
基本情報 

 

 

施設名 キッズパオ三ツ境あおぞら園 

所在地 横浜市瀬谷区二ツ橋町 309-1 

電話番号 045-442-7048 

評価年度 平成 29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 29年 10月 4日～ 

平成 29年 10月 20日 

ミーティングにて説明し、配付。 

期日を設けて回収した。 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 29年 12月 25日 

平成 29年 12月 26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。乳児、幼児の食事の観察を行い、保

育環境、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 29年 9月 19日～ 

平成 29年 10月 13日 

ポストへの投函をしていただいた。 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 29年 12月 25日 

平成 29年 12月 26日 

0歳～5歳児対象に 1日の生活を通して観察を行い、散歩に同行

し、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  キッズパオ三ツ境あおぞら園 

経営主体(法人等)  株式会社 マミーズファミリー 

対象サービス  保育所 

事業所住所等  〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町 309-1 

設立年月日  平成 23年 4月 1日 

評価機関名  株式会社 R-CORPORATION 

 

総合評価 

●キッズパオ三ツ境あおぞら園の立地・概要 

●キッズパオ三ツ境あおぞら園は、相鉄線三ツ境駅から徒歩で10分程度、厚木街道に面した商

業施設(ｅモール)の１階部分にあります。この辺りは瀬谷区の中心地域で、近くに瀬谷区役所、

瀬谷警察署、瀬谷消防署が位置する官庁所在地であると共に、三ツ境駅前の商業地域や、住宅

街が密集し、活気のある地域です。また、同敷地内のｅモールは、商店や飲食店が入店する商

業施設であり、広い駐車場を完備し、市民生活の台所的存在となっています。キッズパオ三ツ

境あおぞら園は、ｅモールの１階部分とはいえ、商業部分とは離れており、子どもの保育・遊

ぶ環境に適した場所に位置し、園舎は独立性の高い鉄骨造りの建物であり、プール遊びができ

る園庭と、砂場、あずま屋のある土の園庭を有しています。利便性、駅近くにある保育園とし

て、利用する保護者に喜ばれています。 

 

●キッズパオ三ツ境あおぞら園は、愛媛に本社を持つ株式会社マミーズファミリー（以下、法

人という）の経営であり、東京都に4園、愛媛県に2園、神奈川県に2園の認可・認証保育園を運

営し、院内・事業所内保育園、ベビーシッターの事業も展開しています。キッズパオ三ツ境あ

おぞら園は、平成23年4月1日に設立し、現在、在籍児童57名（定員60名）の保育を実施して

います。園舎内は、厚木街道に面した1階玄関を入ると正面に事務室を設け、玄関左側に、

0歳児保育室があり、並び奥に2歳児保育室、1歳児保育室が設けられています。玄関右側に

は、大きな部屋に3歳～5歳児の年齢ごとの保育室を設け、日常的に異年齢で交流が図られ

ています。園では、法人の保育理念である「子どもにとって「生活」そのものが教育です。」、

「子どもは「遊び」そのものが教育です。」に沿い、職員一人一人が保育環境の1つである

とし、心を込めて保育にあたっています。 

 

 

 



●キッズパオ三ツ境あおぞら園の保育の方針 

キッズパオ三ツ境あおぞら園は、保育の方針について、「乳児期」と「幼児期」に分けて捉えて

います。乳児期には、「基本的信頼感」を育み、幼児期は、基本的生活習慣を身につける「自立」、

人間力を養っていく「自律」を育み、乳・幼児期と人生を通して「自己肯定感」の確立をねら

い、人間として生きていくための土台作りを目指しています。また、これらの保育方針を実践

するために「8つの約束」を宣言し、子ども一人一人の気持ちと発達を考慮しながら、子どもた

ちが、「見る」・「聞く」・「触る」・「味わう」・「嗅ぐ」の五感での実体験を尊重した保育を行い、

様々な人や物と出会い、触れ合うことで、子どもの感性と探求する心を育む保育を実践してい

ます。 

 

≪優れている点≫ 

１．【子どもの自主性を尊重した保育】 

 

法人では、理念に「子どもにとって「生活」、「遊び」そのものが教育である」と掲げてい

ます。キッズパオ三ツ境あおぞら園では、一人一人の子どもの気持ちや発達状況に考慮し

ながら、環境設定保育を実施し、コーナーを設け、玩具、文具、教材を設置し、子どもの好

奇心を引き出す環境を整え、子ども自らがやりたい遊びや活動が、子どもが主体的に取り組め

るよう支援しています。戸外遊びでも、泥んこ遊び、運動遊び、虫捕りなど積極的に楽し

み、子どもがのびのびと主体的に興味を持ったことに夢中になれる環境を整える等、キッ

ズパオ三ツ境あおぞら園の取り組みの良い点です。 

２．【本物志向の保育】 

 

キッズパオ三ツ境あおぞら園では、「本物」を体感することに力を入れ、年間行事として組

み込んでいます。虫の声を聴く会(9月)、クリスマス会(12月)等の行事では、電子音やテー

プから流れる音ではなく、園外活動で公園等に行き、本物の虫の音色に耳を澄まし、保育

士が図鑑等で虫の姿を見せながら名前を覚える等、五感を体感しています。また、楽器演

奏者を園に招き、子どもたちの目の前で生演奏を聞き、体感することにより、子どもの感

性、情緒を育んでいます。  



３．【職員の資質向上のためのキャリアアップ制度】 

 

法人では、独自の「キャリアパスプラン」を導入しています。資格のグレード S（初級）、

グレード T（中級）、グレード L（上級）の三つの段階に分け、グレード S は、自分で考え

て行動するレベルとして、子どもを支援する業務。グレード T は、聴く力・理解する力を

備えているレベルとし、仲間を支援する業務。グレード L は、意欲を高める力・問題解決

力があるレベルと位置づけ、チームを支援する業務としています。これらのグレードの資

格要件は、業務内容とその経験期間、受けた研修内容、昇格試験、上司の推薦等によって

決められ、職員のモチベーションにつなげています。職員は、研修に参加をする心得とし

て、「研修の成果を職場で生かす」ではなく、「職場で生かすために研修に行く」という認

識を持って研鑚しています。 

 

≪さらなる期待がされる点≫ 

１． 【地域との交流】 

 

キッズパオ三ツ境あおぞら園は、商業施設内の環境下にあるため、近隣は民家が少なく、

日頃から地域の方たちとの交流が希薄になりがちになってしまう点が挙げられます。eモー

ルに入っている商店や飲食店とは、合同で避難訓練を行う等、交流を図っていますが、地

域との交流とは異なってくるので、園では、この課題を解決するためにも、積極的に園外

の行事、「瀬谷っ子まつり」や、瀬谷区地域子育て支援拠点「にこてらす」に積極的に参加

し、地域の方の子育て相談や福祉関係者、施設との交流を図っています。今後は、園が入

っているeモール組合と協働を図り、eモールのイベントスペースを活用して地域に向けた

行事等を計画して開催する等、地域の方との交流機会が増えることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市福祉サービス第三者評価結果 

 

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

援機能 領域Ⅳ 開かれた運営  領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上  領域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 評価の理由(コメント) 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と 

保育計画等の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●キッズパオ三ツ境あおぞら園では、法人の保育理念である、「子

