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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 入船の森保育園 

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） 

 

●保育の理念や保育方針は、子どもの人権を基底とし、基本方針の骨子は「遊びの中で教育する」ことであり、法

人系列３園の主任会や研修会等で全職員に周知徹底を図っています。新規採用職員は、法人主催研修で基本方針

を学び、理解し、定期的に理念の読み合わせを職員間で行い、保育園のしおり（重要事項説明書）の見直しおよび

話し合いを設けて確認し合っています。保護者に対しては、入園説明会やクラス懇談会時で説明し、各保育室にも

園目標を掲示して周知しています。入船の森保育園では、小規模園の利点として子どもとの距離が近く、毎日の朝

の会では１日の流れを話すと共に子ども一人ひとりの意見・希望に耳を傾け、1 日の保育に生かしています。 

●全体的な計画は園の基本方針に則り、子どもたちの環境、地域状況、家庭環境等を考慮して作成しています。子

どもの最善の利益に関しては、自己肯定感と非認知能力の観点を組み込み、特に、非認知能力は大人になった時に

必要な生きる能力となり、子どもにとっての最善の利益と考えています。全体的な計画の作成は、素案を各クラス

で検討し、策定を行っています。保護者へは年度初めの懇談会時に全体的な計画について資料と共に説明してい

ます。また、毎月のお便りに月間指導計画の目標と月の推薦絵本を掲載しています。また、重要事項説明書の策定

では園内プロジェクトチーム設けてまとめています。あああ        

●全体的な計画に基づいて毎月、年齢ごとに指導計画を作成し、幼児クラスでは、分かりやすいよう順序立てで説

明を行い、低年齢の子どもには視覚的に絵や写真、掲示等で工夫して知らせています。主に年間の大きなイベント

等を示し、週案を基に毎日のねらいを子どもに伝え、1 日の見通しが持てるよう、声かけをしています。保育士は

子どもの思いを受け止めるよう心がけ、言語化できない子どもには表情や態度から汲み取るようして保育に反映

させています。1 日の保育の様子はミーティングで情報共有を図り、指導、助言を受けて職員間で研鑽しています。 
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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） 

 

