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基本情報 

 

施設名 横浜市舞岡保育園 

所在地 横浜市戸塚区舞岡町 1956 

電話番号 045-822-5855 

評価年度 平成 30 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

評価方法 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 30 年 4 月 12 日～ 

平成 30 年 11 月 2 日 

職員全員が各自記入した評価票を回収し、内容をまとめたものを再

度フィードバックして全員で確認を行った。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 30 年 12 月 17 日 

平成 30 年 12 月 18 日 

評価調査者 2 名が、2 日間を通し、保育園内の視察、保育内容、園

児の観察、書類確認および園長、職員との面接、ヒアリングにより

評価を行いました。散歩に同行し、乳児の午睡、幼児の食事の観察

を行い、保育環境や子どもの遊びの様子および延長保育の観察を実

施しました。 

 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 30 年 10 月 1 日～ 

平成 30 年 11 月 19 日 

園より各家庭に手渡しで配付。添付されている封筒で郵送により提

出。 

 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 30 年 12 月 17 日 

平成 30 年 12 月 18 日 

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ました。 
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第三者評価結果報告書 

≪総括≫ 

対象事業所名 横浜市舞岡保育園 

経営主体(法人等) 横浜市 

対象サービス 保育所 

事業所住所等 横浜市戸塚区舞岡町 1956 

設立年月日 昭和 44 年 6 月 16 日 

評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

評価項目 横浜市版 

 

≪総合評価≫ 

 

【横浜市舞岡保育園の立地・概要】 

●横浜市舞岡保育園は、JR、市営地下鉄戸塚駅よりバスにて、最寄りバス停「公園前」から徒歩1分の閑静

な住宅街に位置しています。舞岡保育園周辺は農地や梅林、田園風景が残る舞岡公園、舞岡ふるさと村等

があり、四季折々の豊かな自然に恵まれ、子ども達にとっては遊びの宝庫となり様々な体験ができる環境

にあります。舞岡保育園は、昭和44年6月16日に開所した地域に根差した歴史ある保育園であり、現在、定

員63名で1歳児5名、2歳児10名、3歳児15名、4歳児16名、5歳児17名であり、園児は家庭的な雰囲気の中で

のびのびと成長しています。 

●横浜市舞岡保育園では、「地域の自然と安心できる環境のもとで、健康な心と身体の発達を促し、社会の

中で生きる力の基礎を育む」とした理念の基、園庭開放、育児相談、育児講座、交流保育、絵本の貸し出

し等を実施し、子どもたちと地域との関わりを心豊かなものにしています。園舎は白い平屋建ての建物で、

門扉を入ると園舎に沿って広い園庭があり、砂場、ジャングルジム、鉄棒、滑り台等の遊具を設置し、銀

杏の木、ハナミズキ、夏ミカン等の四季折々の木々が植栽されています。園舎裏側にはコンクリート作り

の立派なプールがあり、その横に畑が作られ、子ども達によって色々な野菜や花々を栽培できるようにし

ています。園の玄関には一輪挿しの器に野花が活けられ、細やかな気配りが送迎の保護者を出迎え、やさ

しさと温もりが感じられる保育園です。 
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【横浜市舞岡保育園の方針】 

●横浜市舞岡保育園の理念は、「地域の自然と安心できる環境の下で、健康な心と身体の発達を促し社会の

中で生きる力の基礎を育む」です。保育方針は、「自己を十分に発揮できる環境を整え、子どもの主体性を

尊重し、様々な経験・体験を通し意欲的に行動する力や自ら成長する力を育てる」とし、園目標として「自

然の中ではぐくむ心と体」を謳い、「健康でよく遊ぶ子ども」、「自分で考えて行動のできる子ども」、「思い

やりをもち、仲間と共に育つ子ども」を掲げ、保護者と共に子どもの成長を喜び合えるよう保育にあたり、

ゆったりとした生活環境を通して、子ども一人一人の心身を大切にした保育を実践しています。 

 

≪優れている点≫ 

 

１．【「向き合う保育」の推進】 

●保育理念・保育方針に沿った保育姿勢として、「基本的生活習慣を身に付ける」、「子ども同士の関わりの

育み」、「感動体験のできる保育の実施」、「保護者と共に子どもの成長を喜び合える関係作り」、「職員の連

携を図り、一貫した方針の元で保育を行う」等、具体的項目を掲げ、年間指導計画、月間指導計画、個別

指導計画を立案して実践し、子どもの「今」を見つめつつ人間形成の基礎作りへの支援を行っています。

また、舞岡保育園の全職員（非常勤職員を含め）は、常に笑顔を絶やさず、子ども一人一人の成長と特性

を把握し、個性を伸ばす取り組みを行い、一丸となって保育に当たっています。 

 

２．【子どもが遊び込める環境作り】 

●保育室の玩具収納棚や園庭にある収納庫は子どもが取り出して遊べるよう高さを工夫し、子ども達は好

みの玩具を自由に取り出し遊んでいます。各保育室内には、子どもが潜り込める高さのスペースとして低

いコーナーを設けたり、小さな仕切りパーテーションを活用してコーナーが設けられ、自分だけのスペー

スを作ることができるよう工夫しています。また、棚の下に入り込んでお友達とお店屋さんごっこをした

り、様々な場面を創造しながら遊びを楽しむ様子が見られました。子ども同士でルールを作り、互いに思

いやりを持ちながら遊べるように、保育環境（子ども中心の遊び込める場所作り）が構成されています。 

 

３．【地域の子育て支援】 

●地域に根ざした保育園として、園の育児支援事業（交流保育、ランチ交流、育児相談、育児講座）等を

活発に実施し、複数の親子が継続的に参加しています。園では、地区センターの子育て支援員等との連携

を密にし、地域の子育てイベントに職員が参加して子育て支援や、保育園紹介等を行い、情報発信をする

機会を多く持っています。また、戸塚区が行っている子育支援イベントにもスタッフとして参加し、区内

全域の育児支援にも積極的に係わり、地域の子育て親子への支援に尽力しています。 
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≪さらなる期待がされる点≫ 

 

1. 【職員間の情報共有の効率化について】 

●職員間の情報共有の時間の確保について、会議でのケース検討も数多くあり、職員の勤務時間、曜日等

のシフトにより職員全体での保育の振り返り等を検討する時間の確保に苦慮し、会議の設定の仕方、話し

合いの進め方等について、今後さらなる検討、効率的な会議進行等の改善が望まれます。現在も常に視野

に入れた取り組みが図られていますが、改善による成果が他園での見本となるよう期待いたしております。 
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横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

第三者評価受審施設 横浜市舞岡保育園 

評価年度 平成 30 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜評価領域＞ 

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

Ⅳ 開かれた運営 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 Ⅵ 経営管理 

 

 

評価領域Ⅰ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類１－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

評価 

 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

 

●保育理念、保育目標、保育方針は、子どもの人権や自立への援助に加え、保育理念として、「地域の自然

と安心できる環境のもとで健康な心と身体の発達を促し社会の中で生きる力の基礎を育む 」を謳い、基本

方針を「自己を十分発揮できる環境を整え、子どもの主体性を尊重し、様々な経験・体験を通し意欲的に

行動する力や自ら成長する力を育てる」とし、子どもの最善の利益への支援を明確にしています。園目標

については、「自然の中ではぐくむ心と体」を掲げ、園のしおり（重要事項説明書）、パンフレット、園だ

よりにも掲載して示しています。保育方針の理解については、園目標・保育方針を事務室、ホール、各ク

ラスに掲示し、保護者の目の付くところに示して理解を促しています。非常勤職員、アルバイト職員を含

む全職員で新保育指針を読み合わせ、共有を行い、毎週月曜日には園目標と児童憲章を唱和し、共通理解

の基、日々保育に当たっています。 

●全体的な計画は、理念・基本方針に基づき、子どもの最善の利益を第一に、発達過程の 1 歳～6 歳児ま

でを「おおむね」として各年齢を示し、ねらい（養護・教育）、食育、保育士等の配慮の分野ごとに、全職

員の意見を反映して計画を策定し、保育理念、保育方針に基づいた全体構成が成されています。各クラス

には、保育理念、全体的な計画等をまとめたファイルを設置し、保護者が閲覧できるよう保育方針の理解

につなげています。 
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●全体的な計画の作成については、保育所保育指針を基本に 理念・目標・方針・保育姿勢に沿い、前年度

