気づきなどを集約し、業務改善につなげるよう取り組んでいます。

評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 A
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フレール保育園

評価領域Ⅵ　経営管理

評価分類Ⅵ－１　経営における社会的責任

　職員、また保育士としての心得については、就業規則の服務規程、重要事項確認書で確認し、日々の保育
において参照できるようにしています。園の運営状況は横浜市のホームページにおいて開示しています。さら
に法人のホームページには情報公開のコーナーを設けて情報を提供するほか、福祉医療機構のホームペー
ジにおいて、社会福祉法人の現況報告として経営情報を開示しています。保育雑誌、保育団体広報誌などの
購読を通じて、運営や保育における不適正事例を収集し、会議や回覧を通じて共有するとともに、それらの行
為を職員が行わないよう教育・啓発に努めています。
　経理関係の事務ルールについては経理規程に従って、事務担当者が事務処理を行っています。さらに指導
計画、週案、日誌など、保育実践にかかわる事務処理については、職員業務マニュアルに従って行っていま
す。これら事務の公正性を確保し、適切な事業運営を検証するため、横浜市の指導監査を受けるほか、定期
の会計事務所の指導、法人監査を受け、指摘事項は改善するよう取り組んでいます。なお、法人の監事には、
会計士と公立保育園の園長出身者が就任しており、会計・業務とも専門性に基づいた指摘が行えるよう体制
を整えています。
　中長期事業計画には、横浜市の「ヨコハマ3Ｒ夢プラン」を踏まえ、「エコ活動」を明文化し、実践に取り組んで
います。玄関前にエコキャップ回収箱を設置し、子どもたちには「何のために行うか」目的を伝えるなど、環境
教育にも取り組んでいます。また、子どもの年齢に応じて、水道の蛇口から出る水量を絞るなどの調節につい
て教えることで節水に取り組んでいます。廃材を使って製作を行いごみの減量化を図るほか、園内に積極的に
植物を栽培して緑化に取り組んでいます。

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等

　保育理念、保育方針は、年度初めの職員会議で確認するほか、園内の見やすいところに掲示し、日々の保
育実践で参照するよう取り組んでいます。また、全体的な計画、年間指導計画に保育目標を記載し、職員一人
一人が月間指導計画を実践する際に意識できるよう取り組んでいます。保育理念、保育方針はホームペー
ジ、入園の案内（パンフレット）に掲載し、保護者とも共有できるよう努めています。新規の入職者について、園
長は保育目標の設定の経緯、意義を伝えるとともに、どのように保育実践に生かしていくのかを伝え、自己評
価の面接の際に理解度を確認し、必要な助言を行っています。
　園運営や保育実践において、重要な意思決定を行うにあたり、保護者の意見を参考にしています。具体的に
は、英語遊びを導入する際には、保護者アンケートを実施し、意向の把握に努めました。組織として意思決定
を行った際には、保護者会、お知らせなどの文書通知、掲示、園便りを通じて、決定内容、経緯を伝えて理解
を深めてもらっています。英語遊びの導入、運動会の中止、幼保無償化に伴う副食費の徴収など、理由や決
定内容を伝えました。給食献立の検討にあたっては、給食職員と保育士が協議をする場を設けるほか、課題
に応じてプロジェクトチームを編成し、解決に向けた検討を行っています。
　人材育成計画、キャリアパスには、職員の指導を行う主任、リーダーの育成プログラムが含まれており、OJT
を行うとともに、外部の集合研修に該当者を派遣して、指導技術の習得に努めています。主任は、日々保育に
入り、個々の職員の技術指導を行うとともに、就業状況の把握を行っています。さらに乳児・幼児のクラスリー
ダーやプロジェクト、係のリーダーと連携し、状況に応じて職員の過重負担の軽減を図るよう努めています。ま
た、主任は、個々の職員の健康状態を把握するよう努め、気になる点があると、助言を行うなど、職員が精神
的・肉体的に良好な状態で保育に取り組めるよう配慮しています。

