
令和1年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪基本情報≫ 

 

対象事業所名 横浜市ひかりが丘保育園 

経営主体(法人等) 横浜市 

対象サービス 認可保育所 

設立年月日 昭和 47 年 5 月 1 日 

定員（利用人数） 92 名（86 名） 

事業所住所等 横浜市旭区上白根町 795 ／ 電話番号 045-953-2081 

職員数 常勤職員 17 名 ・ 非常勤職員 9 名 

評価実施年月日 令和 1 年 12 月 17 日・18 日 

第三者評価受審回数 3 回 

実施評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜実施方法＞ 

 

評価項目 横浜市基準項目 

自己評価実施 

 

期間：令和 1 年 7 月 31 日～令和 1 年 11 月 7 日 

３グループに分かれ（嘱託職員・アルバイト職員含む）て、分担した項目につ

いて話し合いを持った。その後、会議の中で１項目ずつ結果を伝え、さらに意

見を出し合い完成となった。 

利用者アンケート 期間：令和 1 年 10 月 21 日～令和 1 年 11 月 19 日 

締切り日の掲示をし、ウオールポケットにアンケートと封筒を入れて、お願い

した。 

利用者本人調査 

 

0 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た。 

 

 ＜横浜市上白根保育園の保育方針＞ 

● 子どもの最善の利益 

● 豊かな心と生きる力を育てる 

● 豊かな自然を生かした保育 

 

 

 

≪総合評価≫ 

 

 ＜現在取り組んでいる点＞ 

● 保護者へ写真を使った保育の可視化 

● 職員の資質向上のための園内研修 

● 地域に保育施設等との密な交流及び計画的な幼保小交流 



●横浜市ひかりが丘保育園の立地・概要 

横浜市ひかりが丘保育園は、相鉄線鶴ヶ峰駅からバスで約15分、公団集会場バス停で下車し、徒歩3分ほど

の市営ひかりが丘団地のはずれに位置しています。横浜市ひかりが丘保育園は、北面に「四季の森公園」

が隣接しており、徒歩圏内には東に大型アスレチックのある「長坂谷公園」、南にログハウスが併設された

「上白根大池公園」、西面には「横浜動物の森公園（里山ガーデン及びよこはま動物園ズーラシア）」があ

り、様々な体験が出来る自然環境に恵まれた場所に位置しています。園児たちは、これらの公園を散歩先

として活用しています。また、市営ひかりが丘団地の住民の方、近隣の方々と交流があり、自治会活動の

１つである「公園愛護会」が実施する公園花壇の花植えでは子ども達が花植えを行えるスペースを確保し

てもらう等、地域から温かく見守ってもらっています。 

 

●園舎は屋上のある鉄骨の2階建てで、２つの園庭（乳児用・幼児用）を有し、砂場やジャングルジム、滑

り台、鉄棒が設備され、豊かな自然と緑に囲まれた環境の下で子ども達はのびのびと遊んでいます。保育

所の定員は0歳児が6人、1歳児12人、2歳児が12人、3歳児が20人、4歳児・5歳児は21人の計92人の大規模

保育園です。横浜市ひかりが丘保育園の特別保育の実施状況は、延長保育、障害児保育、一時保育を実施

し、旭区ネットワーク事業における事務局園の事業を担い、保護者・地域に対する子育て支援では、園庭

開放、育児相談、交流保育、育児講座、ランチ交流、ホール開放、絵本の貸し出し等を行い、旭区地域子

育て支援拠点への職員派遣、保育園広場の開催を実施しています。家庭への支援、家庭の育児力・地域の

育児力を育み、地域社会の中で共に育ち合う保育に取り組んでいます。 

 

●横浜市ひかりが丘保育園の保育の方針 

横浜市ひかりが丘保育園は昭和47年に設立され、47年の歴史を刻んだ保育園です。園の保育方針は、横浜

市の保育方針を軸とし、地域性を加味して理念・基本方針を策定しています。保育理念は「子どもの最善

の利益のために保護者や地域と協力し合い、豊かな愛情と専門性をもって保育を行う。」を謳い、保育方針

に「豊かな心と生きる力を育てる。」を掲げています。横浜市ひかりが丘保育園が大切にしているテーマに、

保育理念、保育方針に加え、「豊かな自然を生かした保育」を挙げて日々実践しています。そして、現在力

を入れて取り組んでいる点に、「保護者へ写真を使った保育の可視化」、「職員の資質向上の為の園内研修」、

「地域の保育施設等との密接な交流及び計画的な幼保小交流」とし、今後取り組んでいく項目として、「充

実した食育活動」、「フォトカンファレンス」、「遊びの環境整備」を掲げて保育を進めています。 

 

≪特に評価の高い点≫ 

 

１．【主体的な活動を促し、豊かな心と生きる力を育てる保育】 

●横浜市ひかりが丘保育園は、子どもの主体的な活動を促す保育を実践し、子どもの豊かな心と生きる力

を育んでいます。実践が裏付けられる事例として、子どもそれぞれが様々な方向を見て、みんなが話を集

中できるようにする場面において、保育士の導き方が挙げられます。保育士は、保育士自身が主体的・誘

導的にならないよう、子ども一人ひとりの興味、関心を探求するよう子ども達の様子を見ながら、「聞く」、

「見る」を別々に捉え、みんなが集中できるよう保育士は視覚的な方法でいくつかの曲を踊って見せまし

た。その中で「ねあんでるたーる人」という歌・踊りに子どもたちは関心を持ち、「ねあんでるたーる人っ

て何？」という興味が湧き起りました。子ども達は図鑑で調べ始め、マンモス、石の飾り、骨付き肉、 

動物の骨の打楽器等を見つけ、知らない原始時代に想像を巡らします。そして子どもたちはねあんでるた

ーる人の原始生活をイメージした創作劇を作ることにしました。廃材を使いブレスレット、ネックレス、

衣裳、骨付きの肉などを製作しました。保育士が歌詞に合わせて踊った「ねあんでるたーる人」の発想か



ら「友だちっていいな」という創作劇につなげる発想力と、保育士の「気づき」の促しが子ども達を主体

的な活動に導き、豊かな心・「力」を育んでいます。 

 

２．【積極的な地域の子育て支援】 

●横浜市ひかりが丘保育園では、公立保育園として積極的に地域の子育て支援を行っています。園の育児

支援事業参加者や近隣の親子、園見学の保護者等から広く地域の声を聞き、意見等を受け止め、子育て支

援事業に生かしています。地域子育て支援交流の旭区ネットワーク事業は、旭区を北部、中部、東部、西

部エリアの4つのエリアに分けて活動を実施しており、横浜市ひかりが丘保育園は北部エリアで事務局園と

して事業・活動の推進に当たっています。事業では、保育の質及び専門性の向上、保育のセーフティネッ

トの構築、地域の子育て支援の充実、地域の保育・教育施設の連携の推進を図り、また、四季の森小地区

幼保小連携推進委員会のメンバーとして年長交流年間計画の作成、各種交流活動計画作成、アプローチカ

リキュラムとスタートカリキュラムの幼保小共通理解等を図っています。横浜市ひかりが丘保育園の地域

に対する子育て支援「保育園にあそびにきませんか」では、育児相談、園庭開放、施設開放（ホール）、交

流保育、育児講座、絵本の貸し出し、ランチ交流、お誕生会を実施し、施設（ホール）・園庭開放では地域

の子育て親子に身体測定やその月に生まれた子どもの誕生会を行う等、地域の子育て支援に大きく貢献し、

尽力しています。 

 

３．【栽培活動による食育の取り組み】 

●横浜市ひかりが丘保育園では、食育計画を作成して食育に力を入れています。食育の目標は、「お腹のす

くリズムの持てる子ども」、「食べたいもの好きなものが増える子ども」、「一緒に食べたい人がいる子ども」、

「食事マナーが身につき、落ち着いて食べる子ども」を掲げて実践しています。また、0 歳から 5 歳児ま

でのねらい・実践のポイント・配慮事項を整理して細やかに進めています。保育園の卒園クラス 5 歳児の

食育最終段階でのねらいでは、「保育園での食事の仕方を知り、自分たちで場を整える。」、「いろいろな食

べ物を進んで食べる。」、「食材や調理に興味を持つ。」とし、食事場面での食育の目標に向けて活動が進め

られています。一方、野菜の栽培から食材を生かした調理までの過程を理解する食育の実施内容では、食

材に触れる（触感・匂い）、栽培活動および収穫体験、クッキング・調理体験等を年間で実施する内容を明

示して取り組んでいます。年間計画では 5 月に食育活動の本格的な実践月とし、そら豆の皮むき、枝豆の

枝とり、とうもろこしの皮むき等の調理の手伝いを行い、栽培ではピーマン・さつま芋の苗植えを実施し、

ゆすら梅の収穫やラディッシュの収穫を体験からゆすら梅のジャム作りを実践しています。横浜市ひか

りが丘保育園では、食育活動を通じて様々な経験を重ね、「食」に対する知識・興味・関心を

深め、健康的な食生活が送れる子どもを育むよう力を入れて取り組んでいます。  

≪さらなる期待がされる点≫ 

 