の振り返りと共に、地域の特性、周辺環境、子どもの様子を考慮してクラス担任が策定し、保育会議（非

常勤職員・アルバイト職員も参加）で確認し合い、作成しています。保護者に対しては、入園説明会、年

度初めの懇談会において園長から説明しています。改定に際しては、園だよりで周知しています。 

●全体的な計画に基づき、年齢ごとに年間指導計画、月間指導計画、個別指導計画、週案を作成していま

す。行事や日常の取り組みを決める時は、理解できる子どもには主旨を説明して理解を促し、意見を聞き、

言語化ができない子どもについては、態度や表情から思いを汲み取りながら、子どものアイデアも取り入

れて活動につなげています。 

 

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、事前に入所面談表に保護者に記入にしてもらい、個別に面談を行っています。面談票 

「聞き取り調査票」を基に子どもの様子や家庭の状況の聴き取りを行い、説明会時に子どもが遊んでいる

様子を観察し、聞き取り調査票に記入して受け入れの際の情報として職員会議、ミーティングで共通認識

を図り、保育に生かしています。食物アレルギーや健康状態に配慮を必要とする子どもには、園長、調理

員も交えて面談を実施し、全職員で対応について確認しています。また、配慮を要する家庭には、要配慮

の経緯、送迎時の対応も仔細に記録し、職員間で共有しています。 

●新入園児受け入れに際しては、保護者に短縮保育（慣らし保育）の必要性を伝えた上で実施し、保護者

の勤労状況と子どもの様子を考慮して対応しています。1歳、2歳児の保護者へは、連絡帳で子どもの様子

を伝え、送迎時にも口頭で伝え、密に連携を図っています。在園児への配慮では、子どもの心の安定に配

慮し、新入園児が慣れるまでの対応を含め、園長やフリーの職員がサポートしながら増員体制で保育にあ

たっています。子どもの表情や様子を丁寧に保護者とも伝え合い、不安軽減に配慮しています。 

●個別指導計画については、3歳未満児は子どもの発達状況に応じて毎月作成し、障害児、幼児の特別に配

慮が必要な子どもについては期ごとに作成しています。評価、改定については、毎月のカリキュラム会議

で園長、正規保育士、嘱託保育士、正規調理員が参加して意見交換を図って振り返り・作成を行い、連絡

帳、クラス懇談会等での意見や要望も計画に生かし、最終的に園長の確認および助言を得て実施していま

す。改定後は園だよりにて保護者に知らせています。また、年度末に保護者アンケートを実施し、行事後

のアンケートや、個人面談、懇談会、意見箱での意見を抽出して次年度の計画に反映させるようにしてい

ます。 
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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） 

 

●毎日、マニュアルに沿って園内外の清掃を行い、保育室、トイレ、廊下等を職員が交代で拭き掃除、玩

具の消毒を実施し、清潔に保っています。保育室は園庭に面して南向きに設けられており、十分な陽光が

入り、明るく、各クラスに空気清浄機を設置して定期的にフィルター交換を行う等、快適に過ごせるよう

環境整備が成されています。室内の温・湿度は数値管理と子どもの様子に合わせて調整を図り、日誌に記

録し、日々通気、自然換気に配慮しています。 

●トイレに温水シャワーを備え、汗、汚れ等にシャワーを活用し、体の清潔を保っています。温水シャワ

ー設備は衛生管理マニュアルに沿って周辺の水回り設備も含め毎日清掃を行い、感染症が流行時期は特に

消毒に留意し、衛生管理に努めています。保育の音量については、音楽、職員の声が他のクラスの妨げに

ならないよう配慮し、子どもが聞き取りやすい状態にコントロールしています。 

●発達に応じた環境作りでは、１歳・２歳児は同じ保育室で保育を行い、十分な空間に低い家具や廃材を

活用した手作りのコーナーを設定し、子どもが集中して遊べるように工夫しています。また、午睡スペー

スを確保し、遊び、食事、午睡を区別して生活環境を整えています。３歳児は単独の保育室を確保し、遊

び、食事、午睡時は都度、片付け・掃除を行って確保し、清潔に配慮しています。4歳児・5歳児は一番大

きな保育室を活用し、玩具ごとに遊ぶエリアを設け、異年齢の子どもがグループごとに遊べる活動を取り

入れています。午睡は保育室隣のホールを活用し、落ち着いてゆっくりと眠れる環境作りをしています。

日常的に子ども達が遊ぶ場所や玩具の貸し借り、年下の子どもへのお手伝い等を通して異年齢交流が行わ

れています。 

 

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） 

 

●横浜市舞岡保育園では、子どもの状況に応じた保育目標を設定し、保育目標に沿った個別目標を設定し

ています。１歳・2 歳児と幼児の要配慮児には月間指導計画に個別配慮の欄を設け、仔細に記入を行い、

保育に生かしています。特別な配慮を必要とする子どもについては個別指導計画を作成し、カリキュラム

会議、ミーティング等で情報を共有し、職員間で共通理解を図っています。指導計画はクラス担任間で共

有を図り、保育会議、ミーティングで振り返りを行い、子どもの発達状況に合わせて柔軟に変更や見直し

を行っています。保護者とは連絡帳や個人面談で保育状況を伝え、援助の仕方や課題を共有しながら指導
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計画に反映させています。保護者から要望を受けた場合は、保育内容の計画を説明しながら配慮について

検討を図り、対応しています。 

●子どもの発達過程に応じた記録では、児童票・経過記録・健康台帳・日誌・指導計画等を整備し、子ど

もの身体的成長記録等は健康台帳に記録を行い、発達が気になる子どもには発達曲線を記録して傾注して

います。保護者へは健康カードに記録して伝えています。記録票・資料は個人情報として鍵付き書庫で管

理・保管を行い、職員の閲覧および保護者の追記時に関しては事務室内で行うことを定め、個人情報管理

を徹底しています。また、虐待やクレーム等の重要な申し送り事項は個別ファイルで管理し、全職員で共

有しています。年度末には、新旧担任間の確認時間を設け、伝達漏れのないよう引き継ぎを実施していま

す。年長児は、就学に向けて「保育所児童保育要録」を作成し、就学先の小学校に届けています。 

 

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） 

 

●横浜市舞岡保育園は、配慮を要する子どもの受け入れを行っています。特に配慮を要とする子どもにつ

いては、個別のケースに関して個別カリキュラム会議、ミーティングで状況や対応を話し合い、記録を残

し、全職員に周知しています。職員は、積極的に研修会等に参加し、職員会議で内容の報告を行い、回覧

にて全職員で共有化を図っています。 

●障害児保育については、横浜市戸塚療育センターの年 2 回の巡回訪問を受け、医療機関、専門機関と連

携し、指導・助言を得られる態勢を整えています。該当児の状況を把握し、個別に指導計画を作成し、会

議等で情報を共有し、園内研修で学び合い、全職員が対応できるようにしています。専門機関からの助言・

指導は、決められたファイルに保管し、必要時に確認ができるようにしています。障害児保育の環境整備

については、園舎内はバリアフリーであり、園舎出入り口にスロープを設置し、手すりを施した障害児用

多目的トイレも設け、環境を整備しています。園では、障害児の特性を生かしながらその児が好む活動を

取り入れ、他児と一緒に楽しく遊べるよう、「育ち合う」ことを大切にし、子ども同士の関係構築にもつな

げる等、工夫に努めています。障害児の行事参加については、保護者と相談の上、当日の子どもの様子等

も加味しながら無理のない参加ができるよう配慮しています。 

●家庭支援については、職員会議、ミーティング等で話し合い、全職員で情報共有を図っています。送迎

時には挨拶や保護者との会話を通じて子どもの様子や、家庭での親子関係の把握に努めています。いつも

と違う様子を感じた場合は、職員間で共有し、必要な援助がスムーズに行えるようにしています。また、

保護者とコミュニケーションを図り、信頼関係構築に努め、送迎時や行事時には職員に相談ができるよう

にしています。虐待が明白になった場合は、関係機関（戸塚区役所こども家庭支援課、区の保健師、戸塚

警察署、横浜児童相談所等）と連携し、必要に応じてカンファレンスを実施し、対応の共有を図ります。

職員は、虐待対応に関する研修を受講し、横浜市子ども虐待防止ハンドバックを把握しています。 
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●食物アレルギー疾患のある子どもに対して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」に沿い、かかりつけ医の「アレルギー生活管理指導票」を基に保護者と密に連携を図り、