どもにとって『生活』そのものが教育です。」、「子どもは『遊び』

そのものが教育です。」に沿い、保育方針に、「感性を育てる」・「本

物志向」・「与える教育より引き出す教育を」・「自律的な成長を促

すために」とし、子ども一人一人の気持ちと発達を考慮しながら、

子どもたちが、「見る」・「聞く」・「触る」・「味わう」・「嗅ぐ」の

五感での実体験を尊重した保育を行い、様々な人や物と出会い、

触れ合うことで、子どもの感性と探求する心を育む保育を実践し

ています。職員への周知は、理念・ビジョン・行動指針等が網羅

された法人独自の「マミーズ手帳」を、入職時に配付すると共に、

毎朝の朝礼で理念・ビジョン・行動指針を１項目ずつ唱和し、確

認しています。また、年 2回、法人の代表から、マミーズファミ

リーの保育(保育理念、保育目標、保育方針)についての研修を受

けています。さらに、職員に対して、「お子さまへの 8 つのお約

束」と称した「8つの行動指針」を義務付け、保育の根幹として

日々、実践しています。 

●保育課程は、法人で統一された理念・ビジョン・行動指針に沿

い、子どもの最善の利益を第一義とし、地域性等を加味しながら

修正して策定しています。検討については、各種会議を通して全

職員に図り、意見を出し合っています。さらに、保育課程に基づ

き 0歳、1歳、2歳児および 3歳、4歳、5歳児の指導計画を策定

しています。保護者に対しては、個人面談、懇談会、保護者会の

キッズパオ三ツ境あおぞら園 

評価年度 29年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#0
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#1
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#2
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#2
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#3
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#4
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#5


機会に説明し、周知しています。子どもについては、年間指導計

画に基づいた月案、週案、当日の計画について、行動予定として

伝えるようにしています。 

 

●園では、「サービスのフレーム」（保育の枠組み）・「マミフェス

ト」の中で、社会性を育み、子どもからのアイディアを遊びに展

開し、また、日々の散歩や、園外保育で公共交通機関を利用した

活動も取り入れています。職員は、子どもの態度・表情等から子

どもの気持ちを汲み取るように努め、意見が言える子どもたちか

らは話を聴くようにし、自律的な成長を促すよう取り組んでいま

す。 

Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じ

た適切な援助の実施 

 

 

 

 

 

●入園に先立ち、保護者から児童票、家庭での保育方針、成育歴、

成長・健康の記録等を記入および提出してもらい、それらを基に

面接を実施し、保育に生かしています。園では、入園前に親子体

験保育（短縮保育）を 2日間行い、園生活が家庭との生活の延長

線上になるよう取り組んでいます。1日目は、母親に子どもと接

する保育士の様子を見てもらいながら質疑応答等ができる機会

を設け、2日目に、保育士が行うオムツ交換や食事等を実際に見

てもらっています。園での生活が、子どもにとって普段の家庭で

の接し方と変わらないようにすることや、母親が園生活を体験す

る機会とし、必要に応じて期間の延長も行っています。 

●保育士の配置は、0 歳児では子ども三人に保育士一人、1 歳児

では子ども四人に保育士一人とし、子どもの担当職員も決めてい

ます。保護者との連絡については、「パオ日記」（連絡ノート）を

活用し、園での様子、家庭での様子について情報交換を密に行っ

ています。在園児への配慮では、マミーズファミリーの全保育園

では保育士の持ち上がりを原則とし、複数の保育士がいる場合は

一人は持ち上がりとして配置するよう配慮しています。 

●指導計画の期の途中見直しについては、0 歳、1 歳、2 歳児は

クラス会議を行い、3 歳、4 歳、5 歳児は幼児会議で話し合い、

内容を職員会議で報告し、職員間で共有しています。期末の職員

会議では、年間の振り返りを行い、全職員で評価・見直しを実施

し、次年度の指導計画を作成しています。また、クラス懇談会（年

1 回）、保護者会（年 2 回）による意見も参考にし、次年度の指

導計画につなげています。3月中頃には、クラス担当の内示を行

っています。 



Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

 

 

 

 

 

●施設環境については、開園時、昼食時、午睡後、おやつ時等の

節目に清掃を行い、清潔を保っています。保育室は南向きで明る

く、大きな窓から陽が注ぎ、十分な明るさを確保し、夏には朝顔

のグリーンカーテンで遮光する等、工夫しています。また、保育

室は 24 時間の換気に加え、適宜、窓を開けて自然喚起を行い、

午前・午後に温湿度を記録して管理を行う等、快適な環境を提供

しています。 

 

●沐浴設備は、0歳児室に設定し、温水シャワーも設備し、いつ

でも利用できるようにして子どもの体の清潔を保持しています。

幼児は、園庭遊びや園外保育で川遊びやどろんこ遊び等をした後

にシャワーを活用して身体を清潔に保っています。沐浴・温水シ

ャワー等の設備は、使用後は必ず、清掃・消毒を行い、衛生管理

を行っています。 

●保育室は、低年齢児に限らず柵、整理箱、コット（簡易ベッド）

等でコーナーを設置し、小集団保育が行われるよう工夫していま

す。遊び、寝食の場所は区別して衛生面にも配慮しています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに 

個別に対応する努力 

 

 

 

 

●0 歳～3 歳児までは毎月、個人別指導計画を策定し、配慮を要

する子どもにも個人別指導計画を作成しています。子どもの様子

については、毎月、子どもの成長発達記録を、記録しています。 

●個別指導計画の見直しについては、子どもの発達状況に応じて

随時行い、幼児についても、家庭と連携を図りながら、個々の指

針に沿った見直しを行っています。作成した個別指導計画、個人

それぞれの指針は、保護者に説明を行い、情報を共有しています。

例えば、スプーンの握りは、げんこつ握りから始めて鉛筆握り、

スプーン握り等、段階を踏んで移行しています。 

●子どもや家庭の個別の状況、入園後の子どもの成長発達記録

は、児童票に記載し、特記事項を一覧表にして職員会議で共有し、

保育に生かしています。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する 

子どもへの取り組み 

 

 

 

●特に配慮を要する子どもについては、会議でカンファレンスを

行い、全職員に周知し、情報を共有しています。横浜市西部地域

療育センターから年 1～2 回の巡回により、相談・助言を受け、

会議で報告および情報を共有し、保育に生かしています。また、

子どもの状況、成長発達、配慮を要する事項等の記録は、児童票

に記載してファイリングを行い、必要時に確認ができるようにし

ています。 



 

 

 

●障害児保育のための環境整備では、開園して 6年間、障害児の

受け入れ実績はありませんが、バリアフリーを導入して、障害児

保育のための環境整備を整えています。 

●虐待の定義については、入職時に配付している「マミーズ手帳」

に詳細に明示し、職員に周知すると共に、園内研修を実施し、虐

待の定義について共通認識を図っています。また、登降園時に声

かけを行い、子どもと保護者の様子に留意し、着替え時等に視診

をしっかり行い、虐待の予防に努めています。必要に応じて、児

童相談所の活用、保健師との連携を視野に入れて体制を整えてい

ます。 

●食物アレルギー疾患のある子どもの除去食対応については、保

護者との連携を密にし、生活管理指導表を基に、除去食を提供し

ています。アレルギー児については、朝礼でメニューを伝達し、

職員間で声かけと確認を行っています。配膳では、ラップに除去

食材をマジックで書いて食器を覆い、黄色いトレイに乗せて区別

を明確にし、クラス担任が調理室から直接配膳しています。お代

わりの際は、調理士または調理職員から直接受け取る体制を整え

ています。 

●現在、外国籍の子どもは在園していませんが、文化の異なる子

どもに対して、外国の文化や生活習慣、考え方の違いを尊重し、

他の子どもたちにも文化や生活習慣の違いを理解できるよう説

明する体制を整えています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 

 

 

 

 