1. 【栽培活動による食育の取り組みのさらなる推進ついて】ああああああああ 

●乳・幼児期から正しい食事のとり方や望ましい食習慣の定着と、食を通じた人間性の形成・家族関係作

りによる心身の健全育成を図るため、発達段階に応じて食に関する取り組みが必要とされます。横浜市ひ

かりが丘保育園では、心と体の発達に密接した関係を理解して「食を営む力」を培うことを食育の目的と

して踏まえ、年間食育計画を策定して取り組んでいます。園では、「栽培活動による食育計画」に力を入れ、

食事の食育計画と、野菜の栽培から調理までの過程を理解する食育計画を区分して 2 つの食育計画を融合

し、分かり易い計画を作成して食育の充実を図っています。さらに食育について、子ども、保育園、保護

者間等で共有し、「食」の理解を深め、家庭と共に一体感をもって取り組んでいく食育活動になることを期

待いたしております。 



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 横浜市ひかりが丘保育園 

評価年度 令和１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） 

 

●保育の基本方針に「子どもの最善の利益」、「豊かな心と生きる力を育てる」、「豊かな自然を生かした保

育」を掲げ、保育目標では、「健康な子ども」、「思いやりのある子ども」、「意欲のある子ども」、「感性の豊

かな子ども」を目指し、玄関、各保育室、事務室に掲示し、常に確認ができるようにしています。また、

保育姿勢としては「●一人ひとりの違いを認め合い、子どもの気持ちに寄り添い安心して生活できるよう

にする。●恵まれた自然環境の中で、感性や体力を養う。●地域社会の中で、世代間交流を通し、互いに

理解を深め共に育ち合う。●保護者と信頼関係を築き、子どもの成長を喜びあい共に子育てをしていく。

●自己評価を行いつつ、職員同士で学び合う姿勢と連携（チームワーク組織力）の下で子どもが伸びる力

を発揮できるよう、保育の質の向上に努める。」とし、全職員に周知して共通認識を図り、職員は縮小印刷

して常に職員証のホルダーに入れて携帯し、意識しながら保育に当たっています。保護者には入園時、懇

談会等で周知しています。 

 

●全体的な計画は、保育理念、方針、目標に沿って保育・教育目標、養護、教育、食育等について年齢ご

とに作成し、育みたい資質・能力の 3 本柱、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 10 項目や、地域との関

わり等についても盛り込んでいます。全体的な計画の策定については、非常勤職員の意見を取り入れ、正

規職員が関わりながら職員会議で話し合い、決定しています。保護者に対しては、全体的な計画に基づい

た年間の保育について懇談会等でわかりやすく説明し、各クラスのファイルに綴じていつでも確認できる

ようにしています。 

ああああ        

●年間、月間の指導計画、週・日案等は、全体的な計画に基づいて年齢ごとの子どもの成長、発達を考慮

し、普段の仕草や表情から子どもの気持ちの動きを汲み取るよう配慮し、クラス担任はクラスミーティン

グ等で話し合い、子どもの自主性を尊重した指導計画を作成しています。幼児クラスでは、クラス内で何

かを決める時には保育士が子ども達に投げかけて意見を聞き、子どもの意見を保育に反映するようにして

います。また、早番職員と遅番職員と連携を図りながら 1日の保育につながりが持てるようにしています。 



 

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） 

 

●入園説明会では、入園前記入表（区で統一した面談票）を基に保護者と面談を行い、成育歴、家庭での

状況、健康状態等を丁寧に聞き取り、把握した情報は会議等で職員に周知および共有を図り、担任に引き

継ぎ、保育に生かしています。入園前記入表は 1 冊のファイルにし、全職員が閲覧できるようにしていま

す。また、保護者に児童票以外の保育上必要な事項（成育歴、家庭での状況、アレルギー対応、与薬等）

を別紙に記入してもらい、離乳食については詳しく写真や資料で説明の上、記入してもらった内容を職員

間で把握し、保育や指導計画の作成に生かしています。 

 

●短縮保育については、必要性を保護者に丁寧に説明を行い、年齢、子どもの様子、家庭・就労状況等に

応じて保護者と相談しながら日程を調整しています。入園初日は、親子で昼食まで過ごしてもらい、園の

雰囲気や様子を知ってもらうようにしています。利用開始後は園の生活環境に慣れるよう配慮しながら子

どもに負担がないよう努め、保護者とは園と家庭での子どもの様子を密に伝え合い、共有しながら対応し

ています。新入園児については、子どもが安心して過ごせるようミーティング、会議等で子どもの様子・

状況を職員間で共有し、子どもの姿に応じて柔軟に対応するよう配慮し、子どもの不安軽減に努めていま

す。乳児については、保育士の配置を定数にしてゆるやかな担当制を採用し、子どもの安心・安定を図る

ようにしています。子どもの1日の生活状況について保護者と共有を図り、日々の様子を連絡帳や写真の掲

示を交えながら丁寧に伝え、安心につながるよう工夫し、保護者へ労いと共に信頼関係の構築に努めてい

ます。進級児については、持ち上がりの保育士がいる場合は担当とし、子どもの心身の安定に配慮してい

ます。 

 

●個別指導計画は、月齢に配慮しながら 0 歳児、1 歳児、２歳児に作成し、幼児については各クラスの指

導計画に個別配慮の欄を設け、気になる子どもの様子や特記事項の記録をしています。園では、保育所の

自己評価の結果を反映させて次年度の指導計画の作成に生かしています。指導計画の評価、改訂について

は、複数の職員が参画して子どもの行動や対応の仕方等の意見交換を行い、情報を共有できるよう体制を

整えています。また、行事後の保護者アンケートや保護者との面談、懇談会での保護者の意見・意向等を

把握して反映させています。 

 

●乳児保育について、保育士は保育を楽しみ、愛情豊かに受容し、子ども一人ひとりの生理的・心理的欲

求を満たし、子どもが心地よく生活できるよう心がけています。変化が大きい時期を踏まえ、発育に応じ

て身体を動かせるよう手作り玩具や遊具を活用した様々な活動や、探索行動ができるようにし、発達や興

味・関心に応じて玩具の入れ替えを行っています。また、壁面装飾も入れ替え、季節を感じたり興味や好

奇心が育まれるよう工夫しています。保育士は、子どもの顔を見て話しかけることを心がけ、子どもの安

心感、情緒の安定を図り、信頼や愛情を深めています。保護者との連携では、連絡帳やクラスの掲示板、

登降園時を通して睡眠、食事、排泄等の情報交換を行い、園での子どもの様子を伝えるようにしています。 

 

 



●３歳以上児の保育については、園庭遊びや散歩などでは子ども達が自分で遊びを決め、自分でやろうと

する気持ちを大切にし、見守り、受け止めながら応答的な対応を心がけています。また、子ども一人ひと

りの体調、機嫌、食欲等、日常の子どもの状態の観察を十分に行い、子ども一人ひとりに応じた対応に努

めています。環境の工夫では、子ども自身で玩具の出し入れがしやすいように場所を設定し、定期的に玩

具の入れ替えを行い、興味を持って遊べるようにしています。保育では、集団の遊びを通して子ども一人

ひとりが持つ力を発揮し、友達と一緒に楽しめるよう興味・関心のある活動を行い、友達との関わりに保

育士が仲立ちをする等、子ども達が楽しく活動できるよう支援しています。また、園庭の地面の凹凸に留

意し、玩具の散乱等、乳児に危険がないよう配慮しながら子ども達がのびのびと遊べるよう配慮していま

す。園では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を念頭に置いて生活や遊びを進め、遊びの中で

環境を整え、必要な援助を行っています。10の項目では、子ども一人ひとりの特徴ある項目を重点的に記

載するようにしています。保護者に対しては、クラスだけでなく園全体の活動の様子がわかるように写真

に撮って各階の廊下に掲示したり、外の掲示板には子どもの作品も展示して保育の視覚化を図り具体的に

伝えています。 

 

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） 

 

●園舎周りや園庭の整備を定期的に実施し、毎日、保育室の清掃を行い、特に、0 歳児、1 歳児クラスは玩

具や棚の消毒を行って清潔を保ち、環境に配慮しています。各保育室には空気清浄機、温湿度計を設置し、

温湿度の数値を毎日日誌に記録し、適宜、自然換気を行い、子ども達が快適に過ごせるよう生活環境に配

慮しています。保育室は陽光が入り明るく、周辺の緑豊かに覆われた自然の風を取り入れ、季節に応じて

カーテンで光や熱を調整し、日差しの強い時期は屋外や屋上に遮光ネットを張っています。 

 

●沐浴室を設置し、乳児トイレ、幼児トイレに温水シャワーを設備して体の清潔を保持しています。園で

は、沐浴槽がありますが通常は個別のベビーバス、タライを使用して沐浴を行い、使用後は消毒を行い、

マニュアルに沿って清掃を実施しています。 

 

●各保育室は成長に合わせて環境構成を工夫し、保育室に遊びのコーナーを設けて少人数で遊び込めるよ

うにし、保育士からは見えるように配置して安全に留意しています。遊びのコーナーでは様々な遊具を用

意し、子ども達が興味を持って自由に遊べるようにしています。また、活動のスペースとして棚等で仕切

り、廊下にマットを敷いて区別しています。4 歳、5 歳児保育室の間仕切りは可動式のスライド式扉になっ

ており、扉を開けて 4 歳、5 歳児が自由に行き来できる時間を設けて交流しています。 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

 

●0 歳児、1 歳児、2 歳児は子ども一人ひとりの状況に応じて月ごとに個別指導計画を作成しています。幼

児の個別支援児、障害のある子どもについては個別指導計画を期ごとに分けて作成しています。個別に配

慮を要する子どもについては、月間指導計画の個別配慮欄に記載をして配慮し、保護者と連絡帳を活用し

て連携を図り、個人面談で園での様子や対応について伝えています。家庭からの要望・意向等は全体的な

計画に基づいたカリキュラムに個別に記載し、必要な事柄は保護者と相談しながら取り組んでいます。ま

た、カリキュラム会議や毎日のミーティングで子どもの様子の情報共有を図って職員間で支援方法を話し

合い、非常勤職員にもミーティングで周知と共に共通認識を図り、連携して保育に当たっています。変更・

見直しについては、年度末に子どもの姿に応じて柔軟に見直しをするようにしています。 

 