除去食を提供しています。朝のミーティングで、全体で確認すると共にミーティングノートに記載し、当

日の人数確認報告書で要除去食対応児の出欠を確認し、名前を記すようにしています。給食では、専用食

器、個別トレイと除去食明示プレートを活用して個別配膳と複数職員での確認を徹底し、誤配膳、誤食が

ないようにしています。調理員、保育士は、「食物アレルギーについて」の研修に参加し、最新の情報と知

識を得、園内研修で調理員より他園での事故や誤食の事例情報等を周知し、詳細情報は回覧で情報共有を

図り、事故防止に努めています。また、毎年、「食物アレルギー対応マニュアル」の見直しを行い、確認し

ています。 

●文化が異なる外国籍の子どもへの対応では、入園説明会・懇談会・行事等、保護者同士のつながりを大

切にして、保護者と情報の共有を図り、理解につなげています。他の子どもには理解ができるよう、地球

にはいろいろな国があることを知らせ、そこには色々な人々、様々な生活があることを話しています。外

国籍に係わる保護者については、絵、写真、実物を示して対応する他、連絡ノートを活用して工夫し、連

絡ノートや連絡事項、配付物についてはルビを振る等、配慮しています。宗教上の食文化への対応につい

ては、献立の確認をして対応しています。 

 

評価分類１－６ 苦情解決体制 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保護者からの苦情などに関しては、入園のしおり（重要事項説明書）に「ご意見・苦情解決」として、

目的並びに苦情の定義と園の苦情受付相談の体制を示しています。苦情・相談の窓口担当者、苦情解決責

任者を園長とし、第三者委員の氏名・連絡先を明示し、面談、文書等の方法により相談・意見を受け付け

ていることを知らせています。第三者委員の連絡先は廊下にも掲示し、権利擁護機関、行政窓口の紹介を

行い、苦情に対する対応姿勢と手続方法を示しています。要望や意見等を聞く機会としては、意見箱を玄

関に設置し、年 1回、保護者アンケート（無記名）、行事後にアンケートを実施し、意見等を抽出して保育

の参考にしています。 

●苦情対応手順のマニュアルを作成し、迅速に対応できるよう体制を整えています。苦情・要望等を受け

た場合は、マニュアルに沿って速やかに職員会議等で報告および解決策を検討し、改善に努めています。

また、第三者委員の来園時には子どもや保護者について話し合う機会を設け、種々問題点の早期発見に努

めています。内容は記録に残し、対応を見直し、再発防止に生かしています。 
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評価領域Ⅱ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●子どもが自発的に活動できるよう、玩具は子どもが自由に取り出して遊べるよう収納棚を年齢に合わせ

た高さに設置し、持ち出しができない玩具は要求があれば直ぐに対応ができるようにしています。玩具は

発達にふさわしい玩具の取り揃えと、興味や季節に合わせた玩具の入れ替えを行っています。園庭にはシ

ャベル、バケツ、砂遊びの型抜き等を豊富に取り揃え、子ども達は自由に取り出して遊んでいます。年齢

に応じて整理や片付けがしやすいよう絵本、人形やブロック等の絵や写真を玩具の棚や籠に示してわかり

やすく工夫しています。また、活動に応じて、保育室にテーブルやベンチ等を活用してコーナーを設定し、

子どもが落ち着いて遊びに集中できる環境作りを行い、個々に好きなことをして遊ぶ自由遊びの時間と、

設定保育の時間等、メリハリをつけた保育を行っています。配慮が必要な子どもが一人で落ち着いて遊べ

る一人用の空間も設け、その子どもに応じた場所作りを工夫しています。 

●一斉活動や自由遊びの時間は、子どもたちが興味や関心を持っているものを取り入れ、バランスよくデ

イリープログラムに組み込み、子どもの様子に合わせて時間や内容を変更する等、柔軟に対応しています。

遊びが見つけられない子どもには保育士が関わり、好きなことや興味ある遊具で個別配慮を行っています。

一斉活動では年齢に応じて簡単なルールのある遊びや、わらべ歌、集団ゲーム等を取り入れ、ルールを守

って一緒に楽しく遊ぶ大切さを伝え、社会性を育んでいます。制作活動では、様々な素材を用意し、子ど

もが「やってみたい」という意欲を引き出すよう支援しています。自由遊びでは、子どもの希望や意見を

遊びに取り入れ、子どもの自由な発想から発信されたルールや決まりを採用する等、個々に遊び込める時

間を十分に設け、遊びを通して順番やルールを学べるようにしています。 

●横浜市舞岡保育園では、園目標に「自然の中ではぐくむ心と体」を掲げ、近隣の自然を存分に生かし、

地域や社会に関わる体験の取り組みに力を入れています。舞岡公園の四季折々の自然を味わい、せせらぎ

をゆったり歩いて自然の声に触れ、自然生態を発見したり、草花や虫について図鑑で調べる等、自然に関

する知識を広げる機会を日常的に設けています。栽培については、年間食育活動の一環として栽培計画を

作成し、各クラスで季節の花や野菜の栽培に取り組んでいます。園庭の畑、プランターでの栽培を分け、

朝顔、なす、ピーマン、オクラ、トマト、小玉西瓜、稲の他、ゴーヤ等の栽培等を行い、野菜の生長過程

を観察し、水やりを行い、収穫の喜びを体験しています。動物の飼育では、カブト虫やザリガニ等を飼育

し、観察を通して命の尊さについて知る機会にしています。散歩や園外活動では、近隣の小学校や近所へ

園だよりや、行事の招待状を届けに行ったり、年長児が地域の農園に出かけ、柿について話を聞き、柿を

取る体験等、地域の豊かな自然に触れ、地域の人々と積極的に交流を図っています。 
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●気持ちを自由に表現できる取り組みとして、年齢や発達状況に合わせて廃材を含めた様々な素材を用意

し、絵を描いたり、製作を通して自由にのびのびと表現できる機会を設けています。子どもの作品は個人

マークを付けて作品がわかるように工夫し、保育室内に飾って保護者にも見てもらい、成長を共に喜び、

親子の会話につなげています。また、毎月の指導計画に季節の歌を取り入れ、覚えた歌をいろんな場面で

歌って楽しんでいます。各クラス、異年齢でムーブメント遊びを取り入れ、自由に表現して楽しみ、園庭

ではかけっこ、追いかけっこ、ボール蹴り、縄跳び、フラフープ等で体を動かし、鉄棒、滑り台、ジャン

グルジムの遊具で思い思いに楽しく遊んでいます。 

●異年齢交流の年間指導計画を作成し、散歩や行事の会食を通して子ども同士、子どもと保育士との関係

が育つよう、異年齢交流を行っています。日常的にも異年齢交流を行い、年長児が年下の子どものお世話

や着替えの手伝いをする等、自然な交流から思いやりが育まれています。子ども同士のケンカの場合は、

ケガにつながらないよう見守りながら子ども同士で解決できるよう援助し、互いの思いを受け止めながら

年齢や発達状況に応じて保育士が仲介する等、状況を見極めて対応しています。職員は、「公平・中立」と

は何かを探求し、適切な対応について話し合い、子ども・保護者・職員間の信頼関係の構築に努め、「保育

とは」を考え、より良い保育を目指して常に研鑽を図っています。 

●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、年齢や発達状況、体力に

応じた散歩先や散歩コースを数種用意して、毎日の散歩を選択して楽しみながら体力作りをしています。

また、恵まれた周辺の環境を活用し、場所に応じて全身を使った遊びも取り入れて健康増進に取り組んで

います。戸外遊びでは日除け帽子着用や遮光ネットを活用して紫外線対策を行っています。アレルギー児

には長袖、長ズボンの着用で防止し、虫よけ対策では蚊取り線香を使用して対策を講じています。子ども

の健康状態は、毎朝の視診を丁寧に行い、子どもの体調に応じて室内遊びに変更したり安静にできるよう

配慮しています。個別の既往歴は全職員が把握し、対応できるようにしています。 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●年間の食育計画、栽培計画を立案し、１年を通じて目標を定め、園庭で収穫した野菜等を給食に取り入

れる等、子どもが興味・関心が持てるよう工夫して提供しています。また、おやつのトウモロコシ、そら

豆等の下ごしらえを行って食材に触れ、収穫した野菜を職員と一緒に簡単な調理をして楽しんでいます。 

●食事について、職員は子ども一人一人の食事量や喫食状況、残食量を把握し、個々に食べられる量を盛

り付け、完食の喜びを味わえるようにしています。自分の食事量が分るようになれば自己申告で調節して

います。偏食については無理強いをせず、自分達で栽培した野菜や、みんなで一緒に食すことにより「お

いしいね」、「楽しいね」の気持ちを共感し合い、自然に興味が持てるよう声かけをしながら促しています。

年長児は当番活動を行い、調理、配膳や片づけ等を通して食事の一連の流れを学び、食事に関心が持てる
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ようにしています。また、食事の挨拶や迷惑になる行為を伝え、食事マナーも教えています。 