A

A
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A評価分類Ⅵ－３　効率的な運営

　市や区の園長会に出席し、今後の保育園経営に影響のある保育政策、保育実践、運営管理などの情報提
供を受けるほか、研修会、行政説明会などで得た情報を職員と共有しています。特に今年度は「子ども・子育
て支援事業計画」の最終年度であることから、次期計画にかかわるニーズ調査結果、審議会の動向、計画素
案などに関心をもって情報収集し、職員会議で共有するとともに、政策の方向性を踏まえて、今後、取り組む
べき課題について協議を行っています。さらに法人理事会では、系列３園のサービスの質の向上に向けて、情
報を共有して必要な意思決定を行っています。
　社会経済動向など環境の変化に柔軟に対応できる経営と、地域住民の福祉の向上に資する適切なサービ
ス提供を目的に「中・長期事業計画」を作成し、推進しています。さらに中長期的展望のもとに、単年度の事業
計画を作成し、毎年度、事業の計画的な推進に取り組んでいます。職員会議では、英語遊びの導入や、地域
の子育て支援、地域の福祉施設との交流など、新たな取り組みの検討を行っています。また、次期経営層の
育成を目的に、キャリアパスに応じて必要な研修への職員派遣、OJT教育などを行っています。園では、役員
の公立保育園出身者、保育士養成校教員による技術指導を受けるほか、会計士による運営管理の指導を受
けています。
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フレール保育園

利用者本人調査

結果の特徴

　調査方法

　 訪問調査2日目は、1歳児と一緒に近くの公園まで行きます。それぞれ靴下を履き上着を着てお出かけの準備
をしています。みんな行きたくてしょうがない様子です。上着を持って自分で着ようとしている子どももいます。準
備ができたら園長先生に挨拶します。3人で座りバギーに乗って行きます。１歳児も一人乗っています。途中車が
来ると先頭の保育士が「車が来まーす」と大きな声で言います。道路の端によって車が通り過ぎるのを待ちます。
途中いろいろなものを見て行きます。保育士が「かめさんいるかなー」と言うと「あー、いたー」と指をさして「ばい
ばい」と手を振ります。次は河童の置物、たぬきの置物。すると間もなく公園に着きました。落ち葉を見つけた子
どもに保育士がいっぱい手にもって上に投げています。「ひらひらー」と子どもも一緒になって楽しんでいます。保
育士の「よーいどん」でかけっこが始まりました。いっぱい遊んでお茶を飲んだら園に向け出発です。園長先生に
「ただいまー」と言って部屋に戻りました。おむつ替えをした後は、準備ができた席に着きました。テーブル付きの
椅子に座り、食事の用意ができるまで手遊びや歌をうたって待ちます。準備ができたら1歳児と一緒に給食の歌
をうたってお手てをパッチン「いただきます」今日は根菜カレーです。スプーンで上手に食べています。チーズを保
育士が食べやすいように小さくしている子どももいました。みんなきれいに食べ終わりました。お口をきれいにし
てもらって、歯磨きをしました。歯磨きの歌をうたって「しゅっシュ」と磨き、保育士が仕上げをしていました。

第１日目、第２日目の午前遊び、昼食、午睡の状況などを中心に、観察調査を実施しました。また、幼
児とは会話の中で 適宜聞き取り調査を実施しました。

【０歳児】

【１歳児】

【２歳児】

　訪問調査2日目、今日は1歳児と一緒に公園遊びです。立ちバギーと座りバギー、歩いて行く子どもなど、それ
ぞれです。保育士はていねいに「～ちゃん、どうする？公園まで歩けるかな？」と確認しています。「歩くー」と元
気に手をあげた子どもは保育士と手をつないで出発です。途中、かめを見たり、たぬきの置物を見たり、歌をう
たったり、通い慣れた公園への道を楽しく進んで行きました。公園では保育士が危険なものがないか確認してか
ら、遊び開始です。ある子どもは鉄棒を見つけると走って行って鉄棒につかまり、足をブラブラさせています。得
意そうに保育士に笑顔を見せています。保育士が「すごいね」とほめると、ほかの子どもも集まってきて次々に鉄
棒にぶら下がり始めました。最後にお茶を飲んで帰りました。園に着き、手洗いなどが済むと昼食です。0歳児と1
歳児は同じ部屋で食事です。お座りをして、食事の用意ができるまで手遊びや歌をうたって待ちます。0歳児も1
歳児も絵本にも夢中です。準備ができると給食の歌をうたって「いただきます」をしました。午睡明けに、5歳児の
お兄さんとお姉さんが着替えを手伝いに来てくれました。トイレに行く前にズボンを脱がせたり、ぐずっている子ど
もには絵本を見せてあげたり、すっかり慣れている様子でした。順番にトイレに行きました。ほかの子どもがトイレ
で排泄できるとパチパチと手をたたいて保育士と一緒に友達をほめていました。5歳児のお世話には1歳児も慣
れている様子で、話をしながらズボンを履かせてもらったり遊んでもらったり、楽しそうにお手伝いをしてもらって
いました