●入園後の予防接種や病気の記録、健康診断・歯科健診、身体測定の結果については健康の記録（児童健

康台帳、歯科健康診査表）に記載し、個別の子どもの様子、発達状況、気になること等は経過記録に記録

してファイリングしています。児童健康台帳、経過記録は、子どもの家庭の状況・要望等を記録した児童

票と共に事務室の書棚に保管・管理を行い、全職員が情報を共有して保育に当たっています。また、保育

状況やケガ、体調面等は毎日クラスの引き継ぎノートを活用し、保護者への伝達を行っています。園では、

気になる事例は、ミーティングや会議で報告し合い、各クラスの申し送りは必ず記録に残し、情報の共有

の強化を図っています。就学については、保育所児童保育要録を各就学先に送付する等、就学先と連携を

図っています。 

 

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、療育相談や臨床心理士での相談・助言を活用し、職員が要配慮児に係

わる研修に参加して報告書を参考にして、保育内容を工夫し、保育環境の改善を図っています。個別のケ

ースに関してはカリキュラム会議で配慮事項や対応を話し合い、各クラスの月間指導計画の個別配慮欄に

記録し、会議、ミーティングで必要な情報の共有を図っています。日常の保育の中で担任以外の職員も声

かけや見守りを行い、園全体で支援するようにしています。アレルギー疾患を持つ子どもについては、全

職員が生命の危険を伴う重要事項であることを認識し、必ず医師の指示書に基づいて対応を行っています。

毎月、対象児の保護者と献立について検討し、記録をして「アレルギーファイル」に保管を行い、職員間

で確認しています。毎回、配膳時には声に出して、確認した上で提供しています。 

 

 

 

 



 

●障害児保育の環境整備では、園舎内はバリアフリーになっており、階段、廊下に手すりを設置し、多目

的トイレの整備が成されています。専門機関、行政や横浜市西部地域療育センターと連携を図り、巡回訪

問を受け、指導・助言を得ています。職員は、横浜市西部地域療育センター主催のインクルーシブ保育研

修や障害児保育研修に参加し、得た情報は職員間で共有して保育に生かしています。障害を持つ子どもに

ついては、障害の特性を考慮した個別指導計画を立案し、個別日誌に毎日記録を行い、対応についてはそ

の子どもに合った教材を作り、絵カードを利用してコミュニケーションを図り、障害児と友達との関わり

を見守り、共に育ち合うことの大切さが実感できる援助をしています。職員は障害児保育の研修に参加し、

受講後は会議の中で報告を行い、職員間で共有を図り、統一ある対応に努めています。 

 

●虐待防止マニュアルを作成し、虐待の定義・ポイントについて全職員に周知し、非常勤職員も含めて研

修を実施しています。また、虐待の定義は掲示し、関係機関への連絡方法を一覧にして共通認識を図って

います。毎朝の受け入れ時や着替えの際、健康観察時にチェックを行い、早期発見に努め、持ち物が清潔

に保たれているか等、さりげなく確認し、気づいた事柄は随時、園長、主任に報告しています。また、虐

待が疑われる場合は、必要に応じて写真に収め、個別に記録するようにし、速やかに福祉保健センターと

連携し、外部機関に相談できる体制を整えています。職員は保護者の心理状況の把握に努め、家庭支援の

必要な保護者には声かけをして相談に応じる等、継続的に見守り、虐待の予防に努めています。 

 

●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、横浜市が定める「食物アレルギー対応マ

ニュアル」に沿って、かかりつけ医の指示を基にアレルギー疾患生活管理指導票(主治医記入)に沿い、適

切に対応を行っています。保護者とは密に連携を図り、毎月、献立表を基に保護者、担任、調理職員で個

別に面談を行い、除去食の提供の仕方や対応の確認をしています。食育活動については内容を検討し、メ

ニュー変更の際は早目に保護者に知らせるようにしています。献立は前日、当日朝、配膳時に調理と担任

が確認し、給食では、食物アレルギー対応マニュアルに沿って対応し、別柄の専用食器を用い、アレルゲ

ン、クラス名、氏名をトレイに置き、個別配膳と担任間・調理員とでダブルチェックを徹底し、誤配膳、

誤食がないよう徹底しています。また、アナフィラキシーの対応として、普通食に触れる事のない

よう座席や台布巾も分けて留意し、掃除を徹底するようにしています。職員はアレルギー研修に参加して

園内で研修報告を行い、職員間で共有しています。 

 

●文化が異なる外国籍の子どもへの対応では、生活習慣や考え方の違いを理解し、園生活をスムーズに送

れるよう配慮しています。子ども達に対しては保育を通して様々な文化があること、生活習慣の違い等を

伝えています。外国籍に係わる保護者には、連絡帳にはわかりやすい日本語で示し、配布物にはルビ付き

で提供し、検尿等の提出物については母国語で表示するよう配慮しています。意思疎通が困難な場合につ

いては、区役所経由で通訳の依頼や、保護者の知人の協力、ポケトークの活用等、対応策を講じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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、第三者委員等に関しては、入園のしおり（重要事項説明書）に「苦情解決制度につ

いて」を明示し、苦情・相談の窓口担当者、第三者委員の連絡先を明記して入園説明会でも説明をしてい

ます。 

苦情受付担当者及び苦情解決責任者を園長と定め、重要事項説明書にも記載し、問題解決の窓口について

玄関に掲示しています。要望や意見等を聞く機会としては、連絡帳やクラス懇談会、個人面談、行事後の

アンケート、各階に「みんなのこえ」（投書箱）を設置し、保護者の意見・要望等を聞くようにしています。

行事後のアンケート、保育所の自己評価時に実施するアンケートの結果は、掲示して公表しています。 

 

●横浜市立保育所苦情解決要綱に則り、「苦情解決マニュアル」を作成し、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えています。保護者から苦情、要望を受けた場合は、迅速に園長に報告

し、区の担当職員に連絡し、改善・対応策を会議等で話し合い、改善、解決に努めています。第三者委員

には、園だよりを定期的に送付して園の様子を伝え、行事等に招待する等、保護者と顔を合わせる機会を

設けています。職員は、要望や苦情を伝える保護者の思いに寄り添い、誠意を心がけ、不安を長引かせな

いよう努めています。要望や苦情を受けて改善されたことは、園だよりや懇談会等で保護者に伝えていま

す。 

 

 

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） 

 

●子どもの興味や季節に合わせて玩具の入れ替えを行い、子どもが遊び込めるようコーナーを設定し、ホ

ール等、広い場所を利用して遊びを楽しめるよう環境を整えています。幼児クラスでは計画的に異年齢と

の交流を設け、日々の保育の中でもクラスを越えて遊ぶ時間を設定しています。玩具は子どもが自発的に

遊べるよう、玩具収納棚を年齢に合わせた高さに設置して自由に取り出せるようにしています。園庭は、

園舎の東・南面に分かれて２つあり、庭周辺には桑の木、ブルーベリーやゆすら梅、笹等の樹木や草花が

植栽されており、子ども達は草木の葉や虫を観察しています。広い敷地の園庭には、砂場、ジャングルジ

ム、鉄棒、すべり台、タイヤ等を備え、子どもたちが思い思いに遊べる環境を整備し、好きなことをして

遊ぶ時間を十分に確保しています。 

 

 



 

●子どもの発達や興味に合わせて自由遊びと一斉活動をバランスよくディリープログラムに取り入れ、一

斉活動に偏らないよう配慮しています。職員は、子ども一人ひとりが好きな遊びをする自由時間を大切に

し、クラスや集団遊びで友達関係やルールを守る等の社会性を重視して一緒に遊ぶ楽しさを伝えています。

また、じっくり遊べるコーナーを設け、ゲームやごっこ遊びから子どもの発想を大切し、遊びを展開でき

るよう道具を用意し、安全を見守りながら遊びを保障しています。一斉活動に参加しない場合は、誘いな

がらも本人がやりたい気持ちになるのを待ち、子ども自ら参加しようとする意志を尊重するようにしてい

ます。 

 

●園庭の花壇や畑を活用して、多品種の野菜を栽培して収穫を体験し、採れた野菜を食育につなげていま

す。飼育では、園庭の桑の葉で蚕を飼育して観察したり、保育室でカブト虫を飼育し、散歩で発見した虫

などの観察を通して命の尊さを知る機会にしています。子どもたちは図鑑や生き物の絵本を見て調べる等、

身近な生き物への興味・関心を深めています。散歩や園外活動では、近隣の四季の森公園や里山ガーデン

への散歩を通して自然に触れ合える機会を積極的に設け、季節の移り変わりを自然から覚え、子どもが興

味を示した事象に応える等、豊かな感性を育んでいます。幼児は年２回、公園愛護会の方と公園の花植え

を行い公共の緑化活動の体験をし、また、地域の老人会とお正月あそびの会で交流を図る等、世代間交流

を行っています。 

 