●給食時は、職員が三角巾やエプロンを着用し、各テーブルに台拭きを置き、食事の雰囲気作りと衛生面

に配慮しています。天気の良い日にはテラスにテーブルを設定して季節の花を見ながら食事を摂る機会を

設け、楽しい雰囲気作りをしています。食器の工夫では、食器は磁器製を採用し、耐用と子どもの発達に

合わせて定期的に更新をしています。園では、形状や大きさに配慮した食具を用意し、子どもの育ちに合

わせて箸の使用も開始しています。 

●献立は、横浜市の栄養士が作成した献立であり、季節の旬の食材を取り入れ、伝統行事に合わせた献立

を提供しています。調理担当者は毎日、食事の様子を見廻り、喫食状況、残食量を確認し、夕方のミーテ

ィングで保育士と調理員で意見交換を図り、月 2 回、会議で盛り付け、形状、調理方法等について話し合

い、改善につなげています。 

●保護者には事前にポイントを明記した献立表を配付し、幼児クラスに「ぱくぱくだより」を掲示して情

報提供を行い、給食のサンプルを展示して家庭での食育につなげています。アレルギー対応食、宗教食で

の保護者とは毎月、面談を実施し、献立の確認をして対応しています。また、保育士体験や懇談会の時に

試食の機会を設け、給食への関心・理解を促しています。園だよりの「食育コーナー」では、栽培活動や

食育活動の取り組みを掲載しています。また、給食に関するアンケートボックスによる保護者の質問に対

しては、調理員が直接ご本人に回答しています。 

●午睡については、安心して心地良く午睡ができるように室温、湿度に配慮しながら落ち着ける環境作り

を行い、午睡中の呼吸や発汗の様子に留意し、体温調整に配慮しています。眠れない子どもには、保育士

が傍に付き添って体をさすったり、子守歌を歌って心地良い眠りに誘い、眠くない子どもには、静かに横

になって体を休めるよう促しています。SIDS の予防では、１歳児は 10 分間隔でブレスチエックを行い、2

歳児は 15 分ごとに確認して睡眠チェック表に記録し、他年齢児にも視診、触診をして確認しています。 

●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、一人一人の発達状況に応じて、保護

者と連携を密にしながら進めています。個々の排泄間隔を把握し、午睡明けには便座に座って慣れるよう

支援しています。排泄に失敗した際は、子どもの羞恥心に配慮し、やさしく言葉がけを行い、シャワーを

活用して気持ち良く過ごせるようにしています。 
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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、年間保健計画を作成してクラスのファイルにより保護者に周知しています。予防接種の接

種状況や既往症歴等は保護者に確認し、健康台帳に記載し、毎月の身体測定、健康診断、歯科検診の結果

も記録して職員間で共有しています。また、毎朝、連絡帳や口頭で子どもの健康状態を把握し、職員間の

引き継ぎノートと口頭で確認し、ミーティングでも情報共有を図っています。手洗い、歯磨き励行では手

順を絵でわかりやすく掲示しています。毎週、歯ブラシ立ての清掃を行い、歯ブラシ同士が接触しないよ

う留意し、衛生管理に努めています。 

●年 2 回嘱託医による健康診断・歯科検診を実施し、4 歳児は視聴覚検査を行い、健診結果は健康カード

に記入して、保護者にも知らせています。健康に関して心配がある保護者には、委託医と連携を図り、助

言を得て口頭で伝えるようにしています。通院が必要な家庭については、結果・経過確認を行っています。 

●感染症等について、感染症に関するマニュアルを備え、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、入園時に重要事項説明書に沿って保護者に説明しています。感染症が発生した場

合は、園内での感染拡散に十分注意し、各クラスに発症状況を掲示して注意喚起を行っています。職員に

対しては、必要な情報をミーティングや引き継ぎノートで速やかに周知しています。保育中に発症した場

合は、保護者の事情に配慮しながら電話連絡を速やかに行い、事務室で個別に対応しています。感染症に

罹患した連絡を受けた場合は、染症患罹患者リストを作成し、職員間で情報を共有しています。地域、最

新の感染症情報は、行政や地域等から入手し、職員間で情報を共有し、掲示にて保護者にも周知していま

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）罹 

 

●衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を徹底し、年 1 回、全職員でマニュアルの見直しと研修を行って

います。マニュアルに保育室やトイレ、共用部等の清掃方法を定め、チェック表を所定の場所に設けて園

内の清掃、衛生管理を実施しています。ノロウイルス対策では園内研修で処理方法を習得し、嘔吐処理セ

ットを各クラスに設置して緊急時に備えています。ノロウイルスの流行時には毎日玩具の消毒を行い、衛

生管理に努め、年間を通して玄関にアルコールスプレーを設置し、保育室への入室の際にはうがいと手洗

いを励行し、感染症予防に努めています。 
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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］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●安全管理では、保育室や事務室の家具に転倒防止ストッパーを取り付け、備品等の落下、転倒防止を講

じています。横浜市舞岡保育園では、「事故防止マニュアル」（遊びの約束）を整備し、年 1 回、全職員で

現状を踏まえた見直しを実施しています。また、「水難事故防止対策マニュアル」を作成し、全職員に周知

し、園内の避難経路図や緊急時の職員体制を整え、事故や災害時に的確に対応できるようにしています。

毎月、様々な状況、時間帯を想定した避難訓練を実施し、地域防災拠点である近隣小学校の避難経路の確

認や、年数回の防犯訓練も行っています。希望する保護者には災害時の一斉メール配信も行っており、年

に数回テストメールを配信し、送受信を確認しています。園に AED を設置し、消防署の協力の下、全職員

が救命救急研修を受講し、緊急時に備えています。 

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

医療機関の一覧表を事務室に備え、緊急時に対応できるようにしています。園内で事故やケガが発生した

場合は、園長、主任保育士に報告し、状況を複数の職員で確認後通院を判断し、対応しています。また、

事故報告書に詳細に記録し、職員会議で報告を行い、改善策を検討して再発防止に努めています。通院、

事故が発生した場合は、事故報告書を作成し、職員間で共有を図り、戸塚区こども家庭支援課に報告して

います。子どもの事故やケガについては、ケガの部位、軽重に係わらず記録を残し、保護者に連絡および

説明を行い、速やかに対応しています。 

●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年数回、訓練を実施し、侵入経路と避難体制

の確認を行っています。門は電子錠を使用して安全に配慮し、カメラ付きインターホンで来訪者の確認を

行い、防犯カメラの設置も予定しています。また、園内に緊急時の 110 番自動通報装置を設置し、直通で

警察に連絡できる体制を整備しています。さらに、警備会社に委託して非常時通報装置を備え、散歩時は、

職員が携帯電話を所持して出かける等、子どもの安全に傾注しています。不審者情報は、戸塚区こども家

庭支援課、近隣の小中学校と連携しており、速やかな情報伝達と安全管理に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●職員は、呼び方・叱り方等に威圧的な言葉遣いや無視の他、強制等を行わないよう徹底を図り、子ども

の気持ちに寄り添い、穏やかにわかりやすく話すよう努めています。危険な場面では、行為への注意喚起

となるよう語彙に気を付けています。園では、保育方針の「自己を十分に発揮できる環境を整え子どもの

主体性を尊重し、様々な体験・経験を通して意欲的に行動する力や自ら成長する力を育てる」を念頭に置

き、「～しようね」と言い換え、全職員で共通認識を図っています。毎年、戸塚区主催の人権研修に参加し、

セルフチェックで振り返り、人格を尊重する認識を深めています。職員は、子どもの人権を尊重し、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、声のトーンや言葉遣い等に留意し、共通認識

