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【評価実施概要】 

 

事業所名 横浜市桂台保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 3月 26日  （評価に要した期間）6か月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 各職員が自己評価票の記入を行った。福祉員は、話し合いながら記

入をした。 

② 各職員が記入した自己評価を持ち寄り、クラスごとにまとめた。 

③ クラスごとのまとめと福祉員のまとめとを合わせ、一項目ずつ確

認・協議・合意しながら園全体としてまとめた。 

実施期間 

2014年10月～2015年1月13日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（84 世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配布した。 

② 各保護者より、返信用封筒で、評価機関にあてて無記名で返送して

もらった。 

実施期間 

2014年 12月 9日～12月 24日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：各クラス担任保育士6名、福祉員、看護師、 

ネットワーク事業担当にそれぞれヒアリング。 

その後書類調査 

実施日 第 1日：2015年 2月 16日 

    第 2日：2015年 2月 17日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察をしつつ、 

園長にヒアリング。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：園長にヒアリング、主任・調理員にヒアリング。 

4、利用者本人調査 ① 観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1日：2015年 2月 16日 

    第 2日：2015年 2月 17日 

 



2 
 

 総合評価  

 

【施設の概要】 

横浜市桂台保育園はＪＲ根岸線の「港南台」駅からバスで「桂山公園」下車、徒歩 2 分のところにあり

ます。隣に大型スーパーがあるほかに、桂台中学校、桂台小学校、地域ケアプラザや障がい者通所施設など

の公共施設が周りにあります。近くには広い運動場と小高い丘がある桂山公園をはじめとして自然に恵まれ

た公園があります。 

横浜市桂台保育園は1979年 6月に横浜市立保育園として開設されました。現在は栄区の育児支援セン

ター園として地域の中核的な位置づけがなされています。 

敷地は 1811 ㎡と広く、園庭にはプールも設置されています。建物は 677 ㎡と広く、各年齢別の保育

室があり、すべて園庭に面しています。保育室とは別にホールがあり、ここでは運動をしたり、さまざまな

行事を行うことができます。 

定員は 86名（0歳児～5歳児）、開園時間は平日は 7:00～19:00、土曜日は 7:30～15:15 となって

います。 

保育理念は「すべての子どもたちが、じぶんを「かけがえのない存在」と感じ、自信を持って生きていか

れるように」となっています。 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは自分で考える力を養いながら自由にのびのびと育っています 

子どもたちは、さまざまなことにチャレンジしています。例えば 5 歳児は、近くの桂山公園で、急斜面

を段ボールの板をお尻の下に敷いて、スピードをつけて滑り降りていきます。他方の急斜面では岩や木の根

っこの出っ張りを利用してロッククライミングのように登っていくという「冒険」もしています。公園の運

動場ではボール遊びをしたり、追いかけっこなど思い思いの遊びとルールを考え出して遊んでいます。保育

士たちは安全に留意しつつ、子どもたちの冒険心を大事にして見守っています。 

0歳児クラスでも、広い園庭を自由に動き回って遊んでいます。おままごとや、車を乗りまわしたり、押

しまわしたりし、幼児用のすべり台に自分で登って滑り降りる子どももいます。こうした大胆な行動にも保

育士は注意深く見守るにとどめ、手助けはなるべくしないようにしています。 

外遊びから保育室に入るときには、靴や靴下、ジャンパーを自分で脱いでいきますが、乳児にはまだ困難

な動作もあります。こうした場合にも自分でやればできることを教えるために、保育士はなるべく手伝わず

にいますが、できたときには「上手にできたね」など褒めて、達成感を大切にしています。 

保育士は遊びの中で、子どもたちの考える力が養えるよう、次に何をすると良いか、自分は何がしたいか

の決定を子どもたちに任せる場面が多く見られます。室内で遊ぶときにも、ブロック遊び、折り紙遊び、お

絵かきなど、各自が好きな遊びを選んだり、グループでどの遊びをするかを決めたりしています。園庭に出

るときも、寒い日だったのでジャンパーを着るように保育士がすすめてはいましたが、実際に着るかどうか

の判断、遊んでいて暑くなってからの着脱など、幼児の子どもたちは自分でできている様子でした。 

その一方、悪ふざけや乱暴なことをして人に迷惑をかけるようなときには、どうしていけないかを子ども

たちに考えさせる場面も見られ、保育の中でメリハリをつけています。 

 

【2】地域に愛される保育園をめざし、地域への支援と交流を活発に行っています 

園ではさまざまな子育て支援事業を展開しています。地域の子育て家庭を対象とした育児相談は保育園の

中だけでなく、地域ケアプラザでの出張相談にも応じています。これに加えて子育てサロン、育児講座など
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を行っています。園庭開放にも積極的です。広い園庭では、園の子どもたちが遊んでいるところに地域の子

どもたちが保護者と一緒に来て、鉄棒やすべり台、砂場などを自由に使って遊んでいます。夏にはプール開

放も行って、地域の子どもたちがたくさん集まります。 

地域交流も活発です。例えば、地域ケアプラザで開催される高齢者の誕生会に、毎月 5 歳児が参加した

り、近隣の福祉施設を定期的に訪問しています。また、近くの小学校とは、散歩の途中に訪問したり、秋祭

りに訪問するなどの交流があります。中学校とも、体育祭に招待されたり、中学校の家庭科の授業で保育園

に来てもらうなどの交流があります。このように、子どもたちは地域との交流の中で育っています。 

 