●要望や苦情については、重要事項説明書に「相談・要望窓口」

として法人の管理本部、「相談・要望受付担当者」として園の担

当責任者、および第三者委員を明示しています。保護者に向けた

アンケートは、○×式、記述式を時々変える等、意見が言いやす

いよう工夫し、意見等を把握する機会を設けています。 

●保護者からの要望や苦情は、事故（クレーム）報告書としてま

とめ、法人本部に報告すると共に、園で保管し、全職員に周知を

図り、再発防止に努めています。保護者から受けた苦情について

は、直接、解決策を示し、園全体に関する意見等は、全保護者に

周知するようにしています。 

 

 

 

 



 

評価領域 Ⅱ サービスの実施内容 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅱ-１ 保育内容［遊び］ 

 

 

 

 

 

 

●キッズパオ三ツ境あおぞら園では、法人の理念「遊び込める環

境づくり」に沿って、子どもが落ち着いて、好きな遊びができる

ように、コーナーを設け、子どもたちが設置された棚から玩具、

文具等を自由に選択し、主体的に活動ができるように配慮してい

ます。また、園内のスペースを考慮しながら、大きな遊具は保管

庫に保管して希望に応じて提供し、保育室には小さい遊具を用意

するようにしています。遊具は、年齢や季節、子どもの発達にふ

さわしい構成に配慮し、数か月に１回程度入れ替えを行っていま

す。 

 

●集団活動、一斉活動では、子どもの自由な発想を受け止めなが

ら、一緒に遊ぶ楽しさや、ルールを守る等、社会性を育んでいま

す。表現活動では、子どもの年齢や発達状況に合わせて、保育士

が弾くキーボードに合わせて歌い、自由に体を動かしたり、自由

帳、クレヨン、色鉛筆、折り紙、ぬり絵等で自由に表現する機会

を設け、素材（トイレットペーパーの芯、包装用のリボン、粘土

等）や糊、ハサミ、テープ等を用意して、自由に製作ができる環

境を整えています。また、ドッジボール、椅子取りゲーム、トン

トントン（手遊び・歌遊び）、はないちもんめ等を、みんなで一

緒に楽しく遊び、ルールを守って遊ぶ大切さも伝えています。行

事でのクリスマス会では、子どもが選んだダンス、劇等を、年度

に応じて子どもの好きな演目を行っています。 

 

●動植物の飼育や栽培の取り組みでは、散歩時や、園外活動で捕

まえたカブト虫やザリガニ、カマキリ、バッタ等を園に持ち帰っ

て育て、玄関ホールで飼育しているカメやメダカの成長を観察し

ながら、命の尊さについて学んでいます。栽培では、朝顔を栽培

し、グリーンカーテンを作り、水やりをしながら生長の観察を行

い、日常の中で得られる体験を大切にしています。散歩時には、

地域の大人や子どもたちと出会った際には率先して挨拶を行っ

ています。 

 



●子ども同士のケンカの場合は、保育士は、ケガにつながらない

よう見守り、介入のタイミングを見極めながら、子どもたちが互

いに言葉で気持ちを伝えながら解決できるよう、年齢に応じた援

助を行っています。保育士は、子どもに温かい態度・言葉遣いで

接するように心がけ、園長、他職員がフォローしながら統一した

対応に努めています。 

●園では、3 歳～5 歳児の保育室は縦割りになっていますが、ク

ラスごとに担任を配置し、異年齢同士のかかわりでは、遊びは 3

歳～5歳児の合同で行い、日常の生活は各クラスの担任が担当し

ています。年上の子どもが年下の子どもの世話や手伝いをする

等、思いやりを育む環境作りを行い、5歳児は 0歳児のミルクの

お世話をしに行く等、縦割り保育の良さを生かした保育が行われ

ています。 

●健康促進の取り組みでは、戸外活動の際には、紫外線対策、ア

レルギーへの対処として、帽子を着用し、家庭の希望に応じて日

焼け止めを持参してもらっています。皮膚の弱い子どもには、長

袖を着用して紫外線対策を行っています。天気の良い日は毎日戸

外活動を行い、散歩道中で新しい発見や自然に触れ合いながら、

公園で思いっきり体を動かして健康促進に力を入れています。園

内活動では、コットやマットを組み合わせて上手く遊びに取り入

れ、運動能力を高めると共に、楽しく遊べるよう取り組んでいま

す。 

Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

 

 

 

 

 

●食事については、子どもの成長のために最も重要な要素と捉

え、法人本部で作成された献立表を基に調理を行い、子ども一人

一人の食事量を把握し、盛り付けは少なめにして完食の達成感を

味わえるようにしています。また、園長が残食状況を確認して、

量の増減を図り、無理なく食事ができるように配慮しています。

偏食については、無理強いすることはせず、保育士が優しく声か

けをしながら見守っています。また、保育士と一緒に楽しく食事

を摂ることで、食事に興味が持てるようにしています。 

●乳児の授乳では、保育士が抱っこをして、やさしく声をかけな

がら 1対 1で授乳するようにしています。離乳食は原則、6か月

から開始し、「離乳食に関するマニュアル」に沿って家庭と連携

しながら、子どものペースを尊重して進めています。 

 

 



●食への関心が持てるよう、園庭でナスやきゅうりの栽培を行

い、調理体験につなげ、紙芝居からも食材が種から発芽して生長

する話を読み聞かせ、興味を促しています。園では、2歳児から

下膳を始め、5歳児は当番活動として食事の盛り付けを行う等、

食への興味・関心が持てるよう取り組んでいます。保護者に対し

ては、「パオだより」に旬の食材を掲載し、献立表にも季節の食

材の紹介を行い、家庭での食育につなげています。 

●食事については、食事の際は、クラスごとに少人数のグループ

に分かれて給食を摂り、会話をしながら楽しく食事ができるよう

に工夫しています。食器は、法人の地、愛媛県の砥部焼の陶器を

使用し、年齢に合わせて 3種類の器を準備し、箸も年齢に応じた

長さの異なる 3種類を用意しています。 

●園の調理室は、保育室内が見えるように設計されており、調理

職員は、毎日、食事状況や食べている子どもの顔を観察し、残食

状況の記録を行い、調理に反映させる等、改善につなげています。

記録等は、法人の栄養士に報告をしています。 

●献立表は、前月の 20 日頃に保護者に配付し、行事食の作り方

等も掲載し、家庭での食育につなげています。また、親子体験保

育や、行事食の際に保護者も一緒に食べる機会を設け、園の食事

の味や食育の取り組みへの理解を促しています。 

●午睡では、眠れない子どもや眠くない子どもについては、無理

強いをせず、保育士が傍で背中をトントンしたり、体を休められ

るように配慮し、静かな遊びや早めに園庭に出る時間を設ける

等、他の子どもの睡眠の妨げにならないよう対応しています。睡

眠にはコットを使用し、寝食を分け、ゆっくり安心して眠れる環

境作りをしています。SIDS(乳幼児突然死症候群)の対応につい

ては、タイマーで時間を計り、0歳児は 5分、1歳児は 10分ごと

に呼吸の確認を行い、2歳児以上は見守りで対応しています。年

長児の午睡は、年明けから就学に向けた環境作りに取り組んでい

ます。 

 

●トイレットトレーニングについては、個人差を尊重し、保護者

と連携しながら、家庭での状況を踏まえて進めています。失敗し

た際は、子どもの羞恥心に配慮し、優しい言葉がけを行い、シャ

ワーを活用する等、気持ち良く過ごせるようにしています。 

 



Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［健康管理］ 

 

 

 

 

 