の基、保育にあたっています。 

●他児の視線を意識せずに過ごせる場所として、保育室内に衝立や棚を活用して子どもが落ち着いて遊べ

るコーナーを設け、集中して遊べるよう配慮しています。ホール、廊下やテラスを活用し、ソファや本を

置いて必要に応じて子どもが個別に過ごす場所を確保しています。  

●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マニュアルを備えています。

守秘義務の定義、目的について新任研修時に説明を行い、職員は順守しています。ボランティア、実習生

にもオリエンテーションで定義・目的について周知し、共通認識を図り、誓約書を交わしています。保護

者には、入園時や懇談会時に個人情報の守秘義務について説明を行い、個人情報の取り扱い（肖像権等）

の確認を行い、同意を得ています。保護者や園の利用者等には写真撮影、ネットへの配信は行わないよう

周知しています。個人情報に関するファイル、書類等は鍵付きロッカーに保管し、持ち出し禁止とし、閲

覧場所を定めて管理を行い、書類の受け渡しは、個人情報管理用封筒で行っています。散歩時には、子ど

もの帽子に個人のマーク、園名のみを表示し、名札は付けないよう個人情報管理に留意しています。 

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

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

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心得、職員会議等で性差について話し合い、

共通認識を図る体制を整えています。園では、お父さん、お母さんを使用せず、「家族の人」と表現し、職

員間で共通認識を図っています。 
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評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育方針・園目標は、入園説明会、懇談会で説明を行い、入園のしおり（重要事項説明書）に明示し、

玄関、廊下、各クラスに掲示して理解を促しています。また、園だよりでは園目標と月目標を記載し、保

育の実施内容、子どもとの関わり方を記載し、保育方針等が理解されるよう努めています。行事、年度末

には保護者にアンケートを実施し、方針や保育内容について意見や要望を把握し、次年度の方針策定に生

かしています。 

●園生活での様子や活動内容は、乳児は連絡帳、3 歳児以上は、クラスノートを活用し、掲示でその日の

子どもの様子を伝えています。保護者の連絡、伝達事項は、職員間の引き継ぎノートで情報を共有し、送

迎時に漏れのないよう伝達を行っています。外国籍に係わる保護者に対しては、書類・文章（ルビ）だけ

でなく直接説明する等、丁寧に対応しています。 

●クラス懇談会は年 2 回開催し、園の運営や情報提供、日々の子どもの様子・成長を伝え、保護者同士の

交流を深める機会としています。参加できなかった保護者に対しては資料と共に内容を口頭で伝えていま

す。個人面談は基本的に年 1 回実施し、情報交換を行っています。また、必要に応じて随時受け付け、複

数回の希望にも応じています。相談については、事務室を活用して行い、入口に面談中の札を表示し、入

室を制限してプライバシーを確保するよう配慮しています。相談を受けた場合は複数の職員で対応し、相

談内容は園長や他の職員に報告および助言を得、記録を行い、必要に応じて継続的にフォローしています。

保護者とは小さなことでも気軽に相談できるよう、職員は雰囲気作り、関係作りを心掛けています。 

 

●園生活に関する情報は毎月、園だよりを発行し、本日の予定、明日の予定は掲示板を活用して提供して

います。保護者の同意の下、園だよりに園生活の様子やクラスでの写真等を掲載してわかりやすく伝え、

懇談会では日々の保育の様子を撮影したスライドショーを上映して子どもの成長を分かち合っています。 

●保護者の保育参加・参観については、年度初めに年間行事予定表を配付し、保護者が予定を立てやすい

ように配慮しています。年間を通じて保育士体験を実施し、懇談会でも積極的に参加を募り、参加者の感

想を掲示して保育参加を促しています。 

●保護者会との共催行事が複数あり、主任保育士が調整役となり連携を図っています。保護者会の役員会

や総会には必要に応じて園長が参加し、園の備品や場所の提供を行い、良好な関係を築いています。また、

各クラスに保護者会の掲示板を設け、入園説明会時には保護者会からの説明や保護者懇談会での役員決め

等、園と相互協力を図っています。 
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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） 

 

●育児支援計画を作成し、年度末に自己評価および反省を行い、次年度の計画と実施に生かしています。

地域の子育て中の親子に園庭開放や、育児相談、育児講座、交流保育、絵本の貸し出しを実施し、交流保

育、育児講座等でアンケートを取り、子育て支援のニーズの把握につとめています。また、戸塚区内の公

立保育園 5 園と民間の保育園と一緒に合同育児講座や、ネットワーク研修を実施しています。年度末には、

把握した子育て支援ニーズを反映して次年度の育児支援計画を策定しています。 

●定期的に職員間で地域の子育てニーズについて話し合い、年 2 回育児講座を開催し、ランチ交流、園庭

開放、プール開放等を地域の親子に提供しています。地域の子育て支援事業では舞岡柏尾地域ケアプラザ

の「遊び場・しゃべり場・ほっとタイム」や「まいまいクラブ」に参加し、遊びの提供や育児相談等を行

い、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） 

 

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

ては戸塚区の広報誌や、戸塚区のホームページに子育て相談の案内、交流保育等の受け入れ、園の紹介を

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

を提供し、掲示板での告知や来園者に向けて「通信入れウォールポケット」に案内やチラシを入れて自由

に取れるよう工夫して情報提供を行っています。 

●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・団体等の連絡先一覧

表を図式化して事務室に掲示し、職員で共有しています。関係機関（戸塚区こども家庭支援課・戸塚区役

所保健センターの保健師・ケースワーカー・近隣小学校・地区センター・横浜市北部地域療育センター・

児童相談所・警察・消防署等）との担当は園長または主任保育士とし、連携を図っています。あ 
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評価領域Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●地域への園の理解促進のための取り組みとして、園行事（たなばた、運動会、敬老の日、節分、卒園式

等）に地域の親子、自治会、町内会、地区内の小学校長、第三者委員等を招待し、園運営への理解を深め

てもらう機会にしています。自治会、町内会、小学校、高齢者グループ「舞フレンド」等地域の団体、機

関と幅広く定期的に交流を図っています。また、近隣中学校の職業体験を受け入れ、高校生との交流、年

長児の小学校訪問（小学生と交流）等、良好な関係が築かれています。 

●子どもと地域との交流では、舞岡公園内の田園風景が残る「小谷戸の里」を訪ね、古民家や水車小屋、

情報館を見学して地域の文化に触れる体験を行い、地域の理解を深めています。散歩先では行き交う人や

お店の人と挨拶を交わし、子どもたちは笑顔で挨拶を行い、地域の人々と親しんでいます。交流ネットワ

ーク事業を通じて近隣保育所へブームメント遊具や備品の貸し出しを行い、他園と交流を図っています。

また、幼保小の交流では就学を見据えて定期的に交流を行い、近隣の小学校の運動会には園児が参加する

等、活発に交流を図っています。 

 

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・保育方針等の情報提供は、戸塚区のホームページ、戸塚区の子育てカレンダーやパンフ

レット、戸塚区の子育て支援ブックや、横浜市の「ヨコハマはぴねすぽっと」にも情報を掲載しています。

地域の子育て支援拠点「とっとの芽」にも園のパンフレットを設置して情報を提供しています。地域子育

て支援フェスタ「とことこフェスタ」でも園の情報提供をしています。また、合同育児講座、交流保育に

関するポスターを掲示する等、地域に周知しています。 

●園内見学は保護者の意向に沿って保育に支障がない範囲で行っています。利用希望者からの電話問い合

わせ等については、利用希望者には園見学（予約）を案内し、丁寧な対応に努めています。園の保育方針

や利用条件等についてパンフレット、資料に基づいて対応できる体制を整えています。園見学の予約時間

等で対応ができない場合は、園庭開放時に見学してもらうよう配慮しています。入園の契約等は戸塚区役

所で案内しています。 
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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） 

 

●ボランティア向けのしおりに沿って事前にオリエンテーションを行い、中学生の職業体験や地域のボラ

ンティアを積極的に受け入れています。受け入れの窓口は主任保育士とし、事前にオリエンテーションを

行い、基本的な考え方や園の方針、個人情報守秘義務の説明を行い、理解を促しています。終了時には感

想文を提出してもらい、今後の園運営の参考にしています。保護者に対しては、クラスノートや掲示板で

ボランティア受け入れのお知らせを行っています。 

●実習生は、主任保育士が担当となり、実習生受け入れマニュアル、実習のしおりに沿って事前にオリエ

ンテーションを行っています。園の保育方針、子どもへの接し方、保護者の対応と守秘義務、留意事項を

説明しています。保護者に対しては園だよりで説明後、クラスノート、掲示にて周知して理解を促してい

ます。実習では、実習目的、目標に応じて適切な実習プログラムを作成し、効果的な実習に努め、次世代

育成に力を入れています。毎日、実習終了時にはクラス担任と振り返り・反省を行い、実習終了日には全

体の反省会を行い、気付きや意見交換を図り、成果に結び付けています。 

 

評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

 