●入園前説明会は、保護者および子どもと「聞き取り専用シート」で面接（子どもは様子観察）を行い、児童票や

生活状況表の記入用紙を配付し、入園時に持参してもらい、入園後に生かしています。また、子どもの健康面や食

物アレルギー等について確認し、必要に応じて個別面接も行っています。入園関係書類はファイリングし、全職員

に周知し、共有しています。保護者とは登降時に口頭で 1 日の様子を伝え、家庭での状況等、情報交換をするよう

にしています。入園後、落ち着いた頃に懇談会を実施し、個人面談も行い、園での育ちについて家庭と共有し、必

要に応じて随時、面談は受けるようにしています。 

●短縮保育については、保育園のしおりに記載し、入園前説明会で十分に説明を行い、１週間を目安に実施し、年

齢、子どもの様子、家庭状況等に応じて柔軟に対応しています。子どもの安定が図られるよう、0 歳、1 歳児は全

保育士で保育に当たるよう配慮し、5 月頃までは新園児、在園児を分けて活動するよう、子どもの不安軽減に努め

ています。在園児への配慮では、できる限り担任 1 名は持ち上がるよう配置に配慮しています。保護者とは、連絡

ノートや口頭で密に連携し、気になる点等を伝え合うようにしています。 

●個別の計画は、全職員間が参画し、基本的に月案で子ども一人ひとりの発達や状況の変化について話し合い、記

録し、各クラスでも子どもの発達状況等を話し合い、自己評価により作成しています。評価、改訂にあたっては、

栄養士も参画して見直し、懇談会や面談時、行事後のアンケート等から意見を抽出して作成に反映させ、反省およ

び見直しをしています。保護者の要望等については、速やかに会議の上、園で出来ることは改善を図り、出来ない

場合は理由、期限等を示して丁寧に説明しています。 

●０歳児では、０歳時代から培われる非認知能力の基礎となる育みに丁寧にかかわり、子どもの表情を察知して

適切に対応しています。また、一人ひとりの生理的・心理的欲求をしっかり受け止め、個別対応に努めています。

保育室はサークル等で空間を分けて発達に合わせて活動できるようにし、天気の良い日はテラス等、広いスペー

スで自由に遊べるよう配慮を行い、異年齢で行うリズム遊びも取り入れ、絵本を読む時間も設けています。日々の

成長は記録に残し、職員間で共有し、保育に生かしています。 

●1 歳～2 歳児は、日常のケガに留意し、1 歳～2 歳頃は「イヤイヤ期」が現れ、何でも自分でやろうとすると同

時に、うまく言葉を話せない、自己主張により友だち関係でも思い通りにならない苛立ちが見られる時期を理解

し、子どもが友だちにかかわりたい気持ちを保育士が代弁して伝えるようにしています。食事も手づかみで食べ

ることを支援し、子どもの表情を汲み、泣いた時等には必ず対応するようにしています。保育活動では一人ひとり

の発育に応じて、走る、跳ぶ、登る、押す、引っ張る等、全身を使う遊びが楽しめるようにしています。機嫌、食

欲、睡眠等の日常の状態の観察・確認を十分に行い、個別対応を心がけています。 

●３歳以上児の保育については、３歳児では「集団の中で、安定した、遊びを中心とした活動」を、４歳児では

「集団の中で自分の力を発揮し、友達と共に楽しめるよう遊びや活動」を、５歳児では「集団の中で一人ひとり

の個性が生かされ友達と協力して1つのことをやり遂げるような遊びや活動」をねらいとして保育にあたってい

ます。入船の森保育園では、わらべ歌、リズム遊び、ムーブメント（年齢の差を考慮し、一緒に行うことを織り

交ぜ）、異年齢でのゲーム、ルールのある遊び等を取り入れて、取り組んでいます。今年は、外部指導員による

体操指導を受け、マット運動中心の運動遊びを行いました。各クラスの活動や取り組みを連携しながら、卒園ま
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でに身に付けるべき子どもの姿を意識して、育成を目指し、ねらいや目標が達成できるよう取り組んで行きま

す。 

 

評価分類１－３ 快適な施設環境の確保 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園舎内外の清掃については、日中と各クラス、朝夕当番で清潔に保ち、屋内・外の安全点検等のチェックリスト

を設けて実施し、安全確保に努めています。施設環境では、空気清浄機、加湿器を備え、適宜、自然喚起を行い、

室内の温・湿度を保ち、日誌に記録して快適に過ごせるよう配慮しています。保育室は、南側に向いて陽光は十分

に入り、日差しの強い季節は遮光ネット、庇に工夫をし、窓に飛散防止兼紫外線防止フィルムを貼って陽光の調節

を行っています。音楽や保育者の声については、日頃から大きさ、トーンに留意し、各クラスで気付きを伝え合っ

ています。園では、声の大きさを意識できるよう声の大きさの表を貼り、子どもたちに伝えています。 

●乳児保育室に沐浴設備を備え、温水シャワーは室内外に設け、プール時、汗、排泄等で体を清潔に保っていま

す。水回り、設備の清掃当番チェック表があり、毎日清掃してチェック表に記入しています。トイレには清掃の手

順を表示し、清掃および清潔に保っています。 

●園では、異年齢でクラス編成を行い、低年齢児では月齢の低い子どもがいる時はベッドを設置し、パーテーショ

ンを活用して一人ひとりの遊びができるよう保障しています。また、１歳から２歳に移行する時期はクラス内の

交流に配慮して保育にあたっています。寝食については、食事と午睡のスペースを仕切り、空間を確保して清潔に

も配慮しています。異年齢保育については、常に縦横の異年齢で交流を行い、定期的に全園児で集まり、リズム遊

びをしたり、行事では全クラスで会食を楽しんでいます。また、散歩では幼児が乳児と手をつなぎ、公園まで散歩

に行く光景が日々見られます。 

 

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） 

 