●園では、子どもの要求するものについて、危険のない範囲で使えるように提供し、発達に合わせてペン

や紙、ひも、のり、折り紙、空き箱・テープ等を用意し、素材を使って自由に表現できるようにしていま

す。また、遊びが中断しても作品をそのままにしておけるコーナーを作り、子どもが継続して楽しめるよ

う工夫しています。年長児は個人の道具入れ、色鉛筆等を保有して自由に描画を行い、ゲーム、カルタ、

時計等の遊びから文字や数字に興味が持てるよう取り組んでいます。 

 

●子ども同士のケンカの場合は、双方の話をよく聞き取り、互いの思いを受け止めながら年齢や発達状況

に応じて上手く言葉にできない感情を代弁し、必要に応じて仲立ちをしながら言葉で伝えることの大切さ

や相手の友だちにも思いがあることを伝え、相手の気持ちを考えられるよう援助しています。乳児クラス

では、ケガがないよう見守り、子どもの気持ちを職員が代弁しながら言葉で表現する力を育むようにして

います。万が一、子ども同士のトラブルでケガが生じた場合は、速やかに保護者に連絡・確認のうえ受診

し、報告しています。職員は、会議やミーティングで話し合い、子ども一人ひとりの理解を深め、統一し

た対応ができるよう共通理解を図っています。また、3 歳～5 歳児クラスでは、自分の思いを発言できる機

会を設け、言葉を通して思いを伝え合える基盤を作るよう支援しています。 

 

●異年齢保育では、年間計画を作成し、年齢ごとの発達を踏まえた遊びも工夫しながら、朝夕の合同保育、

夏季保育、リズム活動、製作活動、会食交流、散歩等を行い、年齢間の触れ合いを大切にし、園庭での遊

びでも自然に交流しています。幼児クラスでは 3 歳、4 歳、5 歳児の異年齢で「なかよしグループ」を設け、

一緒に遊んだり食事を行い、運動会のプログラムの中でも一緒に楽しみました。年長児は、乳児クラスと

の散歩や交流を行い、慈しみ、思いやりの気持ちが育まれています。年少児の子どもが園庭遊びから入室

の際に動作を自然に手伝う場面も見られました。 

 

 

 



●健康増進の工夫では、天気の良い日は散歩や園外活動を積極的に取り入れ、年齢や目的に応じて散歩先

を選択し、子どもの体調や安全等を確保しながら健康増進の工夫を行っています。また、室内でも体を動

かせる遊具を活用したり、リズム活動で体を動かしています。園庭では固定遊具やボール、タイヤ、フラ

フープ、縄跳び等、体を使って遊ぶ遊具が揃えられ、充分に体を動かして遊ぶ環境を整えています。また、

週 1 回はリズム活動を取り入れ、意識的に体を動かす機会を設けています。外遊びでは 1 年を通じて日除

け帽子を着用し、園庭や屋上には遮光ネットを張って紫外線対策を行い、測定器を用いて熱中症防止に努

めています。虫刺されから皮膚に腫れやすい子どもには長袖、長ズボンでの対応を行っています。子ども

の健康状態は毎朝、把握し、体調のすぐれない子どもに応じて室内で過ごす等、個別に対応しています。 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●食事を楽しむ工夫として、楽しい食事の雰囲気作りや言葉かけを行い、食事前に横浜市立保育所での食

育「ぱくぱくだより」（こども用献立表）から今日の献立の話しや季節の食材の話をして関心を持って食事

ができるようにしています。食育活動では食材の感触や匂いを知り、給食の食材の皮むきや枝豆の枝とり、

とうもろこしの皮むき、玉葱の皮むきをするなど調理体験を行い、食事に対する興味・関心を高めていま

す。幼児クラスでは栽培・収穫した野菜をどのようにして食べるかを相談し、調理に関わる機会を設けて

います。また、4 歳から 5 歳児保育室のスランディングウォール（間仕切り）を開放してみんなで会食会

を行い、楽しく食事をする機会にしています。 

 

●食事については毎日、調理員がクラスを巡回し、子どもの喫食状況を保育士と共に把握し、喫食状況を

踏まえて会議で献立の意見交換を図り、記録に残し、調理員は調理の仕方や盛り付け、彩や食材の形状等

の工夫に努めています。毎日のミーティングでも保育士と調理員で子どもの喫食や盛り付け量等に

ついて情報交換の機会を設けています。園では、季節の替わりご飯を取り入れて工夫しています。ま

た、栄養士の巡回を受け、助言等を調理に生かしています。食器は、強化磁器を使用し、年齢に応じて形

状や大きさ、食具を揃え、0 歳児は持ちやすいコップ、1 歳児はスプーンですくいやすいお皿を使用し、保

護者へも写真を掲示して示しています。 

 

●保護者に対しては、給食サンプルを毎日掲示して当日の献立を掲示し、子どもに人気のレシピを置いて

自由に持ち帰れるようにし、家庭での食育につなげています。また、入園１日目は保護者が食事の様子を

見ることができるようにしています。幼児クラスでは、ぱくぱくだよりを掲示して食の興味につなげ、乳

児クラスは連絡ノートを活用して食事の様子を園と家庭で共有す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を引き、室温、湿度に配慮し、保育士は

子守唄や子どもの背中をさすったり、そばで見守り、子どもが安定した気持ちで入眠できるようにしてい

ます。SIDS 防止のため、0 歳は 5 分間隔、1 歳児は 10 分間隔にブレスチエックを行い、記録しています。

幼児はホールで午睡を行い、個別に配慮が必要な子どもは別室で過ごせるよう配慮しています。眠れない

子ども、眠くない子どもには、布団の上で休息の時間を持てるよう横になったり、静かに過ごすように促

しています。5 歳児は就学に向けて 2 月～3 月頃に午睡時間を短くするようにして生活リズムを整えるよう



進めています。 

 

●排泄に関するマニュアルを備え、年齢に応じた対応に努めています。トイレットトレーニングでは、個

人差があることを十分に理解し、一人ひとりの発達状況に応じて、保護者と連携を密に図り、個々の排泄

リズムを確認しながら、タイミングを見てトイレに促していますが、無理強いはしないよう、子どもの気

持ちを大切にして進め、保護者へもトレーニングを焦らないよう伝えています。また、排便の状況を連絡

帳で保護者へ知らせしています。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、シャワー

カーテンで他児に見えないよう配慮し、シャワーを利用して気持ち良く過ごせるようにしています。幼児

トイレは扉を備え、プライバシーに配慮し、足元マットや冬場には便座カバーを用意する等、トイレ環境

に配慮しています。 

 

●保育時間の長い子どもについて、活動や体調面を考慮して 1 日の過ごし方に配慮し、乳児については 1

日の生活に流れが持てるよう連絡帳を活用して保護者と連携を図っています。延長保育を利用する子ども

にはおやつを用意しています。子どもの状態は引き継ぎノートに必要事項を記載して職員間で確実に引き

継ぎできるよう、些細なことも情報共有を図り、延長保育を利用する子どもに配慮しています。延長保育

では、様々なコーナーを設置して子どもが好きな遊びができるよう工夫し、玩具は日中の玩具の種類を変

えて新鮮さを味わえるようにしています。また、連絡帳やクラスノートでも子どもの様子を伝え、早番保

育士から遅番保育士へ適切な引き継ぎにより保護者に伝達漏れのないようにしています。 

 

 

 

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用意し、児童健康台帳に子ども一人ひとりの健康状態、面談で知り

得た既往症、予防接種についても記録して管理をしています。毎朝、連絡帳や担任・福祉員との引き継ぎ

で子どもの健康状態を把握し、職員間で共有しています。歯磨き励行では、2 歳児から発達や安全面を考

慮しながら進め、2 歳未満児はお茶を飲んで口中をすっきりできるようにしています。年 2 回の歯科健診

後、幼児は歯科衛生士から歯磨き指導を受け、年長児は赤染めでチェックをしています。幼児クラスには

手洗い、歯磨きの手順を見やすいところに貼ってわかりやすく示しています。 

 

●年 2 回、嘱託医による健康診断・歯科健診を実施し、健診結果は児童健康台帳・歯科健康診査票に記録

し、プライバシーに配慮して個別に知らせています。身体測定は健康カードでお知らせして児童健康台帳

に記録しています。3 歳児、4 歳児は視聴覚検査も実施しています。保護者には事前に健康診断における質

問を受け付け、嘱託医に確認後、保護者へ返答しています。嘱託医とは連携を図り、子どもの健康に関し

て情報を共有しています。看護師の巡回訪問では手洗い・うがい、咳エチケット等の指導を受けたり、職

員からの質問に答えてもらう機会になっています。 

 

 



●感染症等については、感染症防止マニュアルを備え、登園停止基準や保育中に感染症等の疑いが生じた

場合の対応について入園説明会時に説明し、登園届、登園許可書等の書類を配付しています。感染症が発

生した場合は、園内での感染症蔓延に注意し、感染症情報の掲示を行い、地域の施設利用者へも周知して

います。保育中に発症した場合は、マニュアルに沿って対応し、速やかに発生状況と症状について保護者

に知らせ、可能な限り別室で個別に対応し、蔓延の防止に努めています。地域、最新の感染症情報は、近

隣在住の職員や、近隣保育園、看護師から収集し、行政や地域等から入手し、職員間で情報を共有してい

ます。 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［衛生管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を行い、園内の清潔さを確保しています。マニュアルは各クラス

に設置し、清掃の手順や消毒については随時確認し、定期的にマニュアルの見直しを行い、見直し後は日

付を記載しています。消毒液、嘔吐処理セット（使い捨て手袋）は各クラスに用意し、園内研修で処理の

仕方を実施して確認の機会を設け、手順は分かりやすく掲示して緊急時に備えています。トイレ、保育室

に清掃チェック表を貼り、清掃・衛生管理に努めています。職員は月 1 回、調理従事者は月 2 回（時期に

よる）、検便を実施しています。 

 