【3】人材育成のシステムが機能し、職員は能力向上に対して強い意欲を持っています 

園は、人材育成に強い意識を持って臨んでいます。横浜市としての保育士等の人材育成計画に基づき、毎

年職員は、年度の開始時に自分の年間目標を設定します。そこで園長との面談を行い、さらに、年間の研修

の方向性を設定し、期末には振り返り・評価を行う仕組みが機能しています。 

研修は、園内研修のほか、外部の研修が年間を通じて紹介され、その中から自分の研修目標に合致する講

習を選択しています。これらの研修を職員は積極的に受講しており、能力向上への強い意欲が感じられます。

また、非常勤職員を対象とした研修も実施されており、勤務時間内に参加することができます。 

 

【4】マニュアル類や各種記録が整備されています 

 園の運営に必要とされる手順、マニュアル類が整備されています。横浜市で作成されたマニュアルをベー

スにしてはいますが、園独自にも検討・工夫をしてとりまとめています。また、研修記録や会議録、苦情対

応の記録、クラス懇談会の記録、育児相談記録など各種記録がきちんと取られ、ファイリングされています。

このようなマニュアルや記録は所定の棚に保管されており、職員はいつでも必要なときに見ることができま

す。 

 

【5】区内保育園のネットワークの核として、保育の質向上等に取り組んでいます 

園は栄区内にある保育園ネットワークの事務局を担っています。ネットワーク事業担当の保育士を中心と

して、区内の保育園を対象としてスキルアップ研修、公私保育園交流事業、子育て支援事業を企画運営して

います。たとえば、スキルアップ研修では、今年度は、遊びを通して子どもの発達を促していく「ムーブメ

ント教育・療法」に取り組んでいます。 

また、公私保育園交流事業では、地域ケアプラザに区内の全保育施設（認可保育所に限らず）の子どもた

ちを集め、交流保育に取り組んでいます。このときには保育士も各保育園から参加し、子どもたちだけでな

く、保育士たちの交流の場ともなっています。 

 

●独自に取り組んでいる点 

保護者会の活動が活発で、連携しています 

保護者会が組織され、各クラスから役員が選出されて会の運営にあたっています。夏祭り、運動会、親子

遠足、人形劇、お楽しみ会といったイベントについて、保護者会の実行委員会が企画運営を行っています。

さらに広報担当が保護者会だよりを年4回発行しています。 

このような活発な活動を展開する保護者会に対して、園としては保護者会担当の保育士を置き、また園舎

を活動場所として提供するなど連携しています。保護者会の協力を得ながら園運営にあたっています。 
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 分類別評価結果  

「ひょう太」 3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

横浜市の評価基準に基づいて、各評価分類は１～６つの評価項目によって構成され、評価項目の評価結果によ

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育課程等の作成 

(1) 保育の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものになってお

り、全職員が理解し、実践してい

るか。 

(2) 保育課程は、保育の基本方針に基

づき、子どもの最善の利益を第一

義にして作成されているか。 

(3) 日常の保育を通して子どもの意

見や意思を汲み取る努力をし、指

導計画に反映させているか。 

・保育理念は「すべてのこどもたちが、じぶんを「かけがえのない存在」

と感じ、自信を持って生きていかれるように」とし、利用者本人を尊重

したものとなっています。職職員ミーティングのときに唱和して確認す

ることもあり、職員全員が理解して実践しています。 

・保育理念に則って保育方針は「豊かな人間性をもった子どもに育てる」

としています。また、保育目標として、「“みんなで育ちあい”～私もあ

なたも大切。笑って、泣いて、感じて、共に育とう～」を掲げ、子ども

の最善の利益を第一義にしています。 

・子どもたちの動きや態度などを保育士は見守ったり、話を聞いたりして、

子どもの状態を絶えず把握しようとしています。これらの子どもの状態

を、月案や週案に反映させています。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

(1) 入園前や入園後すぐに子どもの

発達状況や課題を把握している

か。 

(2) 新入園児受け入れ時の配慮を十

分しているか。 

(3) 子どもの発達や状況に応じて指

導計画を作成しているか。 

・入園までの家庭での生活環境等を保護者に記入してもらうほか、入園時

の面接で子どものことをよく観察し、子どもの発達状況や課題を整理し

て記録に残しています。 

・在来児が不安にならないように、0、1、2歳児のクラスは、前年度担当

した保育士が1人は持ち上がるようにしています。また、新入園児に対

しては、短縮保育を実施したり、愛着のある持ち物の持ち込みを認めた

りと配慮しています。 

・子どもの発達状況を見ながら、月案や週案は柔軟に作成しています。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

(1) 子どもが快適に過ごせるような

環境（清潔さ、採光、換気、照明

等）への配慮がなされているか。 

(2) 沐浴設備、温水シャワーなど体を

清潔にできる設備があるか。 

・保育室はすべてベランダに面し、陽光が十分入ってくるように設計され

ています。エアコンが設置され、温湿度計が置かれていて、温度・湿度

の管理が適切に行われています。また清掃チェック表などを用いて、園

舎全体は清潔に保たれています。 

・沐浴施設、温水シャワーが設置され、これらの設備は清潔に保たれてい
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(3) 子どもの発達に応じた環境が確