●健康管理については、「マミーズ手帳」の中に「健康管理に関

するマニュアル」が網羅されており、保育士は入社ガイダンスで

教育を受け、入職後も「マミーズ手帳」を常に携帯し、子どもの

健康状態を確認する際に活用しています。既往歴については、入

園児の健康記録を基に把握しています。 

●玄関に設置されている出欠状況、登園、お迎え状況の確認に利

用しているタッチパネルのディスプレイは、本来は子どもカルテ

システム（症例ケアシステム）でもあり、個人の健康記録（既往

症含む）が閲覧でき、保育に活用しています。また、健康管理表

を使用し、感染症の流行に応じて検温時間を決めて実施し、こま

めに子どもの体調管理ができるようにしています。 

●園内で急な体調不調やケガが発生した場合や、子どもに変化が

生じた場合は、様子を見た上で速やかに保護者に電話していま

す。必要に応じて、嘱託医やかかりつけ医に相談を行い、受診す

る医療施設を明確にして必ず、保護者に連絡するようにしていま

す。 

●歯磨きは、2 歳児の後半から開始し、3 歳児以上は食後に日課

としています。3歳児未満を含めて、全ての児童が食事の前後に

ほうじ玄米茶を飲むことで口内に食べ物が残らないよう配慮し

ています。また、一人一人の健康診断、歯科検診結果については、

記録に残すと共に、保護者に速やかに伝えています。 

●感染症に関しては、「マミーズ手帳」の中に「感染症に関する

マニュアル」が網羅されており、さらに、「感染症予防対応対策

マニュアル」を整備し、感染症の状況別に消毒方法等が詳細に記

載されています。さらに、「体調不調時の保育ガイドライン」に

沿って入園時に保護者へ説明し、登園時等の体調の基準を明確に

しています。保育中に感染症が発症した際には、保護者へ速やか

に連絡していますが、保護者と連絡が取れずに止むを得ない場合

は、通院の対処をすることもあります。 

●感染症が発生した時は、ホワイトボードに明示して園全体で情

報を共有し、電話・メール等で保護者へ速やかに情報を提供して

います。最新の感染症状況も職員全体で共有するようにし、予防

を喚起しています。 



Ⅱ―２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［衛生管理］ 

 
 

●衛生管理については、「マミーズ手帳」の中に「衛生管理に関

するマニュアル」を網羅し、職員は入社ガイダンスで教育を受け、

入社後は「マミーズ手帳」を常備する他、「衛生管理マニュアル」

も整備し、「調理室運営のマニュアル」を中心として活用し、園

内の衛生に留意しています。 

●清掃は、開、閉園時にチックリストに沿って行い、園長が最終

チェックを行い、園内の衛生管理に努めています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・ 

安全管理［安全管理］ 

 

 

 

 

 

 

●安全管理では、ロッカーや棚を突っ張り棒で支え、転倒防止の

対策を講じています。また、地震や火災を想定した訓練は月１回

実施しており、想定の内容はミーティングで話し合い、詳細にイ

メージを設定して進めています。「マミーズ手帳」の中に「事故

や災害に関するマニュアル」も明記されており、保育士は「マミ

ーズ手帳」を常備して確認しています。 

●緊急連絡網については、保護者の連絡一覧を整備し、保護者全

員のメールアドレスも登録し、連絡メールで知らせる体制を確立

しています。また、連絡メールや連絡網を活用した訓練も実施し、

ハザードマップでは避難場所を確認しています。 

●保育士は、救急救命法の研修に積極的に参加し、半数以上が救

急救命法を身に付けています。また、小児救急インストラクター

の研修にも参加し、伝達研修を園内で行い、情報共有を図ってい

ます。 

●緊急連絡網、通報要領等を明確化し、救急対応表（レベルⅠ：

重い～レベルⅣ：軽い）に沿って適切に対応しています。また、

事故が発生した場合は、事故（クレーム）報告書に記録し、報告

書を分析・検討し、改善策に取り組んでいます。ヒヤリハットに

ついても同様に検討し、再発防止に努めています。 

●不審者対応訓練については、年１回実施し、玄関はテンキーに

よる電子ロックを採用しています。不審者対策では、警備保障会

社と契約しており、保育士は園外保育時も持ち歩ける発信装置を

携帯しています。不審者情報については、警察書や区役所等から

情報を入手しています。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

 

 

●子どもに対して、急かしたり強制したりせず、穏やかにわかり 

やすい言葉で話すよう、「マミーズ手帳」、「未来手帳」に記 

載されており、保育士同士相互に注意し合いながら丁寧な声かけ 

で接しています。また、「マミーズ手帳」、「未来手帳」には、 

「子どもの人権に関する項目、人権に沿った保育について」を明 



 

 

 

 

示し、保育士は入社ガイダンスで教育を受け、入社後も「マミー 

ズ手帳」を基に研鑚しています。毎年、法人代表が園を巡回 

して理念や保育方針を含めたマミーズファミリーが目指すもの 

について職員に話し、理解を深めています。 

●自尊心を傷つけるような保育は行わず、子どもに対して『お子 

さまへの８つのお約束』という行動指針を基に、日々の目標とし 

て園全体で取り組んでいます。 

●友達や保育士の視線を意識せず一人で過ごせる場所として、 

保育室の中には人の視線を意識せず過ごせる場所は多く設けて 

います。子どもに威圧感を与えず 1 対 1 で話し合える場所、他の 

子どもからプライバシーを守れる場所としても事務室を利用し 

ています。保護者の相談等では、空いている保育室を用意し、プ 

ライバシーにも配慮しています。 

●守秘義務について、保育士は入社ガイダンスで守秘義務の意義 

や目的について教育を受け、また、個人情報の取り扱いについて 

は、「マミーズ手帳」にガイドラインが記載されており、保 

育士は誓約書を園に提出しています。ボランティア・実習生につ 

いては、受け入れ時にオリエンテーションを行い、個人情報やプ 

ライバシーに関する守秘を約束しています。 

●写真の掲載（ホームペ－ジなど）については、入園時に保護者 

に使用目的について明確な説明を行った後に同意を得、承諾を 

得た方のみ写真の掲載をしています。また、個人情報に関する記 

録は、施錠できる場所に保管・管理を徹底しています。 

●性差に関する配慮では、平等に活動できるよう活動内容を考慮 

し、固定観念は持たず、遊びや行事の役割、持ち物、服装等で 

性別による区別は行わず、順番や、グループ分け、整列等も分け 

ることはしていません。また、父親・母親の役割を固定的に捉え 

た話し方や表現はしないようにしています。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

 

 

 

 

 

●3月に入園の説明会を実施し、親子体験保育（短縮保育）を 2 

日間実施した後、保護者全体会議の中で保育の基本方針を説明し 

ています。入園時には「ご利用のしおり」に沿って保育方針を説 

明し、理解を促しています。また、保護者に向けたアンケートの 

実施を園行事の他、年 2回、園の方針の理解等を中心にしたアン 

ケートを実施し、保護者の意見を聞いています。さらに、毎月の 

パオだよりの発行や、日々の「パオ日誌」でも方針について周知 

し、全体会や懇談会、親子行事でも伝えるようにしています。 



●その日の保育の様子は、送迎時に「パオ日記」に詳しく記載し

て保護者に渡しています。保護者との連絡は、基本的には「パオ

日誌」を活用していますが、パオだよりにも園での子ども一人一

人の様子を掲載し、自分の子どもだけでなく他の子どもの成長も

一緒に喜べるようにする等、園の良い点です。 

●保護者からの意見等は、個別面談（年 1回および随時）や全体

会、懇談会、親子行事、保護者会（5 月、2 月）等を通して聞く

機会を設けています。また、保護者から相談がある場合は、相談

のできる時間を設け、相談を受けた保育士は適切な対応に努め、

内容を記録し、継続的にフォローを心がけています。 

●園の情報は、パオだよりを毎月発行し、園外保育については掲

示して保護者に知らせています。また、保育内容やその目的につ

いてわかりやすく説明するように努めています。 

●保護者へ年間行事予定は予め日時を知らせ、保護者が参加しや

すいよう配慮しています。行事の際は、園での普段の子どもの様

子がわかるように写真を掲載する等、工夫して伝えています。個

別にはアルバムにして保護者に渡しています。また、保育参観は

期間を定め、参加の日程は保護者からの申告制にして参加しやす

いよう配慮し、参観後は保護者会を開催して意見を聞いていま

す。保護者会は議事録を作成し、資料と共に配付し、出席できな

かった保護者へも議事録、資料を渡しています。 

●保護者の要望等については、園の場所の提供や、卒園に際した

謝恩会について相談があれば相談に応じ、出席依頼があれば職員

が参加するようにしています。 

 