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、マニュアルを作成し、保育室のロッカー、遊具棚、タンスや事務室の家具にＬ字型転倒

防止を取り付け、高い場所には落下物を置かないよう留意し、地震対策を講じています。マニュアルは事

務室、各保育室に保管して毎年内容を確認しています。緊急時に備え、横浜市緊急連絡体制を明示し、園

内の避難経路図や緊急時の職員体制、連絡網を整え、事務室の電話の側に通報文言を掲示して事故や災害

時に的確に対応できるようにしています。毎月、避難訓練を実施し、様々な場面・時間を想定した避難訓

練や避難場所の確認、ヘルメット、防災頭巾の着用も訓練に盛り込んで実施しています。また、毎朝、園

内外の安全点検を実施し、記録簿に記録しています。職員は毎年、救命救急法研修に参加し、保育園設置

の AED の使い方も園内研修で実施して緊急時に備えています。 

 

●事故やケガにおける対応法は、事故対応マニュアル・事故防止マニュアルに明示し、保護者の連絡先、

救急・医療機関のリストを備え、緊急時に対応できるよう体制を整えています。子どもの事故やケガにつ

いては、ケガの部位、軽重にかかわらず保護者に説明し、速やかな対応に努め、保育日誌に記録していま

す。また、直接園長及び担当職員が状況説明と対処法を伝えています。職員は、毎日のミーティングでヒ

ヤリハットの報告を行い、改善点や確認事項を話し合い、未然防止に努めています。事故が発生した場合

は、園全体で状況を確認及び共有し、記録に残し全職員に周知を図って再発防止に努めています。 



●外部からの侵入に対して、不審者対応マニュアルに沿って防犯訓練を定期的に実施し、侵入経路と避難

体制の確認を行っています。防犯訓練では不審者侵入を想定した合言葉を共有して確認訓練を実践してい

ます。さらに、年 1 回、警察署員より防犯について研修を受け、知識を深めています。門入口は 24 時間施

錠し、訪問者にはインターフォンで確認して開閉する等、安全に留意しています。不審者情報は、旭区や

緑区から入手し、近隣の施設、地域とも連携して情報を得、情報伝達と安全管理に努めています。 

 

評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●子どもの人権について、クラスファイルに児童憲章、倫理綱領、旭区の運営方針、全体的な計画を綴じ

込み、職員は常に意識を持って保育に当っています。職員は、子ども一人ひとりの人格を尊重し、名前の

呼び捨て、差別用語、子どものプライドを傷つける行為等について園内研修で確認し合っています。また、

子ども一人ひとりに応じて、わかりやすい言葉がけを行うよう心がけ、職員会議で共通理解を図る機会を

持ち、研鑽に努めています。 

 

●他児の視線を意識せずに過ごせる場所として、限られた保育室内にパーテーション等を活用して子ども

が落ち着いて遊べるスペースを設け、コーナー作りやレイアウトを工夫しています。プール遊び後は園外

から目線を遮るようカーテンや遮光ネットで工夫し、シャワー後すぐに着替えるように配慮しています。

幼児トイレは個室になっており、プライバシーに配慮しています。 

  

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、個人情報の取り扱いについての個人情報漏洩防止マニュア

ル、守秘義務の規程を備え、クラスファイルに綴じて全職員に周知しています。全職員は会議で守秘義務

の定義や目的について話し合い、ボランティア、実習生にも受け入れ時に説明を行い、誓約書を交わして

います。保護者には、入園のしおりに明示し、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）の確認をして同意書を得ています。個人情報に関する記録は事務所の鍵のかか

る書庫に保管及び管理を行い、毎年、個人情報に係わる研修を実施して周知を図っています。連絡帳は担

任が管理し、保護者にマークや名前を一緒に確認し、手渡しをするようにしています。また、個人情報が

含まれるお知らせに関しては、子どものマークを印した専用の袋に入れて渡しています。 

 

●性差に関する配慮では、遊びや行事の役割、持ち物の区別、名簿、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。製作に使用する色、遊具、行事の劇での配役等も子どもの自主性を尊重

して決めています。職員は、性別を意識することなく、一人ひとりの好みや主張を尊重し、子どもや保護

者に対して、父親・母親の役割を固定的に捉えた話し方や表現をしないように心がけています。職員は毎

年、人権研修に参加して意識を高めています。気になる事項については乳・幼児会議で話し合い、確認し

合っています。 

 

 

 

 



 

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、保育姿勢、保育理念は、入園説明会やクラス懇談会で説明しています。基本方針は

各クラス、玄関、事務室に保護者の目に触れるよう掲示し、園目標は園だよりに掲載して理解を促してい

ます。保育方針、園目標は年度末に見直し、必要に応じて改訂をする等、見直しています。園目標や保育

方針については、年度末に保育所自己評価の保護者アンケートを実施して理解度を把握しています。 

 

●園生活での様子や活動内容は、0 歳、1 歳、2 歳児は連絡帳、3 歳児以上はクラスノートに毎日の保育の

内容を記載し、その日の様子を伝えています。また、必要に応じて写真を交えてお知らせしています。ま

た、年間予定表を前年度 3 月に配付し、保育参加はいつでも受け入れますと保護者に伝え、参加しやすい

ように配慮しています。個人面談、クラス懇談会、保育参加の内容や日程等について年度末に見直しを図

り、保護者が参加しやすいよう検討し、共に子どもの成長を喜び合えるよう調整に努めています。 

 

●個人面談は、年 1 回以上全保護者に実施し、必要に応じて随時受け付けています。クラス懇談会は年 2

回実施しています。個人面談や相談は事務室で行い、入口に面談中のプレートを示し、プライバシーを確

保するよう配慮しています。個別相談については、園長等に報告し、相談内容に応じて園長・主任も同席

して助言を行う等、継続的にフォローできるようにしています。内容は記録簿に記録し、継続的にフォロ

ーするようにしています。 

 

●園生活に関する情報は、毎月、園だよりを発行し、今後の予定や行事、日々の保育の様子、園目標を定

期的に伝え、クラスだよりで保育活動を伝えています。その日の保育については連絡帳、クラスノートで

知らせ、行事や体験的活動では写真を掲示して保育内容をわかりやすく知らせています。保護者が活用す

る打刻機の前にも掲示板を設けて保育の様子や情報を知らせています。 

 

●年間行事予定表を前年度 3 月に保護者へ配付し、保護者が予定を立てやすいよう配慮しています。保護

者の保育参加（保育士体験）等の参加については前月の園だより、掲示板で知らせ、予定を立てやすく配

慮しています。保育参加は、年間を通して参加を受け付け、子どもの様子を見る機会を提供しています。

懇談会に参加ができなかった保護者に対しては、資料を渡して個別に口頭でも伝えています。 

 

●横浜市ひかりが丘保育園では保護者会を設け、園長または主任が窓口となり、必要に応じて保護者会総

会、役員会に出席しています。卒園アルバムの役員打ち合わせや行事の準備の際は空いている保育室を提

供し、保護者会主催の活動では、意向に沿って協力しています。保護者会の配布物については、事前に園

長が確認した上で配付し、園の掲示板やウォールポケットの活用においても協力しています。 

 

 

 

 



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） 

 

●地域の子育て支援は年間計画を立案し、園庭開放、プール開放、交流保育、ランチ交流、育児講座、一

時保育、施設開放（ホール）、絵本の貸し出し等を実施し、子育て支援事業に参加する利用者や行事後のア

ンケート等から感想・要望等を抽出し、子育ての現状、支援ニーズを把握し、次年度の支援の実施に生か

しています。育児支援の情報は区の広報やホームページ、園のチラシでお知らせしています。 

 

●子育て支援サービスでは、育児相談や園見学者、交流保育等の参加者にアンケートを実施して子育て支

援のニーズを把握しています。また、保育園の第三者委員と地域の状況に関して意見交換を図り、地域ケ

アプラザや、近隣の小学校、地域の保育園との交流を通して把握しています。横浜市ひかりが丘保育園で

は、地域の子育て拠点やイベントに職員を派遣し、子育てに関する情報提供や質問に答えています。一時

保育は基本的に同じ年齢のクラスで受け入れ、ランチ交流は年 5 回実施する等、地域の子育て支援に尽力

しています。 

 

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） 

 

●旭区の子育て情報サイト、広報よこはま旭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

旭区の広報誌や、旭区のホームページ、園のホームページに子育て相談、育児講座の案内、交流保育の受

け入れ、園の紹介を掲載し、育児支援情報を発信しています。園のリーフレットに園庭開放日、育児相談

日、行事等の情報を掲載して情報を提供しています。また、地域の自治会の掲示板や近隣の商業施設、病

院にも掲示させてもらい園の情報を提供しています。 

 

●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・団体等の連絡先はリ

スト化してファイルリングし、事務室に常備して職員間で共有しています。関係機関（旭区こども家庭支

援課（削除）・保健師・近隣小学校・民生委員・児童委員・横浜市西部地域療育センター・嘱託医・児童相

談所・警察・消防署等）とは園長が窓口となって連携を図り、日頃から旭区役所保健センターの保健師と

連携を図り、相談できる態勢を構築しています。園長は、関係機関とのケース会議に出席する機会もあり、

情報を収集しています。 

 

 

 

 



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） 

 