保されているか。 

ます。 

・0、1、2歳児の保育室は、机や可動式本棚などでコーナーが作られ、小

集団保育ができるようにしています。ホールでは異年齢の子どもが集ま

って、体操や運動をすることもあります。 

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

保育目標を設定し、それに応じた

個別指導計画を作成しているか。 

(2) 子ども一人一人の発達の過程に

応じた対応をし、その記録がある

か。 

・0、1、2歳児は、子ども一人一人について個別の月間指導計画を作成し

ています。3 歳以上の子どもについては、配慮を必要とする子どもに関

して、個別指導計画を作成しています。 

・入園のときに子どもの家庭状況を面接票に記録し、その後は児童票、健

康台帳に成長・発達に関する記録を作成し、卒園時まで記録を残してい

ます。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報が

職員間で共有化されているか。 

(2) 障害児保育のための環境整備、保

育内容の配慮を行っているか。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

(4) アレルギー疾患のある子どもへ

の適切な対応ができているか。 

(5) 外国籍や帰国子女など、文化の異

なる子どもに対して適切な配慮

がされているか。 

・配慮を要する子どもを積極的に受け入れています。そういった個別ケー

スについては、カリキュラム会議、乳児・幼児会議で話し合うことで、

職員同士で情報を共有しています。 

・園舎は平屋であり、段差にはスロープをつけて身体障がい児に対してバ

リアフリーの構造となっています。障がい児の特性を考慮して、個別指

導計画を作成しています。 

・児童虐待については、パジャマへの着替えのときなどに特に注意して子

どもを観察し、虐待が疑われるときには児童相談所、栄区こども家庭支

援課と連絡をとるようにしています。 

・入園時にアレルギーに関して保護者から聴取し、アレルギーのある場合、

医師から「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導書」を入手し、

それに基づき対応しています。除去食を提供するときは、誤食がないよ

うに、子どもの名札を付けて専用トレイを用いています。 

・文化の違いや生活習慣の違いがあるときには、子どもたちによく説明し

ています。外国籍の子どもが入園した場合は、横浜市として通訳ボラン

ティア制度があり、これを活用していく予定です。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

(1) 保護者がサービスについての要

望や苦情を訴えやすい仕組みに

なっているか。 

(2) 要望や苦情等を受けて、迅速に対

応できる仕組みになっているか。 

・保護者向けの入園時のしおりに、苦情解決制度について説明しています。

さらに保育室には第三者「苦情申出」制度について掲示があります。運

動会などのイベントの終了時には、アンケートをとって要望・意見を出

してもらうようにしています。 

・苦情を受け付けてから、解決していくためのチャートができています。

これによって、要望や苦情等が出たときには迅速に解決が図られるよう

になっています。 
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評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

(5) 遊びを通して子ども同士の関係

や保育士との関係が育つよう配

慮しているか。 

(6) 積極的な健康増進の工夫が遊び

の中でなされているか。 

・子どもたちが落ちついて遊びやすいように、保育室に棚や本棚を使いコ

ーナーを作り、テーブルやいすを配置したり、部屋の一部にじゅうたん

を敷くなどしています。また園庭にもテーブルやいすを配置し、子ども

たちが自分の好きな場所や発達に合ったおもちゃで遊ぶことができるよ

うになっています。 

・子どもたちは順番にブランコや滑り台で遊んだり、数人で砂場で山を作

ったりして遊んでいます。大勢でドッジボールをしたり、地面に水で道

路を描いて三輪車を走らせたり、周りにいる友達と楽しみながら遊んで

いる姿が見受けられます。保育士は一人一人の子どもが興味を持って遊

べるよう声かけをしたり、遊びに参加したりしています。 

・花壇・畑作りの年間計画を作成し、花や野菜の栽培を行っています。土

作り、苗植え、種まき、水やりなどを子どもが体験し、植物の成長過程

を楽しむことができるようになっています。 

・保育プログラムの中に体育指導やリズム交流、体操があり、子どもの年

齢や発達に応じて自由に表現できるよう配慮されています。 

・保育士は、子ども同士のけんかのときには双方から話しを聞くとともに、

それぞれの気持ちを子どもが自分で伝えることができるように、また次

にどうしたら良いかが言えるように働きかけています。 

・天気の良い日は散歩や園庭遊びに出ています。公園にある山全体をアス

レチック場に見たて、自然の中で体全体を使って遊んでいます。 

Ⅱ－１ 保育内容[生活] 

(7) 食事を豊かに楽しむ工夫をして

いるか。 

(8) 食事の場、食材、食器等に配慮し

ているか。 

(9) 子どもの喫食状況を把握して、献

立の作成・調理の工夫に活かして

いるか。 

(10) 子どもの食生活について、家庭

と連携しているか。 

(11) 午睡・休息は発達や日々の子ど

もの状況に応じて対応している

か。 

(12) 排泄は個人差があることを十分

・給食の際、保育士は子どもが負担になるほど強制することはありません

が、おかずの量を調整したりして、なるべく食べることができるよう声

かけしています。 

・行事によっては園独自の献立を加えています。子どもたちが栽培した白

菜、大根などを使って豚汁にしたり、サツマイモを使ってスィートポテ

トを子どもたちが作ったりしています。 

・調理員は子どもたちに季節の珍しい食材を調理前に見せて触ってもらい、

食事に興味がわくようにしています。 

・保育士と調理員は相談しながら、スプーン、フォーク、はし、お椀など

の形状や大きさを子どもの成長や発達に応じて変更しています。 

・調理員は食事中の子どもたちの様子を見て回り、子どもたちから話を聞

いたり、保育士からの情報を得て、献立作りや食材の切り方や盛り付け

に生かしています。 
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に配慮して対応しているか。 ・毎日の給食を玄関前の給食サンプルコーナーに展示するとともに、横浜