　午前中は0～3歳児が一緒に公園へ散歩です。2歳児と3歳児が手をつないで、列になります。園を出てすぐの
道路を向こう側へ渡る時、車が来た時、自転車が来た時、それぞれ職員が声をかけ合います。公園へ到着する
と、子どもたちは一か所に集まって、保育士が公園内に危険がないかどうか見回るのを待ち、そのあと約束事を
確認します。2歳児はベンチに座って水分補給をしてから遊び始めます。落ち葉を拾う子どもたちを見て、保育士
が地面に落ち葉を並べたり、絵を描いたりし始めました。それを見て子どもたちも落ち葉を並べています。帰りの
時間になって、子どもたちは手をつないで列になります。手をつなぎたがらない子どもがいると、保育士は無理強
いせず、しゃがんで視線を合わせ、子どもの気持ちをゆっくり聞いていました。
　給食はクラスそれぞれの部屋で食べます。2歳児は、散歩から戻り、自ら手を洗いにいきます。液体せっけんを
泡立ててていねいに洗っていました。トイレに行く子どももいて、トイレの前で順番を待っています。散歩中におで
こをぶつけた子どもが、保育士と一緒に保冷剤をもらいに行きました。タオルで包んだ保冷剤を自分でおでこに
あてています。保育士がテーブルをふいてエプロンを出すと、子どもたちは自分でエプロンを着けていました。保
育士の一人が配膳の準備をしている間に、もう一人の保育士が絵本を読んで聞かせていました。そのあと、保育
士が今日の献立を伝え、みんなで給食の歌をうたって、いただきますの挨拶です。子どもたちはスプーンを使っ
て食べ始めました。
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【５歳児】

　訪問調査の初日、5歳児は4歳児とともに近くの公園まで散歩に出かけます。公園は遊具のある平らなスペー
スと、その背後に小高い丘の斜面が広がっています。頂上から下までローラー付きの長い滑り台が設置されて
います。いつもはこの滑り台を使って遊ぶところですが、あいにく朝方までの雨のため、ローラーが濡れていて今
日は使えません。公園に着くとベンチに荷物を置いて、準備体操を始めます。その間、職員二人が公園内に危
険がないかを確認し、滑り台の濡れている部分をタオルで拭き取ります。4歳児は丘の斜面に、5歳児は遊具の
あるスペースで遊び始めます。一人の子どもがリーダーシップを発揮して、遊びを提案します。子どもたちは賛成
して、こおり鬼を始めました。4歳児も一人だけ一緒に遊んでいます。身体は一回り小さいですが、5歳児たちに負
けずに遊びについてきます。一方、子ども二人はブランコ、滑り台で遊んだ後、職員と何かを話して、ブランコの
周りで競争を始めました。職員に聞くと、一人の子どもについて「以前はなかったのですが、運動会で自信がつい
たんでしょうね。自分から走りたいと言いました」と話してくれました。自由遊びが終わると、斜面の小道のかけっ
こです。斜面は標高差30メートル程度、頂上までS字に曲がった小道が100メートル程度続いています。ここを4人
一組で一気に駆け上ります。「よーい、どん」、合図とともに子どもたちは懸命に走り出します。グループに差をつ
けて走り切る子、マイペースで走る子、さまざまです。みんなが走り終わると、あとは保育園まで違う道を散歩し
て帰ります。