 

評価領域 Ⅲ 地域支援機能評価領域  

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた 

子育て支援サービスの提供 

 

 

●地域住民との交流としては、消火訓練等地域行事への参加、店

舗（ｅモール内にある）との交流があり、ｅモール事務局とも連

携を図っています。瀬谷区とは常に情報交換を行い、瀬谷区の園

長会議に参加し、地域のニーズを把握しています。また、園見学

者に対する相談を受け付け、年１回の「瀬谷っ子まつり」に保育

士を派遣して地域の子育て親子の相談に応じています。 

 



 

 

●関係機関との交流では、「にこてらす」（福祉に関する地域活動

センター）には瀬谷区社会福祉協議会も参加し、関係施設と交流

を持ち、その他、地域幼保小連絡会、担当会議に出席し、福祉ニ

ーズの情報収集を行っています。 

●地域の子育てを支援するための園のサービスとしては、入園前

の相談、プール遊びへの参加、一時保育を実施しています。 

Ⅲ－2 保育園の専門性を活かし

た相談機能 

 

 

 

 

 

●育児相談については、入園者や園見学者、プール遊び等を利用

する方を対象に行っていますが、定期的な実施までには至ってい

ませんので、今後、検討が望まれます。園の行事案内やお知らせ

については、瀬谷区役所にチラシを置き、ｅモール内のテナント

にポスティングを行う他、ホームページでも情報提供を行ってい

ます。 

●必要な関係機関・地域の団体等のリストは、瀬谷区から情報提

供を受け、保管して活用しています。園長会議、地域幼保小連絡

会の会員、瀬谷区役所・消防署・警察等と連携を図り、特に、瀬

谷区役所とは「瀬谷っ子まつり」での協働や、定員に空きができ

た時には瀬谷区役所に情報を提供し、連携しています。関係機関

との連絡担当は園長とし、担当の順位では、園長、事務員、クラ

スリーダーを定め、園長が不在の際も連絡ができる体制を整備し

ています。 

 

評価領域 Ⅳ 開かれた運営 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミ

ュニティへの働きかけ 

 
 

●定期的に「瀬谷っ子まつり」に参加する他、園のプール遊びの

提供や、ドキュメンタリー映画「うまれる」の自主上映会を開催

して地域に案内を行う等、地域の方たちと交流を図り、園の理解

につなげています。また、敷地内のｅモール施設の方たちと挨拶

を交わし、施設の一部を使用させてもらう等、かかわりを持ち、

避難訓練ではｅモールのテナントとして一緒に実施し、協力体制

を築いています。 

●地域の文化・レクリエーション施設等の活用については、図書

館や、ログハウス、地域の体育施設等を利用し、地域の小学校や、

横浜市立の保育園の施設を活用させてもらうなど、交流を図って

います。近くの小学校とは社会見学の授業等で親交を深めていま

す。また、地域ケアプラザやデイサービスへの訪問、消防の出初



式見学や災害体験活動への参加、「にこてらす」（福祉に関する地

域活動センター）で行われる地震体験等にも参加しています。ハ

ロウインでは、高齢者施設に出向いて利用者にお菓子を配って交

流し、高齢者に喜ばれています。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する 

情報提供 

 
 

●園の情報の提供では、園のパンフレット、瀬谷区のホームペー

ジ、広報誌、法人のホームページ、横浜市のホームページ「ヨコ

ハマはぴねすぽっと」、福祉ナビ等に情報提供を行っています。 

●外部への情報提供では、求人情報誌、電子媒体等の取材に応じ、

情報を掲載しています。 

●見学者や電話による問い合わせについては、随時、受け付け、

丁寧な応対に努め、いつでも園見学ができることを案内していま

す。園見学者へは積極的にサービス内容の詳細、料金、職員体制

等、必要な情報を提供し、利用希望者には見学日を都合に合わせ、

柔軟に対応し、全保育士が対応できる体制を整えています。 

Ⅳ―３ ボランティア・ 

実習の受け入れ 

 
 

●ボランティアや職業体験の受け入れについては、担当職員を決 

め、オリエンテーションを行い、個人情報や守秘義務、園の基本 

的考え方・方針を伝え、理解を促しています。 

●実習生の受け入れでは、事前にオリエンテーションを行い、個

人情報や守秘義務、園の基本的考え方・方針について説明してい

ます。保護者に対しては掲示して周知しています。実習では、実

習目的に応じて実習プログラムを作成し、カリキュラムに沿って

実施しています。その際、先輩保育士と話し合う機会を設け、社

会人としてのスキルを体得するカリキュラムも導入しています。

研修中日と最終日には実習生の感想や意見を聞き、園運営の参考

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 評価の理由(コメント) 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

 
 

●必要な人材の採用については、スタッフの卒業校、地方大学へ

のアプローチ、郵便、チラシ等の活用や、ハローワークも利用し

て人材の確保に努めています。 

●人材育成の取り組みでは、法人独自のキャリアパスシステムで

育成を行い、「成長対話シート」により自己の成長のために何を

するのか、現状の分析を行う仕組みを取り入れ、昇格における「S

（初級）・T（中級）・L（上級）」の要件を明確化し、法人独自の

「サポートしたよシート・25 ステップ」を活用して自己評価を

行う等、人材育成のための仕組みを構築し、力を入れて取り組ん

でいます。 

●園では、法人の年間研修計画に沿って園内研修を作成し、定期

的に実施しています。正規職員・非常勤職員問わず、各研修の参

加を奨励すると共に、各職員は必要な研修に積極的に参加して研

鑚を図っています。研修は人材育成のキャリアパスシステムにお

ける資格要件になっており、理念・方針の共有を図るための研修

も年 2回参加して理解を深めています。研修に参加をする心得と

して、職員は「研修の成果を職場で生かす」ではなく、「職場で

生かすために研修に行く」という認識を持ち、資質向上に取り組

んでいます。 

●保育の体制については、正規職員と非常勤職員の組み合わせで

行い、非常勤職員も正規職員と同様に「マミーズ手帳」を携帯し、

標準化に努めています。非常勤職員の指導は、3 か月間 OJT 担

当者（バディ）を決めて教育を行っています。また、職員間でコ

ミュニケーションを図り、円滑な業務に努めています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

 
 

●人材育成システム、昇格における各クラス「Ｓ（初級）・Ｔ（中

級）・Ｌ（上級）」の資格要件の業務の仕方、経験期間、研修受講

の種類、昇格試験、上司の推薦等について周知し、職員の資質向

上につなげています。 

●保育課程を基に、月間指導計画、週案・日案を作成して日々の

保育にあたり、各指導計画はその都度、振り返りを行い、次の計

画に反映しています。年間指導計画は年度末に、保護者に配付し

ています。 

●自己評価については、今年度、第三者評価を受審して取り組み



ましたが、毎年、自己評価は法人でマミフェストとして展開して

います。また、保育所の自己評価は保育士の自己評価と連動して

実施しています。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

 
 