●３歳未満児および、幼児の特別な配慮を要する子どもについては個別指導計画を作成し、各クラス会議や全体

会議で振り返り、子どもの様子について随時、情報共有を図り、柔軟に変更・見直しをしています。個別指導計画

の作成、見直しにおいての重要部分は保護者に説明しています。例えばトイレットトレーニングや箸の使用等に

ついて、同意を得ています。 

●子どもや家庭の状況・要望等については、児童票、健康台帳、経過記録等に記録し、ファイルに保管して必要に

応じて職員が閲覧できるようにし、保育に生かしています。また、連絡帳の重要な部分についてもコピーして保管

しています。子どもの記録については、全園児は健康カードを作成し、毎月の身長・体重を記録し、家庭と共有を

図り、年度終了時に家庭で保管してもらい、園では、健康台帳へ転記しています。記録、個人情報の書類等は、事
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務所の書庫に施錠し、保管しています。進級時等には、個人の経過記録を基に引き継ぎを行い、ノートに記録して

います。年長児の保育要録は、各小学校と面談をして情報を提供しています。  

 

評価分類１－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●配慮を要する子どもについては、定期的に昼の臨時会議で状況や対応を話し合い、クラス会議では全園児につ

いてクラスで話し合い、全体の会議（職員会議、保育会議）でも話し合い、記録に残しています。職員は、要配慮

児に関わる研修を受講し、研修内容を会議で報告し、回覧をして知識の共有化を図っています。共有情報は記録

し、ファイリングをしていつでも確認できるようにしています。 

●障害児保育の環境整備では、建屋はバリアフリーになっています。専門機関や鶴見区のケースワーカー、鶴見区

福祉保健センター、横浜市東部地域療育センターと連携を図り、指導、助言が得られる態勢を整えています。障害

を持つ子ども、配慮を要する子どもについては、特性を考慮した個別指導計画を立て、計画に基づいて支援してい

ます。職員は障害児保育について学び、知識を深めています。クラスの生活や遊び、活動への参加は、個々のでき

ること、できないことを理解し、無理がない範囲で参加できるよう声かけをしたり、サポートを行っています。ま

た、絵本コーナーや仕切りを活用して個別空間を作り、落ち着いて過ごせるよう配慮しています。 

●虐待の定義はマニュアルを作成し、全職員に周知しています。登園時の健康観察を大事にし、着替え時に視診を

行い、早期発見につなげています。虐待が疑われる場合は、園長に報告し、関係機関に相談する体制を整え、必要

に応じて小学校とも情報を共有しています。家庭支援の必要な保護者については援助を行い、保護者自身が独立

できるよう話し合い、支援に努めています。 

●食物アレルギー疾患のある子どもの除去食の提供については、重要事項説明書（および別紙）に記載し、保護者

と十分に話し合い、かかりつけ医の指示を基にアレルギー疾患生活管理指導票(主治医記入)に沿って適切に対応

を行っています。保護者とは密に連携を図り、月 1回、アレルギー面談を行い、各家庭で事前に献立のチェックを

依頼しています。園で「除去ファイル」を作成し、前日・当日・提供前に調理員、担任、保育士で献立を確認し、

除去食を提供しています。給食では、色違いのトレイ、専用食器、名札、専用台拭き、専用の椅子を用意し、個別

配膳とクラス内、調理とで重複確認を徹底し、誤配膳、誤食がないようにしています。職員は、アレルギー疾患に

ついての研修を順次受講し、研修報告を行い、全職員で知識を深めています。 

●園では、地域性として文化が異なる外国籍の子どもが在籍しています。保護者から食生活・生活習慣・文化等

の情報、留意点を把握し、生活習慣や考え方の違いを理解し、全職員で対応しています。外国籍に係わる保護者

には、配付物は全てルビを振り、連絡ノートはひらがなで記入し、内容に応じて直接伝えるようにしています。

また、母国語を教えてもらいコミュニケーションを取れるように努め、同国籍で日本語がわかる知人に協力を

得、各国の翻訳資料を行政から取り寄せて活用する等、工夫しています。意思疎通が困難な場合については、絵

で示したり、区役所経由で通訳ボランティア等を依頼する等、対応策を講じています。食事については、食文化

や食材の違いを考慮し、無理のないように進めています。 
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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、園内に第三者委員（氏名・連絡先）、苦情相談窓口（担当者）、権利擁護機関