　訪問調査の初日、4歳児は5歳児とともに近くの公園まで散歩に出かけます。5歳児と手をつなぎ、職員に誘導
されながら道路の端を歩きます。前から歩いて来た近所の方に元気よく「おはようございます」と挨拶をします。
近所の方は「いってらっしゃい」と嬉しそうに挨拶を返します。曲がり角の横断歩道で止まると、何人かの子どもが
おしゃべりを始めました。職員は「静かにしないと、車の音が聞こえないので、あぶないよ」と注意し、子どもたち
はおしゃべりをやめ、道路に注意を払います。横断歩道では職員が黄色い旗をかざして、車に注意をしながら、
手をあげて渡る子どもたちを見守ります。道幅や、横断歩道の有無、交通量にかかわらず、この動作は散歩の
途中、交通教育の一環として常に繰り返されます。15分ほどで目的の公園に到着しました。この辺りは小高い丘
を開発した住宅街です。滑り台など遊具のあるスペースの背後は、標高差30メートル程度の丘が広がり、頂上か
ら下までローラー付きの長い滑り台が設置されています。斜面には木々が点在し、子どもたちのかっこうの遊び
場となっています。4歳児は丘の斜面でグループを作って遊び始めます。「何をひろっているの」と聞くと、「どんぐ
り」と手にもって見せてくれます。落ちていた枝を使って、穴を掘る子、落ち葉を拾う子など、自分の好きなことを
楽しんでいます。一人の男の子は物足りないのか、5歳児と一緒に遊んでいます。30分ほど遊ぶと、職員から「時
間ですよ」との集合の号令がかかります。この後は、準備体操、かけっこをした後、保育園まで散歩して帰りま
す。

【3歳児】

【4歳児】

　公園へ向かう途中、車が来ると保育士が声をかけ合います。子どもたちはさっと道のわきへ寄り、立ち止まって
車が通り過ぎるのを待っています。民家の住人が子どもたちに笑顔で声をかけ、子どもたちは挨拶をして、軒先
で飼っているかめを見せてもらっています。3歳児は各自がベンチに水筒を置いてから、遊び始めました。地面の
砂に絵を描いたり、遊具で遊んだり、鉄棒にぶら下がったり、子どもたちは自由に動き回るなかで、自然と異年齢
でかかわっています。保育士は子どもたちの様子を見ながら、子どもたちに声をかけ、一緒に動き回っていま
す。公園をぐるぐる走り回る子どもたちを見て、保育士が地面に線をかきました。保育士の「よーいスタート」の合
図で3、4人の子どもがかけっこです。そのうちに子どもたちだけで「よーいスタート」と言いながら、何回も競走し
ていました。
　3歳児は、配膳の前に、カレーライスのパネルシアターです。たまねぎやにんじんの紙人形が、「ぼくも食べてく
れる？」「嫌いって言われちゃうかな？」と聞くと、子どもたちは口々に「いいよ」「みんな好きだよ」と応えていまし
た。食べ始めの5分間はモグモグタイムで、おしゃべりは控えめにして食べていました。そのあとは保育士や友達
と話しながら楽しそうに食べています。子どもが「カレーのルーはおなべに入れると溶けるよ」と言うと、保育士は
「見たことあるの？」と応じています。ごちそうさまの挨拶のあとは、各自で歯磨きです。保育士は小さいホワイト
ボードに、口を開けた犬の絵をかいて、「左の奥歯、1、2、3」「今度は手前の歯、1、2、3」と歌うようにリズムにの
せながら、歯磨きの見本を見せていました。
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フレール保育園

■園の基本理念や基本方針について

付問１

■施設のサービス内容について

問２ 入園する時の状況

0.0%

その他： 「説明があった記憶がありません」というコメントがありました。

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）

61.5% 34.6% 3.8% 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

53.8% 38.5% 3.8% 0.0% 3.8%

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

50.0% 34.6% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0%

その他： 「面接がありませんでした」というコメントがありました。

③園の目標や方針についての説明に
は

46.2% 3.8% 0.0% 3.8% 0.0%

その他： 「説明があった記憶がありません」というコメントがありました。

0.0%

その他： 「まだ建設中だったので、見学はできませんでした」というコメントがありました。

②入園前の見学や説明など、園から
の情報提供については

42.3% 42.3% 3.8% 0.0% 11.5% 0.0%

①見学の受け入れについては
46.2% 15.4% 0.0% 0.0% 38.5%

その他： 「改築工事中でしたのでわかりません」というコメントがありました。

利用者家族アンケート

結果の特徴

（ 実施期間：2019年 10月 3日  ～  2019年 10月 17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： 39 回収数： 26 回収率： 66.7%