市のホームページでレシピを公開しています。また、毎月「給食だより」

（献立表含む）を保護者に配布しています。 

・短縮保育、懇談会、離乳食の段階を進めたときなどに、保護者が給食の

試食をする機会を設けています。 

・保育士は眠られない子どもに対して、午睡は強要せず布団の上で体を休

めるよう働きかけています。幼児クラスの中には早めに午睡を終わらせ

て自分のクラスで静かに遊んでいる子どももいます。 

・保育士は乳児の排泄を排泄・授乳チェック表に記入し、一人一人のリズ

ムに合わせて対応しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実施

されているか。 

(2) 健康診断・歯科健診の結果を保育

に反映させているか。 

(3) 感染症等への対応に関するマニ

ュアルがあり、保護者にも徹底し

ているか。 

・健康管理に関するマニュアルに基づき、職員は子ども一人一人の健康状

態を把握しています。 

・健康診断・歯科健診の結果を健康台帳に記載するとともに、一人一人の

子どもに「健康の記録」を作り、その都度保護者に伝え連携を図ってい

ます。 

・感染症等への対応を明記した「感染症等への対応に関するマニュアル」

があります。それに基づき、入園説明会で感染症について説明したり、

保護者に渡されている「ほいくえんのしおり」や各クラスの掲示されて

いる感染症についてのお知らせなどで保護者に周知しています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生に関するマニュアルがあり、それに基づき細かなチェック表を作成

して清掃が行われ、清潔・適切な状態が保たれています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(6) 事故や怪我の発生時および事後

の対応体制が確立しているか。 

(7) 外部からの侵入に対する対応策

が整備されているか。 

・安全管理に関して「安全管理マニュアル」「防災マニュアル」などのマニ

ュアルがあり、毎月避難訓練や防災訓練が行われています。 

・子どものケガに際して、ケガをした子どもの保護者には軽傷であっても

状況を伝えています。また、子ども同士の問題でケガをした場合、両方

の保護者にケガの状況の話をしています。 

・出入り口は電子錠管理を行い、外部から不審者侵入防止策を講じていま

す。また事務室にあるモニター映像で安全を確認しています。 

・神奈川県警察の「ピーガルくん子ども安全メール」により不審者情報を

得るようになっています。 
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Ⅱ－３ 人権の尊重 

(1) 保育中の子どもの呼び方や叱り

方などで、子どもの人格尊重を意

識しているか。 

(2) 必要に応じてプライバシーが守

れる空間を確保できるような工

夫がされているか。 

(3) 個人情報の取り扱いや守秘義務

について、職員等に周知している

か。 

(4) 性差への先入観による役割分業

意識を植え付けないよう配慮し

ているか。 

・人権研修を通じ、子どもに対して威圧的な言葉遣いや無視が行われない

よう全職員に周知しています。 

・子どもを呼び捨てにしないようにしています。また子ども同士の呼び捨

てに対しても声かけを行い、注意を促しています。 

・廊下にはベンチが置いてあり、保育室には棚で仕切られたコーナーなど

があり、友だちや保育士の視線を意識せず過ごせる場所となっています。

・個人情報保護マニュアル、個人情報の取り扱いに関する点検表があり、

全職員に周知されています。 

・アルバイを含む全職員や実習生、ボランティアに守秘義務について周知

しています。 

・持ち物や服装などで性別の区別は行っていません。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行って

いるか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

・入園のしおり（ほいくえんのしおり）に保育理念、保育目標、保育姿勢

を明記するとともに、入園説明会では分かりやすいようにスライドを用

意し説明し、保護者に理解されるよう努めています。 

・個々の保護者とは個人連絡帳で子どもの園での様子を伝えたり、送迎時

に話をするように努め、子どもの園での様子を伝えたり、家庭での様子

を聞いたりしています。年１回、個人面談を行っています。日程は一応

決まっていますが、保護者の希望で日程の調整を行っています。 

・保護者からの相談を受けた職員はクラスで話し合ったり、主任や園長の

助言が受けられる体制になっています。 

・日々の子どもたちの様子を写真に撮り、クラスの掲示板や玄関前の全体

掲示板に掲示し保護者が閲覧しやすいようにしています。またクラスご

とに写真をファイリングし、バックナンバーも見ることができるように

なっています。 

・３月中に翌年度の年間行事表を保護者に配布し、保護者が行事に参加し

やすいようにしています。 

・保護者会が組織されています。担当の保育士を置き、保護者会と園との

連絡が円滑に行われるようになっています。保護者会と園の共催行事が

あり、要請があれば職員も参加しています。 
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評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 

(1) 地域の子育て支援ニーズを把握

するための取り組みを行ってい

るか。 

(2) 地域の子育て支援ニーズに応じ

て施設の専門性を活かしたサー

ビスを提供しているか。 

・園庭開放、交流保育、育児講座などを行い参加者の話を聞いたりアンケ

ートを実施して感想や意見を聞いたりし、地域の子育て支援ニーズを把

握するよう努めています。 

・子育て支援の一環として、ランチ交流、子育てサロン、育児相談を行っ

ています。食などについて栄養士が出張して相談を受ける場を作ること

もあります。 

・地域の親子クラブ（子育てサークル）には子育てのアドバイスを行った

り出張講座を行っています。 

Ⅲ－２ 保育園の専門性を活かした相談機能 

(1) 地域住民への情報提供や育児相

談に応じているか。 

(2) 相談内容に応じて関係諸機関・団

体との連携ができる体制になっ

ているか。 

・育児相談を月曜日から金曜日まで受けています。また電話での相談にも

応じています。 

・相談に応じて必要な関係機関、地域の団体等のリストがなされ、職員間

で共有されています。関係機関との連絡担当職員が決められ、園長と担

当職員は日常的な連携を行っています。 

 