●地域へ園の理解促進のための取り組みとして、地域支援事業の計画を立案し、子育て支援事業に地域の

親子の参加を呼びかけ、交流保育等を通して交流を行い、園の理解につなげています。園長は、上白根地

区支えあい連絡会に参加し、地域の各々の施設等と地域の問題点や改善を検討し、連携を図っています。

また、地域防災拠点会議に年 2 回参加しています。旭区主催のイベントにも参加し、地域の保育園、幼稚

園とも連携を図り、友好的な関係を築いています。 

 

●子どもと地域との交流では、幼保小連携推進事業を通して年長児と小学 1 年生や 5 年生と遊んだり、学

校探検などの交流を定期的に図り、旭区北部エリアの保育園や幼稚園と計画的に年長児を中心に交流を図

り、施設開放時や、散歩先の近隣の公園では地域の親子に園のチラシを配布したり、遊具を共有する等、

交流をしています。公園愛護会とは公園の花壇にチューリップの球根植えやひまわりの苗植えを一緒に行

っています。また、近隣の高校や中学校の職業体験も受け入れ、次世代交流を行っています。 

 

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、育児支援情報の提供は、旭区のホームページ、旭区子育てガイドブ

ック「とことこ」や、旭区地域子育て支援拠点「ひなたぼっこ」、旭北子育て広場親子サロン「メダカ」、

旭区役所等にもチラシを置かせてもらっています。 

 

●園見学は随時、予約を受け付け、希望者の都合に柔軟に対応する等、配慮しています。利用希望者から

の電話問い合わせ等についても常時対応できるようにしています。見学者には園長または主任が対応し、

保育園のパンフレットを渡し、丁寧に説明を行っています。また、施設開放等で来園した方からの相談・

質問にも丁寧に答えています。申請書類は園でも配布しており、入園の申請等は旭区役所で行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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） 

 

●ボランティアの受け入れは、園長を担当者とし、お互いの予定等を話し合って日程を決め、職員に対し

てはミーティングで事前にボランティアの受け入れを周知しています。保護者へは、入園説明会で周知し

ています。 

 

●実習生の受け入れは、主任が担当となり、資料を渡して事前にオリエンテーションを行い、園の保育方

針、子どもへの接し方、守秘義務、留意事項を説明しています。職員へは会議やミーティングにて周知を

しています。保護者に対しては入園説明会時に実習生の受け入れについて伝えています。実習では、実習

の目的に応じてできるだけ希望に添えるように進め、部分実習や責任実習ができるようし、効果的な実習

に努めています。実習終了日には反省会を行い、実習日誌や振り返りの時間を通して質疑応答を行い、成

果に結び付けられるようにしています。 

 

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） 

 

●横浜市人材育成ビジョンや人事考課制度に則り、園長は人材構成を確認し、主任と相談の上、必要な人

材の補充に努めています。年度初めに、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

具体的な到達目標を設定し、年度の終わりに振り返りを行い、園長と面談の上、達成状況の確認と次の課

題につなげ資質向上に努めています。また、キャリアラダー（保育士の自己評価票）を基に、職員一人ひ

とりの強み弱みや受講希望の研修等を確認し、内・外部研修の受講を薦める等、職員個々のスキルアップ

を図っています。 

 

●常勤職員、非常勤職員は、外部研修等に参加できるよう配慮し、受講後は報告書を作成し、回覧をして

非常勤職員を含め情報の共有化を図っています。さらに、研修報告を基に園内研修を設け、全職員の知識・

技術の向上を図っています。職員一人ひとりの研修受講記録はキャリア自己分析表に記入し、園長も研修

受講状況を共有し、確認しています。 

 

 

 

 



●非常勤職員については、キャリアや年齢等に配慮しながら業務の配置をしています。会議、園内研修を

通して、保育の意識向上を図り、職員同様に保育技術や倫理等を学び合い、会議、園内研修の参加を通し

て決定事項、変更事項を伝え、情報共有を図り、保育方針の一貫性と資質向上につなげています。園長は、

年度初めと年度末に非常勤職員との面談の機会を設け、今年度の目標とすることや、満足度や意向も把握

するようにしています。指導については主任を担当とし、必要な事項は同じクラスの職員や主任が伝えて

います。また、業務マニュアルは各クラスに置いて閲覧できるようにし、毎日ミーティングを行い、情報

の共有を図り、常勤職員と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。 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●毎年、保育所の自己評価、人事考課、キャリア自己分析表を活用し、年度末に振り返りを行い、来年度

のキャリアラダーにつなげています。外部からの技術指導では、年 2 回、横浜市西部地域療育センター、

看護師の巡回相談による技術支援や、月に数回常駐している臨床心理士のより適切な援助の仕方等のアド

バイスを得て保育に生かしています。 

 

●職員の自己評価については、キャリアラダーを活用しています。また、保育日誌の自己評価記入欄に毎

日、振り返りを記録し、月ごと、年度末にも実施して月間指導計画、年間指導計画等に反映させています。

全体的な計画に沿い、クラス担任は年間の指導計画や月間指導計画を作成し、会議で自己評価を報告し、

アドバイスを受けながら保育の質の向上につなげています。 

 

●保育所の自己評価は、保育日誌の考察、職員の振り返りを基に横浜市の保育所の自己評価項目に沿いな

がら総合的に話し合いを行い、保育所の自己評価を実施しています。会議での話し合いでは保育内容の気

づき、職員間の認識の差を知り、保育観の共有を図っています。保育所の自己評価の結果は職員間で共通

認識を図り、保育所の自己評価結果として今年度の課題の進捗状況、保護者アンケートの結果、来年度に

向けた課題等を掲示で公表し、保育の工夫や改善等に向けた研鑽につなげています。 

 

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） 

 

●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、人材育成ビジョンに「保育

士職員として求められる役割・能力・知識」が明記され、横浜市公立園全体で取り組んでいます。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。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、職員と園長との面談で目標の設定を共有し、年度途中に達成状況や課題を確認し、

年度末に振り返りを行い、次年度の課題等を確認してスキルアップにつなげています。 

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 

 



 

●園長は、年度末に職員の面談時に評価内容のフィードバックを行い、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。また、次のステップに向けた努力や改善を要す

る能力について共に考え、満足度・要望等も把握するようにしています。業務について改善点があった場

合は、職員で意見を出し合い、職員間で考えて進められるようにしています。 

 

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。また、事務室に掲示し、職員は職員証のホルダーに入れて

常に携帯しています。職員行動基準、コンプライアンスの規則、規定・要領を備え、園長はミーティング

等で他施設の事故・不祥事等の事例について職員に周知し、さらに資料を回覧して共有化を図り、不適切

な対応がないよう注意喚起をしています。毎年、旭区主催の人権研修に全職員が必ず参加し、再確認をし

ています。 

 

●ゴミの適正処理と減量に努めると共に、ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プランを進めるために率先して 3Ｒ

行動（リデュース、リユース、リサイクル）に努めています。園では、オフィス３Ｒ夢プランを毎年策定

し、目標の実現に取り組んでいます。（前年度の排出量 3％減）園内で各保育室、職員休憩室にゴミの分別

表を貼り出し、子ども達にも分別について話をする機会を設ける等、園全体で取り組んでいます。また、

横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針により、環境に配慮した調達を推進しています。省エネでは、

横浜市のエネルギーカルテシステムを導入し、使用エネルギー（電気・ガス・水道）の目標を設定して毎

月の実績報告を行っています。園庭では、夏場に緑のカーテンを作り、野菜や草花の栽培を行い、緑化を

促進しています。 

 

評価分類Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の理念・基本方針は明文化し、園目標・保育方針・保育姿勢を玄関、各クラス、事務室に掲示し、職

員、保護者等が目に触れるようにしています。職員に対しては毎日のミーティングで基本方針や保育目標

を確認し、年度末の会議では理念、基本方針、保育目標を見直す時間を設けて全職員で理解を深めていま

す。園長は、指導計画の作成や日々の保育の様子からも確認しています。 

 

 



●重要な意思決定にあたり、園長は保護者に対して懇談会で意見を聞いたり、職員へは職員会議やミーテ

ィングで説明を行い、意見を収集しています。行事や保育に係る必要な事項に関しては、プロジェクトチ

ームを設けて検討し、保護者アンケートを実施して意見等を取り入れながら決定につなげています。重要

事項の決定では、横浜市、旭区の担当者と連携を図り、分かりやすい資料を用意して配付及び掲示を行い、

保護者の理解が得られるようにしています。懇談会では保護者に要望や意見を聞き、保護者から質問や要

望があった場合は、記録を行い、後日検討内容を回答するようにし、根拠に基づいた説明に努めています。 

 

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

成プログラムを基に主任クラスの研修等に参加し、情報の取得や質の向上に努めています。主任は、シフ

ト表や各職員の業務分担を采配し、職員一人ひとりの業務の進捗等を園長と共に確認し、休暇についても

ワークライフバランスの推進を図り、職員の心身の健康、職場環境に配慮しています。職員Ⅲの職員は事

務や園全体の運営に関わり、リーダーとして、園長の補佐として、保育の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・教育運営課や旭区こども家庭支援課から得、

園長会において情報を入手し、社会の動向はマスメディアや地域の情報から分析を行い、職員会議で報告

しています。園長は、外部環境の変化等に対応しながら、保護者や近隣住民からの声に耳を傾け、改善で

きることは優先して行っています。保護者の要望や意見については会議等で改善に向けて話し合い、直ぐ

に解決できる内容、長期にわたる内容を精査し、次年度の課題につなげています。園長は、横浜市全体の

動きや保育に関する制度の改正、他保育園に関する事件・事故の情報、人材育成の制度や研修等について、

横浜市旭区役所職員として知っておくべき情報を把握して職員と共有し、園運営に生かしています。 

 