　保育園に対する総合的な感想は、「満足」が19人（73.1%）、「どちらかといえば満足」が
7人（26.9%）で合計26人（100%）でした。

　自由意見には、「あたたかい雰囲気がとても出ていて、安心して預けることができています。
保育士や子どもたちもとても優しい方ばかりで、愛にあふれている感じがします」「個性を大切
にしてくれます」「保育士がどの方も子どものことを第一に考えてくださっています」「子ども
たちが悪い事をした時でも、しっかりと向き合って子どもの話を聞き、いけないことなんだよ、
という話をわかりやすく話していると思います」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4生活① 給食の献立内容については」
「問7① あなたのお子さんが大切にされているかについては」「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7④ 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについて
は」他9項目で100%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

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

15.4% 76.9% 3.8% 3.8% 0.0% 0.0%

70.8% 29.2% 0.0% 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
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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

「基本は満足ですが、一度けがをしましたが、何も説明がありませんでした。保育
士が知りませんでした」というコメントがありました。

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

84.6% 11.5% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0%

その他：

0.0%

その他： 「おむつはずしはしていません」というコメントがありました。

⑥お子さんの体調への気配りについ
ては

84.6% 15.4% 0.0% 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

84.6% 7.7% 0.0% 0.0% 7.7%

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

84.6% 11.5% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0%

その他：
「昼寝の時間の有無については改善点もありそうなため」というコメントがありまし
た。

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

92.3% 3.8% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

②お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

88.5% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

①給食の献立内容については
96.2% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

0.0%

その他：

⑥遊びを通じたお子さんの健康づくり
への取り組みについては

61.5% 26.9% 3.8% 0.0% 3.8% 3.8%

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

88.5% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0%

その他： 「体操などの時間が作られると望ましいです」というコメントがありました。

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

57.7% 34.6% 3.8% 0.0% 3.8% 0.0%

その他：
「どちらかといえば満足しているが、今後もいろいろな機会が増えるとよいです」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）

76.9% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

②子どもが戸外遊びを十分している
かについては

65.4% 23.1% 7.7% 3.8% 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）

69.2% 30.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

遊びについて 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

0.0%

その他：

0.0%

その他：

②年間の保育や行事に、保護者の要
望が生かされているかについては

50.0% 42.3% 3.8% 0.0% 3.8% 0.0%

①年間の保育や行事についての説明
には

61.5% 34.6% 3.8% 0.0% 0.0%

その他： 「特に要望はありません」というコメントがありました。

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答
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問5 園の快適さや安全対策について

問6 園と保護者との連携・交流について

「遅くなったことがありません」というコメントがありました。

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

76.9% 19.2% 0.0% 0.0% 3.8% 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
84.6% 15.4% 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

84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0%

④送り迎えの際、お子さんの様子に関
する情報交換については

76.9% 19.2% 3.8% 0.0% 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

69.2% 30.8% 0.0% 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

76.9% 15.4% 7.7% 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

61.5% 30.8% 7.7% 0.0% 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

57.7% 38.5% 3.8% 0.0% 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

73.1% 23.1% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：

0.0%

その他：

②お子さんが落ち着いて過ごせる雰
囲気になっているかについては

69.2% 26.9% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0%

①施設設備については
69.2% 23.1% 7.7% 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
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問7 職員の対応について

問8 園の総合的評価

26.9% 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

73.1%

⑤意見や要望への対応については

69.2% 30.8% 0.0% 0.0% 0.0%

④話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

92.3% 7.7% 0.0% 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

80.8% 7.7% 0.0% 0.0% 11.5% 0.0%

その他： 「わかりません」というコメントがありました。

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

96.2% 3.8% 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

96.2% 3.8% 0.0% 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
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事業者からの意見

　当園は開園３年目で初めて第三者評価を受けました。子どもたちの人権を尊重しつつ、１０の
姿を十分に考慮し園内での研修を重ね、より良い保育を提供する努力をしてまいりました。第三
者評価を受けたことにより、職員一人ひとりの意識がさらに高まり、改めて園の理念についての
理解や書類等の見直し、保育園が果たすべき役割などについて学ぶことが出来ました。また、ア
ンケートの回収率が高かったこと、園の方針が大部分の保護者の皆様に浸透し、賛同が得られて
いることなど、全体的に満足度が高かったことで、今後、より一層、保育の質の向上を目指す励
みになりました。
　子ども一人ひとりを大切に、ていねいな保育を続けていきたいと思います。ご協力いただいた
皆様、ありがとうございました。
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