評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

(1) 保育園に対する理解促進のため

の取り組みを行っているか。 

(2) 子どもと地域との交流により、子

どもの生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

・地域の自治会やシニアクラブ、地域ケアプラザ、福祉施設の方々を運動

会に招待しています。また、地域の方々に向けて「ありがとうの会」を

開催しています。 

・近隣施設や自治会などに園だよりを届けたり、中学生の職業体験・家庭

科実習などを受け入れています。 

・散歩途中にある介護施設に通ってくる高齢者の方々にお出迎えのあいさ

つをしたり、小学校に寄り小学生とあいさつを交わしたりして交流を図

っています。 

・地域ケアプラザで開催される高齢者の誕生会に子どもが参加したり、中

学校の体育祭へ参加し、4、5 歳の園児が一緒にダンスをするなどして

います。 
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Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・横浜市のホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」に情報を掲載してい

ます。栄区のホームページでも子育て支援のコーナーにも紹介されてい

ます。 

・問い合わせには常時対応できるようになっており、園のしおりを基に説

明しています。 

・見学の時間は、希望者の都合に合わせていますが、子どもの活動を見ら

れるように午前中を勧めています。 

Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

(1) ボランティアの受け入れや育成

を積極的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・ボランティアや実習生を受け入れるマニュアルがあります。受け入れ担

当者が決まっており、マニュアルに沿って受け入れ時に園の保育理念・

方針・姿勢などの説明を行っています。 

・ボランティア終了後は活動の様子の写真を園内に掲示しています。 

・実習が効果的に行われるよう、実習生と担当クラスの担任で、その日の

うちに振り返りを行う時間を設け、次の日の実習に生かせるようにして

います。さらに実習最終日前日に反省会を行っています。園長、担当職

員、実習したクラス担任が参加し、実習生が今後、保育士として前向き

に進んでいけるよう、アドバイスや励ましの言葉を伝えています。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・横浜市の市立保育園では、市としての人材育成計画が策定され、その計

画に沿って人材育成に取り組んでいます。 

・園内研修担当者が研修を統括し、園全体として園内研修の仕組みが確立

しています。園外研修に関しては、職員は自己の能力・技術向上のため

に必要な研修を受けるようにしています。また、非常勤職員に対しても、

研修報告書を読むことが自由にできることと、横浜市や栄区がそれぞれ

独自に研修の機会を提供しています。 

・非常勤職員（福祉員）は朝晩の引き継ぎのときに、常勤職員との情報交

換を行っています。また、課題や問題があったときには、クラス担任や

主任に意見を求めるようにしています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

・横浜市で策定した書式により、保育士一人一人が自己評価を行い、さら

に園としての自己評価をとりまとめています。園としての自己評価結果



11 
 

でいるか。 

(2) 保育士等が保育や業務の計画及

び記録を通してみずからの実践

を振り返り、改善に努める仕組み

があるか。 

(3) 保育士等の自己評価を踏まえ、保

育所としての自己評価を行って

いるか。 

は、保護者に対するアンケート結果とあわせて分かりやすくまとめられ、

保護者に公表しています。 

・保育の計画については年間指導計画や月案、保育日誌などにおいて振り

返り欄があり、これも自己評価の仕組みとして機能しています。 

・公開保育や交換研修で、他施設の職員と学び合っています。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

・横浜市が保育士の経験年数別の期待する役割や必要とされる知識・技術

を示しており、これを自分の目標・課題として達成していくことが職員

のやりがいやモチベーションとなっています。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境に

配慮しているか。 

・横浜市では職員行動基準、服務規程が定められていて、不祥事防止のハ

ンドブックも用意され、職員はそれに則って行動しています。 

・横浜市ですすめられてきたゴミ減量化「ヨコハマはＧ30」に取り組み、

コピー用紙の裏紙を利用したり、白紙、色紙などの分別を行っています。

また、資源循環局栄事務所の事業に参加し、ＥＭ菌（土壌改良剤）と給

食から出た野菜くずを使用して土作りを行い、野菜を栽培するなど、環

境に配慮した取り組みを行っています。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

(1) 保育園の理念や基本方針等につ

いて職員に周知されているか。 

(2) 重要な意思決定にあたり、関係職

員・保護者等から情報・意見を集

めたり説明しているか。 

(3) 主任クラスの職員がスーパーバ

イザーとしての役割を果たして

いるか。 

・保育室には保育課程、保育目標が掲示されています。職員には保育理念

等が書かれたファイルを渡して周知しています。また、職員ミーティン

グなどでは、保育理念について説明したり、唱和するなどで周知・徹底

を図っています。 

・運営上の重要な課題に関しては、職員会議でよく話し合われています。

また、運営上の大きな変更があった場合には、保護者会によく説明して

います。 

・主任はクラスを持たず、フリーな立場で各クラスに入り、スーパーバイ

ザーとして職員の相談や助言を行っています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念 ・園長はさまざまな役職を兼任し、園外のネットワークも多いことから、
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や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

重要な情報は入手しており、これらの環境要因に対応して園の運営に取

り組んでいます。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2014年 12月 9日～12月 24日 

●実施方法   

① 保育園から全園児の保護者に直接配付（手渡し）し、回答を依頼。 

② 各保護者より、同封の返送用封筒で、評価機関あてに無記名で返送。 

●回収率    

40.5% （84枚配付、34枚回収） 

 

※文中「満足度」は、「満足」・「どちらかといえば満足」の回答を合計した数値です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・園の保育目標や保育方針については、「知っている」と「まあ知っている」の割合は 61.7％と 6 割を超え