●園長は、年度初めには旭区の運営方針を受け、園の年間目標及び取り組むべき事項を全職員に説明し、

職員一人ひとりの取り組み事項につなげています。園内の必要な改善課題について見直し、検討必要事項

について職員で話し合い、園全体で進めていく体制を構築してより良い園作りに向けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 1 年度 福祉サービス第三者評価 利用者本人調査結果 

 

横浜市ひかりが丘保育園 

 

調査日程 令和１年 12 月 17 日・18 日 

保育観察 保育園を調査員 2 名で視察、観察を行いました。訪問調査日第 1 日目は 2 歳児の製作、3 歳児、4 歳

児、5 歳児のお誕生日会を見学しました。訪問調査日だ 2 日目は 0 歳児の朝の室内遊び、おやつ、園

庭遊びと、1 歳児の園庭遊びを観察しました。保育士のかかわり方、園児の様子を観察して、子ども

たちの過ごし方・保育の特徴を捉えて記しています。 

 

■子どもの生活の様子 

 

【0 歳児】 

<室内遊び> 

 

調査第 1 日目、9 時 45 分に 0 歳児の保育室を見学しました。デイリープログラムでは、朝の室内遊び、お

やつ、園庭遊びが予定され、保育室に訪れた時はおやつが終わり、子ども達は思い思いに遊んでいました。

保育室には遊びコーナーが設けられ、おままごとセットが入っているケースから子どもがコップやお皿、

ブドウ等の玩具を取り出して遊んでいます。保育士が「牛乳飲みたいな」と子どもに言うと、子どもはケ

ースから色水の入った小さいベットボトルとコップを取り出して保育士の所に持って行き、コップに牛乳

を傾けて子どもが「ジャー」と言いながら牛乳を入れる動作をし、保育士が子どもの目を見て「ありがと

う」と言うと、子どもはとてもうれしそうな顔をしています。次に「ブドウも食べたいな」と保育士が言

うと、子どもは歩き始めた足取りでヨチヨチとブドウを取りにケースに向かいました。他の子どもは、テ

ーブルの上でおままごとセットで遊んだり、押し入れの下の空間に入って横になって休んでいます。1 人

の子どもは保育士の膝の上で「ドンドン、パカパカ」と目と目で合図しながら上下運動遊びを行い、保育

士と手をつないで歩く練習をしている子どももいます。1 人の子どもが調査者の所に来て玩具のハンバー

グを落とし、拾って渡すと子どもはニコッと可愛い笑顔を見せ、大事そうに胸に抱えてお気に入りのよう

です。わらべ歌遊びでは「だるまさん」や、「まんまるちゃん、まんまるちゃん、まぁるいおかおのまんま

るちゃん～」や、保育士の膝の上で「どんぐりころちゃん 頭はとんがって～ポーン」等、保育士と一緒

に体を揺らして楽しみました。また、もうすぐクリスマスということもあり、壁に貼られたクリスマスツ

リーにシールで飾りつけをする遊びを行い、子どもは小さな指先で上手にシールを貼っていきます。子ど

も達は貼ったシールをはがしたり、指にシールを付けて遊んだり、手にシールが貼りついてはがれなく保

育士の顔を見て取れないことを要求すると、保育士は「くっついたの？」と言い、子どもは首をコックリ

とし、保育士がシール面を外側に向けて子どもに持たせていました。「これで終わりにします。おうちの人

に見せましょうね」、「お外に出て遊びましょう」と保育士が言うと、子どもたちはツリーの前から離れて

保育士に外にでる準備を手伝ってもらい、子どもは下駄箱から自分の靴を取ってスノコに腰かけて靴を履

きます。保育士と手をつないで園庭に歩いていき、楽しく園庭遊びを始めました。0 歳児の子ども達は保

育士に温かく見守られ、安定した気持ちで穏やかに思い思いに遊んでいました。 

 

 

 

 



【2 歳児】 

<製作> 

 

2 歳児では、デイリープログラムの製作、室内遊びの時間帯に見学に行きました。2 歳児クラスは定員 12

名ですが、入所者数は 15 名であり、現在インフルエンザが流行っていて今日の出席児童は 10 名でした。

今日の製作活動は、紙とシールを使ってねずみを作ります。台紙の上に色紙を大きく三角に切って貼り付

け、三角形の色紙に目と髭と耳を付けてねずみの顔を作る製作活動です。保育士が事前に髭は色紙を長く

細く切って形を作り、耳は円形に切り、目は黒く丸いシールで作り準備を整えた上で子ども達が思い思い

に製作します。子どもたちは大きな三角形を台紙に貼って行き、シールの目を貼り髭と耳をのりで貼り付

けていきます。シールの貼り付けは慣れた手つきで直ぐに貼れましたが、髭と耳の糊付けは上手にできる

子ども、手伝ってもらう子ども、それぞれです。出来上がった作品は、みんな目と髭と耳の位置に味わい

があり、子ども一人ひとりの個性がうかがえます。それぞれのねずみの表情が彩りとなり、お部屋の表情

まで明るくなります。子どもたちは出来上がったねずみの目や髭を手で触って出来栄えを確認していまし

た。作品が出来た子どもから隣の「遊びコーナー」に行って自由に遊び、本棚から本を持ってきて読む子

どもや、デュプロレゴ、ブロック等で遊んでいる子どもいます。デュプロブレゴでは高いビルを作り、ビ

ルの前に車を置いて完成品を「見て、見て」と保育士に話しかけています。保育士に「上手ね」と褒めら

れ、子どもは再度自分の完成品を眺めて満足気でした。 

 

【3 歳児・4 歳児・5 歳児】 

＜お誕生日会＞ 

 

訪問調査当日 10 時 5 分から、12 月生まれの 3 歳児、4 歳児、5 歳児の合同誕生会がホールで開催され、見

学をしました。ホールには子ども達の椅子が 3 例に並べられ、前には演台、ケーキ等を乗せるテーブル２

つが用意されています。お誕生日月の子どもは、3 歳児と 5 歳児の 2 名です。誕生日の 3 歳の子どもが前

に出て、テーブルでインタビューを受けます。保育士がマイクで「お名前は？」、「何歳になりましたか？」、

「一番好きな野菜は?」と質問し、「食事は？」と質問すると少し恥ずかしそうに「わかめラーメン、みそ

汁、カレーライス」と答えます。答えにより誕生日の子どもを身近に感じ、知り、みんなで心からお祝い

する機会となっています。質問が終わると、ケーキにろうそくの火が灯され、みんなでお誕生日の歌を歌

い、大きな拍手をして 2 人を祝います。お友だちから手作りの誕生カードを渡されました。次は 5 歳の子

どもを祝います。保育士からの質問では、「お名前を教えてください」、「どんな遊びが好きですか？」、「好

きな食事は？」の質問にはきはきと答え、みんなからお誕生日の歌と大きな拍手をもらい、手作りの誕生

カードを渡され、子どもは喜びの表情で席に戻りました。後、演目では保育士の手品で子どもは盛り上が

り、絵本に描かれたアメが本当に出てくる手品を披露し、子どもたちは「わぁ～！すご～い」、「アメ食べ

た～い」と大興奮でした。次にはサンタさんのパネルシアターでは、クリスマスに可愛いプレゼントが色

んなおうちに届く心が温まるお話がされ、子どもたちは口々に「わたしはね～、○○たのんだんだ～」、「も

うすぐクリスマスだよね」、「たのしみ」とワクワクする期待が高まっていました。 

 

 

 

 

 



【横浜市ひかりが丘保育園 利用者アンケートの特徴】 

 

実施年度 / 評価項目手法 2019 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 68） 

有効回答数 40 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％）   59％ 

  

無記名 1 世帯 

＊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、日常の保育内容についての「遊び」・「生活」での『満足』が総体的に

高く、特に『満足』の高い項目では、「子どもが戸外遊びを十分しているか」についてであり、『満足』は

68％を得ています。また、「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『満足』は 65％

となっており、比較的高い『満足』が得られています。『満足』と『どちらかといえば満足』を合わせて（以

下、「ほぼ満足」という）見ると、「園のおもちゃや教材について」が「ほぼ満足」として 100％（満足 63％

（62.5％）、どちらかといえば満足 38％（37.5％））を得ています。また、「ほぼ満足」が高く示している項

目では、「子どもの戸外遊びを十分しているかについて」満足は 68％、どちらかといえば満足 28％、どち

らかといえば不満 5％あるものの、「ほぼ満足」は 96％となっており、「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」も「ほぼ満足」が 96％となっています。また、同様に「ほぼ満足」

が 93％を示している項目では、『満足』の高かった「自然に触れたり、地域に関わるなどの園外活動」や、

「お子さんが給食を楽しんでいるか」、「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」、「あな

たのお子さんが保育園生活を楽しんでいるか」等が挙げられます。全体的に「ほぼ満足」が高く安定した

評価が得られています。 

 

●アンケートの自由記述からは、「子どもの様子を見ると楽しく過ごしている」、「一人ひとりとよく向き合

っている」、 「毎日、保育園には助けていただき感謝している」、「保育についてほぼ満足している」等、

満足している声が挙がっています。 

 

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

4 世帯 8 世帯 7 世帯 10 世帯 3 世帯 7 世帯 



 

●『不満』として挙げられた項目及び、『満足』が比較的低い項目では、保育園の快適さや安全対策、園と

保護者との連携・交流についての項目に見られ、「感染症の発生状況や注意事項などの情報提供」、「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」が『不満』10％となっています。また、「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、『不満』としては 3％ですが『満足』では 15％と