評価分類Ⅴ－１ 職員の人材育成 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

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

市人材育成ビジョンや人事考課制度に則り、園長は年度初めに、職員個々の目標の共有を図り、年 2 回、

達成状況の確認と反省を含めて面談を行い、課題解決と育成につなげています。また、個々の年間目標は

他職員とも共有し、園全体で職員一人一人の目標達成に向けて取り組むことにより、園全体の資質向上に

つなげています。さらに、「保育職キャリア自己分析」、「保育士キャリアラダー」を活用して保育を振り返

り、指標として取り組んでいます。 

●常勤職員、嘱託職員、アルバイト職員の研修体制については、職員のニーズに副って年間計画を立案し、

定期的に園内研修を実施し、知識、技術の向上を図っています。職員は、公開保育研究会に参加して研鑽

を図り、外部研修受講後は研修報告書を作成し、職員会議時に報告を行い、職員間で共有を図っています。
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報告書はファイリングして閲覧できるようにしています。 

●非常勤職員、アルバイト職員に対して、園長から業務内容や園目標、守秘義務等について、保育者とし

ての心構えを採用時に伝え、指導計画、詳細の業務等については主任保育士、指導担当保育士から説明を

行い、理解を促しています。常勤職員、嘱託職員、アルバイト職員等が外部研修に参加できるよう配慮し、

行政の研修には積極的に参加を勧めています。また、非常勤職員、アルバイト職員のリーダーを設けて伝

達、連絡の連携を図り、常勤職員、嘱託職員、アルバイト職員間で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） 

 

●計画的に職員個々のスキルの段階に応じた技術向上に取り組み、保育士分野人材育成ビジョン、保育士

職キャリアラダー、キャリア自己分析表（保育士）等や保育所の自己評価を職位、キャリア別に評価でき

る仕組みを整備し、職員の質の向上につなげています。保育内容の工夫、改善点から良いサービス事例の

勉強会を設け、保育の資質向上を図ると共に次年度の課題につなげています。外部からの技術指導では、

大学講師や専門職による研修に積極的に参加しています。さらに、第三者評価検討、公開保育研究等のプ

ロジェクトチームを設け、各担当リーダーを中心に検討を図り、職員のスキルアップおよびサービスの向

上に取り組んでいます。 

●職員の自己評価は、会議等に持ち寄り、保育内容や技術について意見交換を行い、園全体の保育の質の

向上につなげています。クラス間や乳・幼児ミーティング、調理員が参加した会議等でも意見交換を行い、

振り返り、良いサービス提供につなげています。保育所の自己評価は行事後の利用者アンケートと、全職

員の自己評価から年末にまとめ、保護者へ公表しています。今年度、第三者評価を受審し、保育所全体の

運営の向上に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 
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評価分類Ⅴ－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

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

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

化を図り、職員一人一人の人材育成や能力開発につなげていくことを目的として人事考課制度を確立して

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

ています。 

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

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

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

期待水準は明文化し、研修体制も確立しています。職員からの意見、提案については、行事のあり方につ

いて職員アンケートを実施して意見を集約し、職員の意見を反映させる仕組みを構築しています。 

●園長は、年２回、職員一人一人と面談し、満足度・要望等を把握しています。横浜市の人材育成、保育

士人材ビジョンの職位に沿った期待水準を基に、職員の面談で年間目標の設定と自己評価を実施し、年度

末に達成状況の確認を行い、全職員の意向、満足度を把握し、次年度の希望・要望等を確認してスキルア

ップにつなげています。面談での職員の意向を加味し、主任保育士と共にクラス担任の検討をしています。 

 

 

 

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。職員は職員行動基準のカードを常時携帯し、遵守していま

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

プライアンス事例を題材にして研修を行い、職員は規範について再確認しています。また、横浜市内公立

保育園、戸塚区と共有し、事故防止の徹底を心がけています。 
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●ゴミ減量化、リサイクル・省エネ促進と緑化推進では、横浜市職員行動基準に則り、園児や地域に向け

たリサイクルに関する環境教育を実施し、ゴミ減量化の意識向上に取り組んでいます。ゴミの分別では子

どもにもわかりやすく説明を行い、保育室に分別ゴミ箱を設置して取り組んでいます。また、園内の節電

を心掛け、室内と外気の差を考慮しながら子どもの状態に合わせて適切に室温管理を行っています。コピ

ーの裏紙使用等の励行を図り、園庭で草花や野菜を栽培し、夏季には朝顔で緑のカーテンとして活用する

等、省エネおよび緑化を促進しています。職員は、オフィス３R 夢プラン策定と総合環境の研修に参加し、

環境への考え方、取り組みを明文化して環境整備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 

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・児童憲章を事務室、園内に掲示し、職員、保護者

等が目に触れるようにしています。職員は毎週、唱和をして意識統一に努めています。園長は、理念、方

針を職員に都度伝え、日常の保育、面談時に理解を共有し、保育に反映されるよう指導力を発揮していま

す。 

●重要な意思決定にあたり、園長は、保護者会、保護者懇談会、個人面談等を通じて積極的に保護者の意

見を聞き、検討チームを構成して取り組み、決定するようにしています。重要事項（変更、決定事項）の

決定では、緊急ミーティングを行い、職員間で共通理解を図り、保護者会役員会に出席して説明を行うと

共に保護者と継続的に話し合い、理解が得られるよう努めています。 

 

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

育成プログラムを基に行い、中堅保育士研修や区の主任保育士研修に参加して研鑽を図っています。主任

は、職員の業務状況を実務や書類等で進捗を把握し、職員個々の精神面、体調等に配慮し、必要に応じて

相談に乗る等、ワークライフバランスの進捗に取り組んでいます。また、職員一人一人の能力や経験に応

じて助言や指導を行う等、園長の補佐としてまとめ役およびパイプ役となり、円滑な園運営に努めていま

す。 
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評価分類Ⅵ－３ 効率的な運営 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の運営面における情報は、横浜市こども青少年局保育・教育人材課や戸塚区こども家庭支援課から得

ています。責任者会議や園の会議において分析し、園運営に生かしています。情報は職員全体に周知し、

話し合い、園全体で取り組んでいます。重要情報は主要職員間で議論し、重点改善課題として設定し、研

修や改善検討を図っています。また、保育所の自己評価や改善課題についても全職員で話し合い、より良

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

 

横浜市舞岡保育園 

 

調査日程 平成 30 年 12 月 17 日・18 日 

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

を行い、午睡の様子と保育観察を継続する中、食事場面も同席して子どもと保育士とのか

かわり等を観察し、食事の様子の観察を行いました。各年齢については 1 日の保育の観察

を通してそれぞれの特徴を捉えて記しています。 

 

＜異年齢での園外活動（お散歩）＞ 

【3 歳（月組）・5 歳児（太陽組）】 

 

調査当日午前中、３歳児（月組）と５歳児（太陽組）の異年齢での園外活動があり、散歩に同行しました。

散歩先の舞岡公園は、保育園から目と鼻の先にあり、丘陵全体が公園といった四季折々の豊かな自然に恵

まれた公園です。公園内は田園や雑木林の風景が広がり、自然の恵みの木の実や昆虫、小鳥、小動物にも

出会える素晴らしい自然公園です。今日の散歩は丘の中程にある「ばらの丸の丘」を目指します。３歳児

クラスと５歳児クラスの子どもたちが門の前に並び、3 歳児と 5 歳児で手をつなぎ、5 歳児がサポートしな

がら公園まで歩きます。途中から坂道になり、見上げると道のりはかなり長く急な坂道で、年期の入った

体の調査者は大丈夫かな～と息も荒くなってきたところ、5歳児の男の子が手をつないできてくれました。

やさしさに感動しながら話をして山道を登ります。子どもが「おじいちゃんの家はどこ？」、「この山の反

対側の方だよ」等と楽しくおしゃべりしながら子どもに連れられて歩きます。先頭では先生（保育士）が

後ろ歩きで子どもたちを見ながら坂道を歩いていました。さすが凄い！とびっくりします。「ばらの丸の丘」

に着くと、里山に広がる自然の恵みは圧巻であり、注意事項を受けた後、子ども達は広場や木の下でのび

のびと遊び始めました。３歳児の子どもたちは、保育士と一緒に鬼ごっこ（？）を始め、「オニ決め」が始

まりました。参加した子どもたちが全員片足を出して、靴の先を指さし「オニヒメ決め！」、「オニヒメ、

オニヒメ」と言いながら順番に指を指していきます。一人ずつ「オニヒメ」と指されると外に外れ、最後

に残った子どもが鬼になるという“オニごっこ”のようで、大きな声で盛り上がりながら「オニヒメ、オニ

ヒメ」と楽しく遊んだ後はみんなで林の方へ走っていき、別の遊びが始まります。子ども達は広い山頂を

元気に走り廻り、楽しい！表現が体中からみなぎっています。次に保育士が「時計のところまでヨーイド

ン！」と言うと、３歳児と保育士が一緒になって駆けっこをし、保育士も本気で走り、子ども達、保育士

に笑顔が溢れ、自然と一体になっている風景が見られました。1 人の子どもが枯葉を抱えて来て少し窪ん

だ穴に投げ入れて遊んでいます。その子は葉っぱを集めて「プール」と言い、葉っぱが少し溜まったころ

に、別の子が石を持ってきて「焼き芋」と言って投げ入れ、見ていた 3 歳児、5 歳児の子どもたちも石を

集めて来てみんなで「焼き芋、焼き芋」と言って葉っぱの中に埋め、その仕草は“どんど”で作る焼き芋そ

のものです。保育士から「先日園で行った焼き芋大会を思い出しているのですね」と聞き、1 人の子ども
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が「ハイ！お芋」と渡してくれました。「おいしいね！」と言い合って食べる仕草をして焼き芋を共有し、