●園では、保育士の役割、期待水準について、正規職員は昇格に

応じて順次適用し、各自のスキルアップにつなげる研修や試験等

を用意してモチベーションにつなげています。権限の委譲につい

ては、職員が自主的に判断できるように、職務ごとに担当者を定

め、可能な限り権限を委譲し、責任の自覚を促しています。 

●業務改善の提案については、現場のミーティングで挙がった案

件を園長会議に諮っています。また、法人では、全職員に対して、

アンケ―トを年 4回実施し、アンケート結果については、法人で

集計して意見・意向等を把握し、検討を図り、園にフィードバッ

クしています。 

●園長は、年２回、各職員と「成長対話」（面接）を行い、個人

の目標等を確認し、業務状況、意向、満足度等も把握し、より良

い職場環境作りに努めています。 

 

評価領域 Ⅵ 経営管理 

 

評価分類 評価の理由(コメント) 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

 
 

●保育士としての規範・倫理等は就業規則にまとめ、「社員ハン

ドブック」として職員に配付し、職員は都度、確認するようにし

ています。経営状況および運営状況については、社員総会や法人

ホームページにて情報を開示しています。リスクマネジメントに

関しては、理念・方針の研修の際に、他施設で発生した不正、不

適切な事案を題材に取り上げ、職員に啓発しています。 

●環境整備では、横浜市 3R 夢に沿い、ゴミ減量化とリサイクル

を心がけ、「掃除道講座」（一般財団法人日本そうじ協会主催）に

参加し、環境設計、良い習慣作りの技術等を習得し、園内の整理・

整頓・清掃・清潔に学びを生かし、徹底的に取り組んでいます。

また、裏紙や廃材等を保育に活用してリサイクルに努めていま

す。環境への配慮では、節水、節電を心がけると共に、熱遮断と

して朝顔のグリーンカーテンに取り組み、緑化の推進活動も行っ

ています。さらに、「未来手帳」のサービスフレームに、「整理・

整頓・ゴミを出さない」、「社会に貢献する」ことが明文化され、

職員は実践しています。 



Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 
 

●園の理念・基本方針は、毎朝、朝礼で唱和し、物事を進める時

に、原点に立ち戻れるよう心得としています。また、「マミーズ

手帳」にも明文化されており、全職員に配付し、周知しています。 

●重要な意思決定については、職員および保護者に目的・決定（変

更）理由・経過等を十分に説明し、保護者アンケートを活用して

保護者の「声」を確認し、法人本部、職員と検討して進めていま

す。 

●スーパーバイズのできる主任クラス（現在空席で園長が兼務）

は、人事において「中級格（グレード T）」と捉え、その育成プ

ログラムを実施しています。スキルを身に付けるための研修を開

催し、育成に努めています。主任は１名配置（現在空席、園長が

兼務、採用活動中）し、フリーの立場として保育士の能力や経験

に合わせた的確な助言や指導を行い、職員の心身に配慮し、園運

営の円滑な役割として尽力しています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 

 

 

 

 

 
 

●子育て支援法等、新しい法律や情報の収集・分析を行い、重要

な情報は、法人幹部会議、法人系列園長会議、サポーター会議等

で共有しています。また、改善課題については、方針として示し、

提示して共有し、園全体で改善に努めています。 

●中・長期的な事業の方向性は、法人の「マミフェスト 2017」

に示しています。マミフェストにある会社の経営理念やビジョ

ン・ミッションを基に、保育課程を作成すると共に、サービスの

フレームとして「正確・安全・清潔」を軸とした『欠陥が無い』

部分と、「一人一人を大切にする・本物志向・ひき出す・心くば

り」を軸とした『お客様に選ばれる理由がある』の部分を明確に

し、その両面から特に深める部分を抽出し、計画を立て、運営に

力を注いでいます。「マミーズ手帳」、「未来手帳」は毎年改定さ

れ、運営やサービスプロセスについて、新たな仕組みは常に検討

し、新しい遊びなども検討して取り入れています。 

●キャリアパスプラン（階層別教育）により、計画的に幹部職員

を後継者の育成に努めています。また、法人では、コンサルティ

ング会社 2社、社会労務士等と契約し、意見・助言を受け、より

良い園運営に生かし、尽力しています。 

 

 

 

 



29年度 福祉サービス第三者評価 本人（園児）調査結果報告書 

 

キッズパオ三ツ境あおぞら園館アカデミー かみおおおか保育 

園㈱R-CORPORATION 

＊観察調査日 平成 29年 12月 25日・26日 

＊保育観察 保育園を調査者 2名で全クラスの視察、観察を行いました。朝の登園と園のカリキュラムに

沿って午前の保育観察（散歩）を行い、2 歳児については調査 2 日目の午睡明けの観察を行

いました。観察を通して、保育士のかかわり方、園児の様子、各年齢についての特徴を捉え

て記しています。 

 

■0歳～5歳の子どもの様子・保育の様子 

 

【登園の様子】 

 

●8 時 30 分前後に園玄関の脇から登園の様子を観察しました。お母さんと手をつないでく

る子どもや、お母さんにしがみ付きながら歩いて来る小さな子ども、自転車で登園する親

子、eモールの駐車場に車を止めてから登園してくる子どもたち、それぞれ子どもの表情は

明るく、園に来るのが楽しい気持ちが伝わります。園のエントランスには、温かい陽が差

し込み、調査訪問日は丁度、12月 25日のクリスマスの日でもあり、入り口には 2メートル

ぐらいの大きなクリスマスツリーがイルミネーションに彩られ、楽しい雰囲気で子どもた

ちを迎えていました。お父さん、お母さんと別れた後は、慣れた足取りで自分のクラスに

向かう子どもや、お母さんから離れようとしない子どもには、保育士が優しく声かけを行

い、安心をさせてから一緒にお母さんに「いってらっしゃい！」と言い見送っていました。

親子に配慮する保育士、お母さんが大好きな子ども、元気に嬉しくクラスの友達のところ

に走っていく子どもたちを観察することができました。 

 

＜0歳～1歳児＞ 

 

【散歩の様子】 

●調査訪問 1日目、午前中、0歳児と 1歳児で、「二ツ橋ウォークの遊歩道」への散歩に同

行しました。0歳児 2名、1歳児 11名の全 13名の子どもたちとお散歩に向かいます。0歳

児の 1名は乳母車に乗り、もう 1人は保育士と手をつないで歩きます。1歳児は、2名 1組

で手をつないで保育士を先頭に歩道を左側に寄りながらお行儀よく歩いています。交差点

では、「右を見て、左を見てから手を挙げて渡りましょう」と保育士の声で、子どもたちは

小さな顔を右、左に向けて確認し、小さな手を挙げて横断し、交通ルールをきちんと理解

しています。住宅街の道を進むと、二ツ橋ウォークに着き、遊歩道では、嬉しさですぐに



保育士の手を離して、駆け出す子どももいましたが、保育士が子どもの動きを止め、お話

しをしてから遊びに入りました。遊歩道の両側には、植栽があり、子どもたちは「ナンテ

ンの実！」と声を出し、発見した赤い実に喜んで子ども同士で見せ合いっこしていました。

遊歩道の終点は、相鉄線側道とその境界に車侵入防止とされたやや広い場所で休憩し、園

から持ってきたポットでお茶を飲みます。0歳児は、お茶を飲みながら「あ～」とおいしそ

うに満足気な声を出し、1歳児は「お茶～」、「もっとお茶～」等と保育士に言い、保育士は

子どもたちの傍について休息の時間を大切にしていました。時折電車が通り、子どもたち

は「電車、電車！」、「電車バイバイ～」と手を振り嬉しそうです。電車をもっと近くで見

たくて走っていく子どももいました。休憩後は、保育士からストローと小さな器にシャボ

ン玉液を入れて、一人一人に渡し、しゃぼん玉を始めました。子どもたちは思い思いに、

上に向かってしゃぼん玉を飛ばしたり、しゃぼん玉を掴みにいったり、大きなシャボン玉

ができた時はとても嬉しそうな表情を見せ、光によっていろいろな色や形に一喜一憂し、

シャポン玉を大いに楽しんだお散歩の一時でした。いっぱい楽しんだ後は園に戻り、手を

洗い、食事の時間を迎えました。 

 