全体の中では低い項目として挙げられ、「ほぼ満足」は 70％を示しています。 

 

●アンケートの意見から、配慮に関する要望や意見が多く挙がっており、保護者それぞれに感じている意

見、配慮を望む声等が述べられています。例えば、「アレルギー面談についてもう少し柔軟な対応をしてほ

しい」、「送り迎えの保護者対応についての要望」や、運動会についての意見も挙がっています。他概ねの

意見等については、保育の実施と体制の中で成されているところであると思われますが、コミュニケーシ

ョンの図り方、理解の促し方等の工夫等について見直しを図り、より保護者の安心・満足度の取り組みに

ついて期待いたします。 

 

●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 3％、まぁ知っている 45％、どちらともい

えない 20％、あまり知らない 23％、まったく知らない 5％、無回答 5％という結果になっています。それ

らの賛同については、賛同できる 33％、まぁ賛同できる 18％、どちらともいえない 5％、無回答 45％に

て、51％が「ほぼ賛同」を示しています。基本方針、保育目標は目の付くところに掲示し、機会あるごと

に保護者へ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 45％の支持をいただき、『どちらかといえば満足』は 35％、『どちらかといえば不

満』は 15％、『不満』は 5％、『無回答』0％にて、サービスの提供について、80％が「ほぼ満足」してい

ると捉えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用者調査項目（アンケート） 

 

横浜市ひかりが丘保育園 

 

【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。 

3% 45% 20% 23% 5% 5% 

1人 18人 8人 9人 2人 2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。 

33% 18% 5% 0% 0% 45% 

13人 7人 2人 0人 0人 18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 50％ 25％ 3％ 0％ 18％ 5％ 

20人 10人 1人 0人 7人 2人 

《その他意見》 

 

・見学はしていません（6）。 

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 

53％ 30％ 8％ 0％ 5％ 5％ 

21人 12人 3人 0人 2人 2人 

《その他意見》 

 

 

 

5 園の目標や方針についての説明には 40％ 43％ 8％ 0％ 5％ 5％  

 16人 17人 3人 0人 2人 2人 

《その他意見》  

・覚えていません（2）。 

 

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 

50％ 35％ 5％ 5％ 0％ 5％ 

20人 14人 2人 2人 0人 2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 

 

48％ 38％ 10％ 0％ 0％ 5％ 

19人 15人 4人 0人 0人 2人 

《その他意見》 ・詳しく伺っていません。 

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） 

48％ 40％ 3％ 0％ 3％ 8％ 

19人 16人 1人 0人 1人 3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 25％ 63％ 5％ 3％ 5％ 0％ 

10人 25人 2人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・行事が少ないです。 

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 

15％ 55％ 23％ 3％ 3％ 3％ 

6人 22人 9人 1人 1人 1人 

《その他意見》 

 

 

 

 

      

  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） 

43％ 45％ 10％ 0％ 0％ 3％ 

17人 18人 4人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 68% 28% 5％ 0％ 0％ 0％ 

27人 11人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・逆に室内での遊びが少ないです。 

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) 

63％ 38％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

25人 15人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・本がたくさんあります。 



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％ 28％ 8％ 0％ 0％ 0％ 

26人 11人 3人 0人 0人 0人 

《その他意見》 ・近隣に大きな公園や公的施設がたくさんあるので、環境的にと

ても恵まれています。 

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 

53％ 33％ 10％ 3％ 3％ 0％ 

21人 13人 4人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・自己主張が強い為、難しいです。 

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 

53％ 38％ 8％ 3％ 0％ 0％ 

21人 15人 3人 1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 48% 40％ 13％ 0％ 0％ 0％ 

19人 16人 5人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・誕生日やイベント等、月に 1回は特別感のある昼食やおやつ

にしてほしいです。 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 40％ 53％ 8％ 0％ 0％ 0％ 

16人 21人 3人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

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 

48％ 40％ 10％ 3％ 0％ 0％ 

19人 16人 4人 1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 

50％ 43％ 3％ 3％ 3％ 0％ 

20人 17人 1人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・わかりません。 

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 

48％ 28％ 8％ 3％ 13％ 3％ 

19人 11人 3人 1人 5人 1人 

《その他意見》 

 

・おむつ外しの段階ではないです（2）。 

22 お子さんの体調への気配りについては 63％ 28％ 3％ 5％ 3％ 0％ 

25人 11人 1人 2人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・過敏すぎます。 



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 

55％ 28％ 8％ 3％ 5％ 3％ 

22人 11人 3人 1人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・先生によって温度差を感じます。 

・2歳児になってから、あまりお話してくれていません。 

・連絡をする職員とそうでない職員がいます。 

 

 

 

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 33％ 50％ 5％ 8％ 3％ 3％ 

13人 20人 2人 3人 1人 1人 

《その他意見》 

 

・どちらとも言えない。 

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 

48％ 38％ 10％ 3％ 3％ 0％ 

19人 15人 4人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・部分的に目が届いていないところがあります。 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

33％ 50％ 10％ 3％ 5％ 0％ 

13人 20人 4人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・どちらとも言えない。 

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 

48％ 35％ 8％ 10％ 0％ 0％ 

19人 14人 3人 4人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・もう少し情報を開示してほしい。 

 

 

 
 

 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 

33％ 53％ 10％ 0％ 5％ 0％ 

13人 21人 4人 0人 2人 0.人 

《その他意見》 

 

・年に数回も面談は必要ないと思います。 

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 

43％ 53％ 3％ 0％ 3％ 0％ 

17人 21人 1人 0人 1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 38％ 50％ 8％ 3％ 3％ 0％ 

15人 20人 3人 1人 1人 0人 

《その他意見》 ・そもそも行事が少ないです。 

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 

40％ 43％ 10％ 5％ 3％ 0％ 

16人 17人 4人 2人 1人 0人 

《その他意見》 ・0、1歳児の時は、丁寧にお話をしてくれていました。 

・職員によって様々です。 

 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

38％ 43％ 5％ 8％ 8％ 0％ 

15人 17人 2人 3人 3人 0人 

《その他意見》 ・家に帰って子どもに聞くこともありました。 

33 保護者からの相談事への対応には 50％ 30％ 5％ 8％ 8％ 0％ 

20人 12人 2人 3人 3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％ 30％ 5％ 8％ 8％ 0％ 

20人 12人 2人 3人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・特に利用していません。 

 

 

 

 

 

 

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 55％ 25％ 10％ 3％ 8％ 0％ 

22人 10人 4人 1人 3人 0人 

《その他意見》 ・入園当初は思えなかった。 

・連絡票の言い回しがひどいと感じる時があります。 

・職員によって違います。 

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 

58％ 35％ 5％ 0％ 3％ 0％ 

23人 14人 2人 0人 1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 

48％ 30％ 8％ 8％ 5％ 3％ 

19人 12人 3人 3人 2人 1人 

《その他意見》 ・わかりません（2）。 



38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 48％ 30％ 8％ 8％ 8％ 0％ 

19人 12人 3人 3人 3人 0人 

《その他意見》 ・職員によります（2）。 

39 意見や要望への対応については 48％ 30％ 8％ 5％ 10％ 0％ 

19人 12人 3人 2人 4人 0人 

《その他意見》 

 

・わかりません。 

・アレルギー面談等、平日の調整が難しいです。 

・保護者会の話は話しにくいです。 

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 45％ 35％ 15％ 5％ 0％ 

18人 14人 6人 2人 0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：  横浜市ひかりが丘保育園                                 横浜市旭区上白根町 79５ 

回答世帯数：68 世帯中 40 世帯 ＜0 歳児（4 名）、1 歳児（8 名）、2 歳児（7 名）、3 歳児（10 名）、4 歳児（3 名）、5 歳児（7 名）、無記名（1 名）＞ 

 定員 ：92 名 調査期間： 2019/10/21 ～   2019/11/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業者コメント 

 

施設名： 横浜市ひかりが丘保育園 

         

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

 大型園での第三者評価を受けるのは初めてでしたが、ベテランの職員がプロジェクトメンバーになり、各グループでの話し合いを

リードしてくれ、回数は多くなりましたが、アルバイト職員が疑問点をあげているのを聞き、このチームで仕事をしている実感と、

チーム力を高めたいと思いました。第三者評価はいろいろなことに気づかせてくれて、勉強にもなりましたし、改善点への意気込み

も持たせてもらいました。 

 

 

＜評価後取り組んだこととして＞ 

 

１．保育士全員で、1 枚の写真からのフォトカンファレンスの園内研修をまず行いました。同じ写真なのに、いろいろな見立てがあ

ることがわかりました。その後、一人一枚保護者向けのドキュメンテーションを作成し、みんなで共有し、振り返りを行いまし

た。「意識して写真を撮ると、いつもと違う視点に気づき、その意味を考えた。」、「文章は短い方が保護者には読んでもらえると

思うが、伝えたい思いもある。」など、様々な感想がありました。 

 

２．年明けより、保護者に向けてのクラスノートに、写真を活用することにも取り組み始めました。保護者から、「とてもわかりやす

い」、「見たいと思う」と反応が早速ありました。 

 

３．来年度の行事のねらいや開催時期や方法を見直しました。利用者アンケートでの意見にもありましたし、また、園のことをもっ

と知ってもらいたいし、子どもが主体的に活動する中での行事のあり方はどうなのかを、会議で何回も話し合いました。 

 

 

 