ており、その中で「賛同できる」61.9％と「まあ賛同できる」33.3％を合わせると、95.2％が肯定的な

回答となっています。 

・日常の保育内容で、「遊び」については「子どもが戸外遊びを十分しているかについて」と「自然に触れた
り地域に関わるなどの園外活動について」で97％と高い満足度でした。 

・「生活」については「お子さんが給食を楽しんでいるかについて」では満足度が100%という結果でした。 

・快適さや安全対策などについて、「外部からの不審者侵入を防ぐ対策について」で 73.5％とやや低い満足

でした。 

・園と保護者との連携・交流についてでは、「送り迎えの際のお子さんの様子に関する情報交換について」で
73.7％とやや低い満足度です。 

・総合的な評価では、「満足」が44.1％、「どちらかといえば満足」が44.2％で合わせると85.3％の満足度

でした。 

・自由回答では例えば、「たくさん遊ばせていただき、子どもが毎日とてもいきいきしていて楽しそうで感謝

しています」や「登園後子どもが熱を出しても「無理しないで大丈夫」と言ってくださって気持ち的にもと

ても助かりました」という声がみられました。その一方「担任の先生が朝と夕の長時間保育のときにはほと

んど会えないのでコミュニケーションが取りにくい」や「残業などが発生した場合はとても厳しいです。保

育時間を延長してほしいです」などという意見もありました。 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度は、「日常の保育内容（遊び）」が 96.0％と最も高く、これに続いて「職員の対応」

「日常の保育内容（生活）」、「入園時の状況」が9割を超える満足度でした。 

・相関分析のデータからは、「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」「施設設備につい
て」「園の目標や方針についての説明には」などの設問の結果が、保育園の総合的評価に大きく影響を及ぼ
していることが読み取れます。 



■ 保育園の基本理念や基本⽅針について

問１ 保育園の保育⽬標や保育⽅針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた⽅への付問

付問1 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

利⽤者（園児）家族アンケート 集計結果・分析

よく知っている

8.8%

まあ知っている

52.9%

どちらとも

⾔えない

11.8%

あまり知らない

23.5%

まったく

知らない

2.9%

賛同できる

61.9%

まあ

賛同できる

33.3%

どちらとも

⾔えない

4.8%
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■ 保育園のサービス内容について （%）

問２ ⼊園時の状況について 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

⾒学の受け⼊れについて 41.2 29.4 2.9 0.0 23.5 2.9
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

38.2 50.0 2.9 0.0 5.9 2.9

園の⽬標や⽅針についての説明には 23.5 52.9 8.8 2.9 8.8 2.9
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は

41.2 35.3 8.8 0.0 11.8 2.9

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

41.2 44.1 5.9 2.9 2.9 2.9

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など
も含めて）

32.4 50.0 8.8 2.9 2.9 2.9

（%）

問３ 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

年間の保育や⾏事についての説明には 38.2 38.2 11.8 2.9 5.9 2.9
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

32.4 47.1 2.9 5.9 8.8 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

⾒学の受け⼊れについて

⼊園前の⾒学や説明など、園からの

情報提供については

園の⽬標や⽅針についての説明には

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は

保育園での１⽇の過ごし⽅について

の説明には
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

なども含めて）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

年間の保育や⾏事についての説明に

は

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
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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

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）

55.9 38.2 2.9 0.0 2.9 0.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

73.5 23.5 2.9 0.0 0.0 0.0

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）

55.9 32.4 2.9 0.0 8.8 0.0

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

67.6 29.4 0.0 2.9 0.0 0.0

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

52.9 35.3 5.9 0.0 5.9 0.0

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

44.1 47.1 5.9 0.0 2.9 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

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）

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているか

については

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）

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

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

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
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●「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

給⾷の献⽴内容については 50.0 35.3 5.9 8.8 0.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

55.9 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗い
など）の⾃⽴に向けての取り組みにつ
いては

41.2 50.0 8.8 0.0 0.0 0.0

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

52.9 32.4 5.9 2.9 2.9 2.9

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お⼦
さんの成⻑に合わせて柔軟に進めてい
るかについては

47.1 29.4 11.8 0.0 5.9 5.9

お⼦さんの体調への気配りについては 47.1 41.2 5.9 0.0 5.9 0.0
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

50.0 38.2 2.9 2.9 5.9 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

給⾷の献⽴内容については

お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかに

ついては

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗

いなど）の⾃⽴に向けての取り組み

については

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

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お

⼦さんの成⻑に合わせて柔軟に進め

ているかについては

お⼦さんの体調への気配りについて

は

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
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問５ 快適さや安全対策などについて
（%）

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

施設設備については 23.5 55.9 5.9 11.8 0.0 2.9
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

38.2 47.1 8.8 2.9 0.0 2.9

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

29.4 44.1 14.7 5.9 2.9 2.9

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

29.4 58.8 2.9 5.9 0.0 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

施設設備については

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

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策

については

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
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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

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

32.4 50.0 5.9 8.8 0.0 2.9

園だよりや掲⽰による、園の様⼦や⾏
事に関する情報提供については

47.1 44.1 2.9 2.9 0.0 2.9

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

41.2 41.2 5.9 5.9 2.9 2.9

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に関す
る情報交換については

29.4 44.1 11.8 8.8 2.9 2.9

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

32.4 47.1 8.8 5.9 2.9 2.9

保護者からの相談事への対応には 44.1 38.2 5.9 5.9 2.9 2.9
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
場合の対応には