次から次へといろんな子どもが持ってきてくれて楽しく遊びました。公園では子ども達の自由発想で色々

な自然遊びを見せてもらい、すばらしい体験を通して舞岡保育園の子どもの逞しさに触れました。 

 

 

＜午睡の風景＞ 

【1 歳児・2 歳児（星組）】 

 

午睡では、1 歳、2 歳児(星組)クラスを観察しました。事務室の隣が保育室になっており、食後、午睡スペ

ースに布団を敷いて午睡に入ります。1 歳、2 歳児のクラスでは人見知りが始まる子どももいて、カーテン

が引かれた入り口からそっと様子を見ることにしました。布団の中で何人かゴソゴソしている子ども、既

に眠りについている子ども等、3 名の保育士がそれぞれの子ども傍に寄り添いながら背中を「トントン」

して眠りに着いていきます。1 人眠れないのかトイレの前で遊んでいる子どもがいましたが、保育士は強

要することなく様子を見守り、しばらくすると保育士の元に行って眠りについていました。目覚めでは、

まだ布団の中にもぐっている子どもや、2歳児はトイレに行ってから着替えを始めている子どもいました。

洋服と格闘しながらも一生懸命自分で着替えようとする姿も見られ、保育士に手伝ってもらいながら着替

えていました。調査者が見ているとニッコリ笑う子どもや、びっくりして目が点になってしまったり、緊

張して戸惑う子ども等、保育士が微笑みながら「あら、固まっちゃったね」と子どもを引き寄せて腕の中

で安心させていました。 

 

＜食事と午睡の様子＞ 

【4 歳児（空組）】 

 

調査 1 日目に、４歳児（空組）の食事に同席させてもらいました。指定された席に着くと、「わーい、わー

い」と子ども達の声で賑やかな食事が始まりました。テーブルでは食事しながらも「どこから来たの？」、

「何しに来たの？」、「名前は？」、「何歳？」と矢継ぎ早に質問が飛び、答えながらも「みんなが食べてい

るから少し静かにしようね！」と言うと、一瞬姿勢を正して静かになりましたが、直ぐに、今度は自分の

話しが始まり、「わたし４歳」、「私も…」、「私の姉妹はね～」等、次々に自己紹介をしてくれ、身を乗り出

してお話しに一生懸命になる等、周りはお代わりが始まっているのにお話が止まりません。食事に手が止

まるのを心配していると、時間はかかりましたが子ども達は完食しました。また、最後までお話しをして

いた子どもも、なんと、お代わりしてご飯とおかずを持ってきてまた、話しながらも完食していました。

元気で屈託のない素直で楽しい子ども達ばかりです。食後は、直ぐにそれぞれが歯磨きを行い、中には遊

びが気になるのか中々歯磨きが始まらない子どももいましたが、全員が歯磨きを終えた後は順々に午睡の

着替えを始めます。着替えでは、きちんと着替えを済ませる子どもや、気が散って中々進まない子どもも

いました。布団が敷かれた場所では、まだ玩具で遊んだり、本を読んだりしながら眠る様子がありません

が、保育士の声かけや見守りの中で少々時間差はありましたが布団に横になり、ムズムズ動きながらもほ
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ぼ全員が眠りについていました。子どもの自主性、主体性を尊重し、保育士に支援される中、のびのびと

ゆったりと生活をしている子どもの姿が見られました。 
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【横浜市舞岡保育園 利用者アンケートの特徴】 

 

実施年度 / 評価項目手法 平成 30 年度 /  横浜市版 

アンケート調査対象 利用者家族 配付世帯数（世帯数 31） 

有効回答数 67 世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％）   46％ 

  

 

 

＊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」についての項目に『満足』を高く

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

では 100％を得ている項目が多くあります。『満足』が高い項目では、「自然に触れたり地域に関わるなど

の、園外活動」についてが『満足』94％を得ています。また、「子どもが戸外遊びを十分にしているか」に

ついては、『満足』は 90％を示しています。 

「ほぼ満足」として高い項目では、「費用や決まりに関する説明について」、「クラス活動や遊びについて」、

「子どもが戸外遊びを十分しているかについて」、「遊びを通じたお子さんの健康づくりの取り組みについ

て」、「お子さんの体調への気配りについて」の 5 項目が「ほぼ満足」は 100％であり、「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」、「基本的生活習慣の自立に向けての取り組みについ

て」、「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」、「園の行事の開催日や時間帯への

配慮について」、「お子さんが保育園生活を楽しんでいるかについて」、「意見や要望への対応について」の

6 項目では、「ほぼ満足」97％を得ています。その他の項目についても、「ほぼ満足」に関して高い評価と

1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

6 世帯 6 世帯 6 世帯 7 世帯 6 世帯 
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なっています。 

●アンケートの自由記述からは、「異年齢の子どもたちと交流する機会がよくあり、上の子たちのことを良

い目標にしています」、「戸外遊びが多いので良い」、「保育士の方にとても細かく対応してもらい、感謝し

ています」、「保育士一人一人が家族の状況に合わせて対応している」、「自然の中で、のびのびと遊ばせて

くれる」、「全体的にとても温かみのある保育園」等、保護者から多くの喜びと感謝、意見が挙がっていま

す。 

 

 

●『不満』および、『満足』が比較的低い項目では、「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、「園のおもちゃや教材」についての 2 項目が、『不満』が 6％であり、中では特化してい

ます。『満足』が低い項目では、「送り迎えの際、お子さんの様子に関する情報交換」について挙げられま

す。 

●意見からは、「土曜保育も給食にしてほしい」、「お知らせ等をメール配信にしてほしい」、「お泊り保育等

があると良い」、「送り迎えの際に、子どもの様子を話す保育士と話さない保育士がいる」、「教材（おもち

ゃ）が、部屋いっぱいに散らかっていることが多い」等の意見が挙がっています。保護者からの意見、要

望等については受け止め、それぞれの意見に関して園で可能なこと、工夫・改善が図れること等に分け、

振り返りと見直しを図る機会を設け、利用者への周知の工夫等、理解や協力につなげられるよう、継続し

て取り組みを期待いたしております。 

 

●保育園の基本理念や基本方針についてでは、よく知っているが 16％、まぁ知っている 77％、どちらとも

いえない 6％という結果になっています。しかし、それらの賛同については、賛同できる 81％、まぁ賛同

できる 13％、無回答 6％にて、94％が「ほぼ賛同」を示しています。保育方針、保育目標は機会あるごと

に周知が図られていますが、より一層の周知の工夫、理解への促しが期待されます。 

 

●総合的に、『満足』は 71％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 29％にて、『どちらかといえば不

満、不満、その他』は 0％にて、サービスの提供について、100％「ほぼ満足」していると捉えることがで

きます。 
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利用者調査項目（アンケート） 

 

 横浜市舞岡保育園 

 

 

【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。 

16% 77% 6% 0% 0% 0% 

5人 24人 2人 0人 0人 0人 

 

 

賛同でき

る 

まあ賛同

できる 

どちらとも 

いえない 

あまり賛同

できない 

賛同でき

ない 

無回答 

2 あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できる

ものだと思いますか。 

81% 13% 0% 0% 0% 6% 

25人 4人 0人 0人 0人 2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 68％ 16％ 3％ 0％ 13％ 0％ 