＜2歳児＞ 

 

【午睡～午睡明け～おやつの時間】 

●午睡では、園ではコットを活用し、静かに快適な室温の中、一人一人ぐっすり眠ってい

ました。入眠時は、横になってすぐに寝る子どもや、中々寝付けなくて隣の子どもと遊ん

だりしている子どもは、保育士が傍に行って、静かな声で優しく声かけを行い、落ち着か

せると安心して眠りについていました。午睡後は、保育士が部屋の明かりを点け、「起きる

時間よ」と全体に促し、子どもたちは眠そうにしながらも起き上がり、一人一人はトイレ

に行き、ゆっくりしたテンポでも、日頃から保育士が教えていることを次に何をするかを

理解して行動していました。午睡、トイレ、その後は、おやつの時間です。洗面所で手を

洗い、自分の席に着いてテーブルにあるお手拭きで手を拭いた後は、保育士が子ども一人

一人に消毒液スプレーをかけて回り、最後の一人が終わるまでみんなは待っています。保

育士から「今日のおやつは五平餅でお味噌の味です」と紹介し、おやつがテーブルに揃う

と「手を合わせて下さい」の声に、子どもたちは手を合わせて元気な声で、「いただきます！」

と言い、おいしそうに食べ始めました。おやつの時間は、保育士が、「今日はどんな夢を見

たのかな？」と子どもに聞くと、「怪獣が怖かった」と答える等、会話を楽しみながらおや

つが進み、ごちそうさまをする前には、「今日食べたおやつは何の味でしたか？」と問いか

けると、子どもたちは一斉に「お味噌の味！」と答えていました。おやつの時間も保育士

と子どもが楽しくかかわりながら、時間での過ごし方もきちんと流れができており、子ど

もたちは楽しくおやつ時間を過ごしていました。 

 



＜3～5歳児＞ 

 

【散歩・公園遊び】 

●3歳～5歳児の保育室は合同となっており、散歩や公園遊びでは、各年齢 2組が外に出か

け、1組は保育室で遊ぶよう各クラスで工夫しています。訪問調査日では、3歳児（ほし組）

と 4歳児（つき組）が散歩に出かけ、5歳児（にじ組）は保育室で遊びを行う日となってお

り、3 歳、4 歳児の散歩に同行し、「瀬谷第二公園」まで一緒にお散歩を楽しみました。園

の玄関前で 3 歳児と 4 歳児が 2 列になり、二人 1 組で手をつなぎ、列の前後に保育士が付

いて、列の真ん中に調査者が入り、子どもの安全対策の一役を担いました。散歩道中の歩

道では、左側に寄り、車道側に 4 歳児、内側に 3 歳児が歩き、自転車が来ると保育士が声

をかけ、子どもたちの歩きを止め、自転車が通過してから確認をして歩き始めます。交差

点に差しかかった際は、保育士が先ず、信号確認と安全確認を行い、交通ルールを守り、

順に横断させ、信号が点滅し出すと渡るのを止めて子どもたちを待たせます。待っている

子どもたちは、待ち遠しい感じでしたが、信号が青になるまで保育士を見て静かに待って

いました。安全に公園に到着すると、保育士から「歩いてきたので、水分補給をしっかり

摂りましょう。」と促し、子どもたちは園から持参したポットで喉を潤し、また、「昨日は

雨が降っていたので地面の水たまりに注意して、人にぶつからないよう仲良く遊んでくだ

さい」と注意を受け、一斉に子どもたちが遊び始めました。特に決まったテーマで遊びは

せず、子ども一人一人が思いのまま、主体的に自由にのびのびと遊び、葉っぱを見つけた

り、虫を発見して子ども同士で「見せて、見せて」と言いながら様々な自然に触れ、公園

遊びを楽しんでいました。思いっきり体を動かした後は、園に戻り、5歳児の待つ保育室で

食事をおいしく食べていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【キッズパオ三ツ境あおぞら園 利用者アンケートの特徴】 

実施年度 / 評価項目手法 29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 45） 

有効回答数 24世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 53％ 

  

＊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「生活」についての項目が、

総体的に『満足』が高く、『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、中でも「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

等」については、「ほぼ満足」において 100％を得ています。『満足』の高い項目では、「あ

なたのお子さんが大切にされているかについて」であり、『満足』は 83％を得ています。ま

た、「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

ているか等について」、「あなたのお子さんが保育園生活を楽しんでいるか」の 3項目では、

『満足』では 79％を示しています。「ほぼ満足」として高い項目では、「基本的生活習慣の

自立に向けての取り組み」、「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等に

ついて」、「お子さんの体調への気配り」、「保護者からの相談事への対応」、「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」の 5 項目が、「ほぼ満足」100％を得ていま

す。また、「入園前の見学や説明など、園からの情報提供について」、「園の目標や方針」、「保

育園での 1日の過ごし方」、「遊びを通じて友だちや保育者との関わりが十分持てているか」、

「お子さんが給食を楽しんでいるか」、「感染症の発生状況や注意事項などの情報提供」、「保

護者懇談会や個別面談などによる話し合いの機会」、「園だよりや掲示などによる、園の様

0歳児  1歳児  2歳児  3歳児  4歳児  5歳児 

1世帯  8世帯  6世帯  3世帯  4世帯  2世帯 



子や行事に関する情報提供」、「園の行事の開催日や時間帯への配慮について」の 9 項目で

は、96％が「ほぼ満足」を示しており、その他の項目についても「ほぼ満足」に関しては、

高い評価を得ています。 

 

●アンケートの自由記述からは、「保育理念・保育方針に基づいての保育をしている」、「自

然と遊び、子どもたちがのびのび成長できている」「子どもが保育士を頼る姿を見て、普段

から良くして頂いているのがすごくわかる」、「いつも、子どものことを大切に見守っても

らっている」等、保育士の対応や、のびのびと子どもらしい保育、保育方針に沿った保育

が行われていることを、保護者から高い支持を得ています。 

 

●『不満』および、比較的『満足』が低い項目は、ほとんどありませんが、「外部からの不

審者侵入を防ぐ対策について」が、『不満』8％と、中でも比較的高く、『満足』としても低

い項目として挙がっています。『満足』では、17％、どちらかといえば満足 42％、どちらか

といえば不満 33％、『不満』10％であり、「ほぼ満足」は 59％という結果になっています。

保護者からの意見では、「園のまわりの「柵」の安全性が低い」、「防犯対策がしっかりでき

ているのか不安」等の意見が挙がり、安全対策、防犯対策をさらに講じることが望まれま

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 17％、まぁ知っている 75％、

あまり知らない 4％、無回答 4％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 63％、まぁ賛同できる 25％、どちらともいえない 4％、無回答 8％にて、88％が