35.3 44.1 2.9 5.9 8.8 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

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

園だよりや掲⽰による、園の様⼦

や⾏事に関する情報提供について

は
園の⾏事の開催⽇や時間帯への配

慮については

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に

関する情報交換については

お⼦さんに関する重要な情報の連

絡体制については

保護者からの相談事への対応には

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は
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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

あなたのお⼦さんが⼤切にされている
かについては

58.8 32.4 2.9 0.0 2.9 2.9

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

61.8 32.4 2.9 0.0 0.0 2.9

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

44.1 38.2 2.9 0.0 11.8 2.9

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

52.9 32.4 5.9 5.9 2.9 0.0

意⾒や要望への対応については 32.4 50.0 5.9 5.9 2.9 2.9

問８ 保育園を総合的に評価すると

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

あなたのお⼦さんが⼤切にされてい

るかについては

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

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
話しやすい雰囲気、態度であるかど

うかについては

意⾒や要望への対応については

満⾜ 44.1%

どちらかと

いえば満⾜

41.2%

どちらかと

いえば不満

11.8%

不満

2.9%
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【参考資料１：中項⽬別平均満⾜度割合】
（%）

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
問２ ⼊園時の状況について 41.9 91.2
問３ 年間の計画について 39.3 87.0
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 60.3 96.0
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 51.4 91.6
問５ 快適さや安全対策などについて 31.3 84.7
問６ 園と保護者との連携・交流について 39.7 86.6
問７ 職員の対応について 53.3 93.2

※各中項⽬は、2〜7つの⼩項⽬によって構成されており、各⼩項⽬の満⾜度割合から平均値を算出した。

※ここでの「満⾜度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項⽬（相関分析）】

相関係数
.747
.641
.609
.606
.590

※データ分析上は、上記の項⽬で「満⾜」と答えた⼈は、問8「総合的な評価」においても「満⾜」と
 回答した率が⾼い。（逆に「不満」と答えた⼈は、問8においても「不満」と回答した率が⾼い）

※上記の項⽬の満⾜度を⾼めることが、総合的な満⾜度の向上にもつながる可能性が⾼い。

問２：園の⽬標や⽅針についての説明には
問７：意⾒や要望への対応については
問６：保護者からの相談事への対応には

 中項⽬

設問項⽬
問６：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
問５：施設設備については

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：2月 16日（月曜日）、2月17日（火曜日） 

実施方法：観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察した。 

幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞き取りを実施した。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●０歳児クラス  ひよこ 

出欠確認後、保育士がわらべ歌を歌いながら、床にごろりとなっている子どもの足を持ち、ゆったりとし

た感じでスキンシップを図ります。子どもたちは洗濯物に見たてられ、絞られたりつままれたり、心地よさ

そうにうれしそうにしています。 

観察日１日目は天気も良く、他の年齢のクラスは公園に散歩に出かけたため、広い園庭を０歳児で独占す

ることができました。子どもたちは何となく数人ずつのグループに別れ、自分が遊びたいところに行ってい

ます。何をしていいか分からない子どもには保育士が砂場遊びに誘ったり、乗り物を勧めたりしています。 

砂場でままごとをする子ども、たくさんある子ども用の乗用型の車に乗ったり、押したりする子ども、滑

り台から滑り降りる子どもなど、大胆な動きをしながら遊んでいます。保育士はそれぞれのグループを見守

りながら全体の動きも視野に入れています。子どもが滑り台のはしごを上り始めたときは、安全確保のため

に急いでそばに行き、そっと見守っています。 

 

●1歳児クラス  りす 

散歩から帰って来た子どもたちは、自分たちの保育室の前にあるすのこに座り、靴、靴下、ジャンパーを

自分で脱いでいきます。保育士は子どもが１人で脱ぐことができるように声かけしながら見守り、できたと

きにはしっかり褒めています。靴下が自分で脱げない子どもには、半分だけ保育士が脱がし、あとは引っ張

ればいいだけの状態にして「ここひっぱてごらん」「上手ねぇ」などと声かけを行い、子どもが自分で脱ぐ

ことができたという達成感を大切にしています。 

昼食前になると絵本の読み聞かせが行われています。子どもたちは保育士と一緒になって掛け声をかけた

り、応援したりして絵本の登場人物になりきっています。食事が始まると保育士は子ども一人一人に話しか

けたり子どもに合わせておかずを小さくしたり、スプーンの上におかずを乗せたりして、子どもが自分で食

べることができるように手伝っています。食べられなかった食材を食べることができるようになった子ども

がいるときには、周りにいる保育士全員が周りの子どもにもわかるように大きな声で褒めています。子ども

は得意満面の笑顔を浮かべています。 

 