21人 5人 1人 0人 4人 0人 

《その他意見》 

 

・見学していない。 

・私が、時間が取れなくて見学できる時間がなく、希望を出しま

した。 

・園庭開放に行っていたので、見学はしていない。 

・知っていたので、見学はしなかった。 

 

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 

55％ 26％ 13％ 3％ 0％ 3％ 

17人 8人 4人 1人 0人 1人 

《その他意見》 
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5 園の目標や方針についての説明には 58％ 29％ 10％ 0％ 0％ 3％  

 18人 9人 3人 0人 0人 1人 

《その他意見》  

 

 

 

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 

61％ 35％ 0％ 0％ 0％ 3％ 

19人 11人 0人 0人 0人 1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 

 

55％ 39％ 3％ 3％ 0％ 0％ 

17人 12人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

8 費用やきまりに関する説明については（入園後に

食い違いがなかったかを含めて） 

68％ 32％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

21人 10人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

  問３ 保育園に関する年間の計画について       

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

9 年間の保育や行事についての説明は 52％ 35％ 10％ 3％ 0％ 0％ 

16人 11人 3人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

10 年間の保育や行事に、保護者の要望が活かされ

ているかについては 

39％ 32％ 13％ 6％ 10％ 0％ 

12人 10人 4人 2人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・よくわかりません。要望した事がないので。 

・今年度入園した為、前年度の要望に対してはわからない。 

・昨年度、園長が保護者会の意見を通して頂けず、びっくりする

事があった。今年度は園長が代わったのでよくわかりません。 
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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 

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） 

81％ 19％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

25人 6人 0人 0人 0人 0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 90% 10% 0％ 0％ 0％ 0％ 

28人 3人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 

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) 

65％ 29％ 0％ 6％ 0％ 0％ 

20人 9人 0人 2人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・予算の問題もあるからかもしれないが、他園とバラつきがあるよ

うに感じる。 

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 

94％ 3％ 0％ 0％ 3％ 0％ 

29人 1人 0人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・舞岡公園ばかりでなく、いろいろな場所へ散歩に出してほしい。 

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 

68％ 29％ 3％ 0％ 0％ 0％ 

21人 9人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

16 遊びを通じたお子さんの健康づくりへの取り組みにつ

いては 

74％ 26％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

23人 8人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 
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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 

17 給食の献立内容については 65% 23％ 6％ 0％ 6％ 0％ 

20人 7人 2人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・おやつに市販の味の濃いお菓子を出しているが、手作りや、せ

めて味の薄い乳児向けのものを出してほしい。 

・おやつが即製品が多い。 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 58％ 32％ 10％ 0％ 0％ 0％ 

18人 10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 

68％ 29％ 0％ 3％ 0％ 0％ 

21人 9人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

・服の表裏が放置されている。 

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 

71％ 23％ 6％ 0％ 0％ 0％ 

22人 7人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

21 おむつはずしは、家庭と協力し、お子さんの成長に

合わせて柔軟に進めているかについては 

81％ 13％ 0％ 0％ 6％ 0％ 

25人 4人 0人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・園から言われるまでおむつはずしを始められない雰囲気がある。

どうしたらいいかわからない。 

22 お子さんの体調への気配りについては 81％ 19％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

25人 6人 0人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

23 

 

保育中にあったケガに関する保護者への説明やそ

の後の対応には 

65％ 26％ 3％ 3％ 3％ 0％ 

20人 8人 1人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・報告のないケガがとても多い。大きめの傷でも何でケガをしたの

か「わからない」、「泣いていなかった」と言う反応。謝る事もなく、

見ていないんだなと感じている。 
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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 52％ 29％ 13％ 3％ 3％ 0％ 

16人 9人 4人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・耐震、耐火について不安。建物が古いので説明があると良い。 

・水回りや、トイレをもう少しきれいにしてほしい。 

・トイレが臭う時がある。 

25 お子さんが落ちついて過ごせる雰囲気になっている

かについては 

58％ 39％ 3％ 0％ 0％ 0％ 

18人 12人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

42％ 39％ 6％ 3％ 10％ 0％ 

13人 12人 2人 1人 3人 0人 

《その他意見》 

 

・先日クレーマーに入られ警察を呼んでいた。怖いです。 

・近所の人のクレームで、扉を一時プチプチで囲っていましたが、

防犯には適してなかったと思います。 

・改善中。 

・今の体制だと悪意ある人が入れる。 

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 

42％ 52％ 6％ 0％ 0％ 0％ 

13人 16人 2人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 

 

 
  問６ 園と保護者との連携・交流について 

      

 満足 どちらかとい

えば満足 

どちらかとい

えば不満 

不満 その他 無回答 

28 保護者懇談会や個別面談などによる話し合いの

機会については 

52％ 35％ 6％ 0％ 6％ 0％ 

16人 11人 2人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・少ない。個別面談を年2回くらいしてほしい。保育参観が1度

もないので、せめて 1回はやってほしい。 

・面談の時期が遅い。 
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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 

52％ 42％ 3％ 3％ 0％ 0％ 

16人 13人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

30 園の行事の開催日や時間帯への配慮については 68％ 29％ 0％ 3％ 0％ 0％ 

21人 9人 0人 1人 0人 0人 

《その他意見》  

 

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 

35％ 45％ 10％ 3％ 6％ 0％ 

11人 14人 3人 1人 2人 0人 

《その他意見》 ・対応する先生によって話す人と話さない人がいる。 

・改善中。 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

45％ 45％ 6％ 3％ 0％ 0％ 

14人 14人 2人 1人 0人 0人 

《その他意見》  

 

 

33 保護者からの相談事への対応には 58％ 26％ 10％ 3％ 3％ 0％ 

18人 8人 3人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・わからない。 

 

 

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 

58％ 32％ 0％ 3％ 6％ 0％ 

18人 10人 0人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・わからない。 

・福祉員の方がとても柔軟に対応してくれる。 

 

 

 

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 61％ 32％ 3％ 0％ 3％ 0％ 

19人 10人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 実際に見ているわけではないので、わかりません。 
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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 

74％ 23％ 3％ 0％ 0％ 0％ 

23人 7人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》  

37 アレルギーのあるお子さんや障害のあるお子さんへの

配慮については 

71％ 19％ 0％ 0％ 10％ 0％ 

22人 6人 0人 0人 3人 0人 

《その他意見》 ・わからない。（2） 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 77％ 16％ 3％ 0％ 3％ 0％ 

24人 5人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・多くの先生は話しやすい雰囲気だが、一部目が合わない、挨

拶がない、口調がきついと感じ、話しにくい先生もいる。 

39 意見や要望への対応については 58％ 39％ 0％ 0％ 3％ 0％ 

18人 12人 0人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・わからない。 

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 71％ 29％ 0％ 0％ 0％ 

22人 9人 0人 0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 舞岡保育園    横浜市戸塚区舞岡町 1956 

回答世帯数：67世帯中 31世帯 ＜1歳児（6名）、2歳児（6名）、3歳児（6名）、4歳児（7名）、5歳児（6名）＞ 

 定員 ： 67名 調査期間： 2018/08/30 ～   2018/12/18 
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事業者コメント 

施設名： 横浜市舞岡保育園          

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

 

舞岡保育園では平成 23 年以来、2 度目の第三者評価受審となりました。受審にあたり、自己評価を全職員で行うことで、改

めて私たちがこれまで取り組んできた、豊かな自然の中での一人ひとりを大切にした保育の意義を確認することができました。 

評価機関の方からも細部にわたり、高く評価をしていただいたことは大きな励みになりました。また、私たち自身が課題と捉

えていることに対しても訪問時に新たな視点からの助言をいただき、今後の指標となりました。 

 

保護者の皆さまからいただいたご意見も真摯に受け止め、現状に満足せず、今回の受審を質の向上のためのステップとして、

職員一同で力を合わせ、さらなる努力を重ねていきたいと思います。 

 

最後に、第三者評価受審に際し、ご多忙のところアンケートに協力していただきました保護者の皆さま、ご尽力いただきまし

た評価機関の皆さまに心より感謝申し上げます。 

本当にありがとうございました。 

 

 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

 

１．職員間の情報共有と意見集約を目的とした職種に応じたミーティングを複数設定して実施しています。 

２．保育目標をよりわかりやすく親しみのあるものとするための、プロジェクトを設定する準備を進めています。 

３．保育園の安全向上のための見直しと対策を、防犯・防災両面から行っています。 

４．課題点を次年度の取り組みにつなげます。 

 

 

 