ほぼ賛同を示しています。アンケートの自由記述でも保育理念、方針に沿った保育ができ

ているという意見も挙がっている中、子ども・保育を通して十分伝わっていることが伺え

ます。また、保護者から保育、職員の対応への満足を高く得ていることも踏まえ、さらに、

全保護者が保育理念、保育方針を理解できるよう工夫に期待されます。 

●アンケートの主な意見からは、園舎が道路等に接しているので、園前にガードレールの

設置の要望、柵の安全性について等の意見が挙がっています。それぞれに関しては園から

説明、周知されていると思いますが、一考を願えればと思います。 

継続して日々の振り返りと、見直しを図る機会を設け、園の良い点を生かし、さらなる良

い園作りに期待されます。 

 

●総合的に、『満足』は 75％の支持を頂き、『どちらかといえば満足』は 25％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。 

 

 

 

 



利用者調査項目（アンケート） 

 

 株式会社 マミーズファミリー キッズパオ三ツ境あおぞら 

 

 

【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。 

17% 75% 0% 4% 0% 4% 

4人 18人 0人 1人 0人 1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。 

63% 25% 4% 0% 0% 8% 

15人 6人 1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 67％ 25％ 0％ 0％ 4％ 4％ 

16人 6人 0人 0人 1人 1人 

《その他意見》 

 

 

 

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 

58％ 38％ 0％ 0％ 0％ 4％ 

14人 9人 0人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 

 

5 園の目標や方針についての説明には 67％ 29％ 0％ 0％ 0％ 4％ 

  16人 7人 0人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 

 

 



 

 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 

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 

58％ 33％ 4％ 0％ 0％ 4％ 

14人 8人 1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 

 

75％ 21％ 0％ 0％ 0％ 4％ 

18人 5人 0人 0人 0人 1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） 

71％ 21％ 4％ 0％ 0％ 4％ 

17人 5人 1人 0人 0人 1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 50％ 42％ 4％ 0％ 0％ 4％ 

12人 10人 1人 0人 0人 1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 

33％ 58％ 0％ 4％ 0％ 4％ 

8人 14人 0人 1人 0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） 

67％ 25％ 4％ 0％ 0％ 4％ 

16人 6人 1人 0人 0人 1人 

《その他意見》 

 

 



 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 

12 子どもが戸外遊びを十分しているかについては 63% 29% 0％ 0％ 4％ 4％ 

15人 7人 0人 0人 1人 1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) 

58％ 21％ 8％ 0％ 8％ 4％ 

16人 5人 2人 0人 2人 1人 

《その他意見》 

 

・普段、保育室内に入る機会は少ないので、よくわからないで

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 

67％ 21％ 8％ 0％ 0％ 4％ 

16人 5人 2人 0人 0人 1人 

《その他意見》  

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 

63％ 33％ 0％ 0％ 0％ 4％ 

15人 8人 0人 0人 0人 1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 

50％ 38％ 4％ 0％ 4％ 4％ 

12人 9人 1人 0人 1人 1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 71% 21％ 0％ 0％ 8％ 0％ 

17人 5人 0人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・未満児は献立表と違うものをたべているような日がある。 

18 お子さんが給食を楽しんでいるかについては 79％ 17％ 0％ 0％ 4％ 0％ 

19人 4人 0人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 



 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 

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 

75％ 25％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

18人 6人 0人 0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 

79％ 21％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

19人 5人 0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 

58％ 33％ 0％ 0％ 0％ 8％ 

14人 8人 0人 0人 0人 2人 

《その他意見》 

 

・まだわからない 

22 お子さんの体調への気配りについては 75％ 25％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

18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 

67％ 25％ 4％ 0％ 4％ 0％ 

16人 6人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

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 21％ 54％ 17％ 4％ 4％ 0％ 

5人 13人 4人 1人 1人 0人 

《その他意見》 

 

・園の周りの「柵」が安全でない。不審者情報があるので、早急

に対応すべき。 

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 

46％ 38％ 13％ 4％ 0％ 0％ 

11人 9人 3人 1人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 



 
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 

26 

 

外部からの不審者侵入を防ぐ対策については 

 

17％ 42％ 33％ 8％ 0％ 0％ 

4人 10人 8人 2人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

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 

71％ 25％ 0％ 4％ 0％ 0％ 

17人 6人 0人 1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 

58％ 38％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

14人 9人 1人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

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 

67％ 29％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

16人 7人 1人 0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 67％ 29％ 4％ 0％ 0％ 0％ 

16人 7人 1人 0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 

63％ 25％ 8％ 0％ 4％ 0％ 

15人 6人 2人 0人 1人 0人 

《その他意見》 日によってバラつきあり。 

32 お子さんの関する重要な情報の連絡体制について

は 

56％ 33％ 4％ 4％ 0％ 0％ 

14人 8人 1人 1人 0人 0人 

《その他意見》  



 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 

33 保護者からの相談事への対応には 67％ 33％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

16人 8人 0人 0人 0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 

75％ 17％ 0％ 0％ 8％ 0％ 

18人 4人 0人 0人 2人 0人 

《その他意見》 

 

・ほぼ同じ時間帯に預けているため、わかりません。 

 
   

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 83％ 8％ 4％ 0％ 4％ 0％ 

20人 2人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・満足だが、たまに不安を感じる日がある。 

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 

79％ 21％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

19人 5人 0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 

67％ 17％ 0％ 0％ 17％ 0％ 

16人 4人 0人 0人 4人 0人 

《その他意見》 ・アレルギー等がないため、詳しくはわかりません。 

38 話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 75％ 17％ 4％ 0％ 4％ 0％ 

18人 4人 1人 0人 1人 0人 

《その他意見》 ・満足だが、たまにものすごく疲れた様子の職員がいる。 

39 意見や要望への対応については 63％ 21％ 4％ 4％ 8％ 0％ 

15人 5人 1人 1人 2人 0人 

《その他意見》 

 

 

 



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 75％ 25％ 0％ 0％ 0％ 

18人 6人 0人 0人 0人 

《その他意見》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保護者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：   キッズパオ三ツ境あおぞら園    横浜市瀬谷区二ツ橋町 309-1 

回答世帯数：45 世帯中 24 世帯 ＜0 歳児（ 1 世帯）、1 歳児（ 8 世帯）、2 歳児（ 6 世帯）、3 歳児（ 3 世帯）、4 歳児（ 4世帯）、5 歳児（ 2 世帯）＞ 

  定    員 ： 60名 調査期間： 2017/09/1 ～   2017/12/26 

 

 



事業者コメント 

 

施設名 キッズパオ三ツ境あおぞら園           

園長  安室 謙一 

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞    

 

第三者評価を受け、全スタッフで、保育の内容や体制についての振り返りができ、良い点、改善点を確認し

合うことができました。また、保育園の理念、基本方針、食事、安全などについて改めてスタッフで細やかな

確認ができました。利用者アンケートについては、利用者（保護者）の視点で、保育園への満足度や希望を確

認することができ、今後の保育運営や提供する支援のあり方について考えることができました。 

保護者の皆さまには、お忙しい中、アンケートにご協力いただきましたことを感謝いたします。 

 

 

＜評価後取り組んだこととして＞ 

 

・講評により保育園のセールスポイントをさらにアピールできると同時に、今後も利用者 

の信頼に応えられるよう、さらなる改善や支援の向上を目指します。 

 

・地域の園や近隣の方々との交流も継続的に続けていくことや、さらに、新たな関係を 

つなげていくよう進めていきます。 

 

 

 

 

 

 