●2歳児クラス  うさぎ 

子どもたちは、保育士とゆっくりおしゃべりをしながら、それぞれのペースでフォークを使って食事をし

ています。保育士は子どもの食べる様子を見て、「半分にしてあげようか」「あつまれしてあげる」など言葉

がけを行い、子どもが食べやすくなるように支援しています。食事の終わった子どもから順番に歯を磨き、

パジャマに着替えます。早く着替えた子どもは敷物の上でブロックを使って遊んだり本を見たりしています。

全員がそろった段階で、子どもたちは保育士と一緒に廊下に置いてある紙芝居を取ってきます。みんなで列

車のようにゆっくりと歩いていきます。その間保育士は、保育室の床ふきを行い、子どもたちの布団を敷い

てお昼寝の準備をしています。 
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●3歳児クラス  ほし 

子どもたちが園庭遊びから帰るときには、ぬるま湯の入ったタライが用意され、足を少し洗った後、保育

室に入ります。子どもたちは、足がサッパリして気持ちよさそうにしています。 

観察当日は「絵具遊び」が行われていました。遊び方を保育士が説明した後、みんなで順番に画用紙に色

を付けていきます。絵の具が混ざり別の色になったり、思わぬ形になったりして、子どもたちは楽しそうに

作業を行っています。出来上がった模様画は、保育士がそれぞれの子どもの名前を付けて乾燥台に置いてい

ます。 

３歳から給食当番の役目があります。給食当番は調理室の前で今日の献立を確認し、保育士と一緒に保育

室まで給食を運んできます。当番の子どもと保育士が一緒に各テーブルに配膳を行います。当番の子どもは

エプロンをしています。ほかの子どもと違った格好になるため、当番の仕事に誇りを持ってやっている様子

がうかがえます。また、おかずの量が多いと感じた子どもは保育士のところにお皿を持っていっています。

保育士は「食べられる人いますか？」と子どもたちに呼びかけ、おかずの量を減らしています。子どもたち

が無理なく楽しく食べることができるよう支援をしています。 

 

●4歳児クラス  つき 

登園した子どもたちは室内で自由に遊んでいます。子どもたちはグループを作ってブロックやままごとで

遊んだり、一人で絵を描いたり、折り紙をしたりしています。保育士は子どもたちの様子を見て回り、子ど

もたちを褒めたり相談にのったりしています。また、褒めるときにも相談にのるときにも、理由を言ったり、

次に何をするかを自分で決めることができるような声かけを行っています。子どもたちは自分で決めたこと

に対して満足しているようです。 

観察日 2 日目は今にも雨が降りそうな天気だったため、早めに園庭遊びをすることになりました。保育

士は「外は寒いのでジャンパーを着ることをお勧めします」と子どもたちに伝え、ジャンパーを着るか、否

かの選択を子どもたちに任せているようです。ジャンパーを着ないで外に行く子どもいますが、ほとんどの

子どもはジャンパーを着て出ています。ジャンパーを着ている子どもの中には、遊びの途中で暑くなると脱

いで調整している子どももいました。子どもたちは大勢でボール当てゲームをしたり、園庭の隅に置いてあ

るテーブルと椅子に座ってままごとをしたりと思い思いの遊びをしています。保育士は子どもと一緒に遊び

ながら、子どもの様子を見守ったり声かけを行っています。 

 

●5歳児クラス  たいよう 

朝、各グループの当番さんが順に前に出て、それぞれのグループの子どもの名前を呼び、出欠確認を行い

ます。出欠をとりながら、一人一人に「好きな色は？」「好きな人は？」などの質問をします。子どもたち

は友だちの好きな色、好きな人などを知ることで、友だちにより一層の親近感がわいているようです。たい

よう組の出欠をとり終わった当番さんは、ほかのクラスの出欠人数の確認に回って行きます。最後は事務室

に行き、園長先生に報告を行っています。今度は園長先生から「好きな色は?」などの質問を受け、緊張気

味に答えています。 

天気の良い日は公園に散歩に行ったり園庭で遊んだりしています。観察日は近くの桂山公園に散歩に出か

けました。桂山公園到着後はさまざまな自由遊びが始まります。急斜面で段ボールをおしりの下に敷いて滑

り降りたり、急斜面の岩の出っ張りをつかんでロッククライミングのまねごとをしたり、「秘密基地」を発

見し隠れ家を作ったりと、子どもたちは冒険心と好奇心をかき立てながら、元気いっぱいに遊んでいます。

保育士は、子どもたちがのびのびと遊びながらもケガなどをしないよう見守っています。 
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 事業者コメント  

 

 

桂台保育園は平成 17 年度に第三者評価を受審しています。その受審結果で<改善や工夫

が望まれる点>に守秘義務の徹底やモチベーションの共有化があり、この二点を踏まえなが

ら９年ぶりの受審となりました。 

全職員で「横浜市福祉サービス第三者評価の手引き」に沿って保育の見直しを行いまし

たが、マニュアルは１７年度から更新されていないものもあり、マニュアルの不足や更新

を項目ごとに担当職員を決めて検討し、その後、全職員で確認し、保育の検証・改善点等

を話し合いました。 

 話し合いは５か月間に及びましたが、職員一同桂台保育園の保育の質の向上に向け一生

懸命だったのは間違いなく、チームワークという点でも充実していたと思います。 

お陰様で調査員による実地調査は「子どもたちも職員も楽しんでいる桂台保育園の姿」

をそのまま見ていただくこととし、緊張することもなく調査を受けることができました。 

受審を終え評価結果が出て思うことは、結果よりそれまでの過程が大切だったということ

です。また、マニュアルは状況がかわった時、こまめに更新し、今回のように最初からマ

ニュアル作りをしなければいけない状況にならないようにすることが大切であると確認し

合いました。 

職員皆で真剣に桂台保育園の保育を話し合い、改善していくことで桂台保育園という職

場が今まで以上にひとつになったという実感がどの職員も持てたことが最高の宝となりま

した。 

 保護者アンケートに答えてくださった皆様に感謝し、ご意見やご期待に応えていくこと

をお約束し、今後も、地域に大切にされながら自然に恵まれたすばらしい環境を生かし、

桂台保育園がすべての利用者の皆様に満足していただけるように努力していきます。 

 

園長  岡 正子 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-評価で次のステージへ- 

since 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

合同会社 評価市民・ネクスト 

〒231-0003 横浜市中区北仲通 3-33 関内フューチャーセンター153 

Tel: 050-3786-7048 Fax: 045-330-6048 

URL: http://www.hyouka-next.jp 