のポスターを掲示し、第三者委員に直接苦情を申し立てることができることを周知しています。要望や意見等を

聞く機会としては、玄関に意見箱を設置し、行事ごとにアンケートを実施して要望・苦情等があった場合は速やか

に対応し、回答しています。また、個別懇談やクラス懇談を通して、全保護者に要望や苦情等について聞く機会を

設け、懇談会のプリントには出欠と併せて意見や要望・相談等を記入する欄を用意しています。 

●第三者委員を交えて対応する仕組みを整え、入園説明会・入園式・運動会等へ招く等、保護者に紹介するように

しています。園独自で解決が困難な場合は、横浜市保育運営課、鶴見区福祉保健センターこども家庭支援課、児童

相談所等と連携を図り、問題解決の体制を整備しています。苦情や苦情解決については、ミーティングや会議の中

で話し合い、個別に対応しています。また、「ヒヤリ・インシデント」に記録し、会議で検討を図り、保育の改善

につなげています。 

 

評価領域Ⅱ 利用者本人（子ども本人）の尊重 

 

評価分類Ⅱ－１ 保育内容［遊び］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●玩具は、子どもが自発的に活動できるよう、玩具収納棚を年齢に合わせた高さに設置して自由に取り出せるよ

うにし、発達にふさわしい玩具・絵本の取り揃えと、興味や季節に合わせた玩具の入れ替えを行っています。ま

た、子どもが落ち着いて絵本が読めるコーナーを設置して集中できる環境作りを行っています。幼児クラスでは、

お絵描き・折り紙・パズル（LaQ）、カプラ積み木等が取り出せる場所を設定し、カゴに玩具の写真や絵・文字で

示して子どもが片付けられるよう工夫しています。園では、２年齢別の異年齢クラスと年齢別の併用で保育を実

施していますが、製作については年齢別で行っています。保育室内は工夫をして子どもが落ち着ける環境を確保

し、限られた環境の中、仕切り等を活用して子どもが遊び込めるように配慮しています。ままごと遊び等では、少

人数からの始まりが展開して異年齢の仲間が増え、保育士にも参加を求めたりする等楽しく遊ぶ姿が見られます。 

●自由遊びの時間は、絵本コーナーを保育室とは別に設定し、4 歳～5 歳になると絵本をテーマにして取り組み、

1 年を通じて本に親しみながら様々な活動の中に絵本の発想を取り入れ、絵本のストーリーをままごとで取り入

れて遊んでいます。外遊びでは、小学校の広い校庭を使用し、固定遊具や「森」の中で四季折々に自然と親しみな

がら自由発想で遊んでいます。また、約束やルールの遊びを取り入れ、必要に応じて保育士が仲立ちとなり、ドッ

ジボールやリズム遊び、尻っぽ取り等、ルールを守る中で楽しく遊べるよう進めています。他保育園との交流でも

大人数で遊ぶ体制に慣れるよう支援しています。 
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●栽培や動植物の飼育については、小学校にある「森」に生息するおたまじゃくし、メダカや、蚕（シルクセンタ

ーから拝受）の飼育を行い、稲の栽培活動、干し柿作り等、「森」の産物から四季折々に活動を行い、身近な自然

から「命」の尊さを学んでいます。蚕の飼育では、職員と子どもたちが葉っぱ一枚々を拭いて大切に育て、繭は卒

園児へのコサージュとして命をつなげています。また、栽培した季節野菜やふきやヨモギを摘み、調理体験につな

げることで食物の大切さや食の喜びを味わっています。散歩や園外活動では、周辺の恵まれた自然の環境を生か

し、散歩時に触れる草花や昆虫、入船公園では季節の花壇作り、七夕、樹木のネーム付け等の行事に参加し、地域

と交流を図る行事を多く取り入れています。伝承遊びでは高齢者と触れ合い、地域ケアプラザへ訪問して世代間

交流を図る等、地域の方々と子どもたちは笑顔でかかわり、元気に挨拶を交わしています。 

●心と体の発達を促す取り組みとして、歌やリズム遊びを０歳児から取り入れ、週１回（乳児は適宜）、各年齢に

応じて異年齢で体を動かして自由に表現を楽しんでいます。朝の会では季節の歌を異年齢で歌い、覚えた歌をい

ろんな場面で歌って楽しんでいます。4 歳、5 歳児は個人専用のお絵描きノートやクレヨンを保有し、折り紙、ペ

ン、色鉛筆、はさみ等は場所を決めて自由に使えるようにし、自由にのびのびと表現できる機会を設けています。

素材については、子どもの意向に沿って保育士が提供するようにしています。 

●異年齢交流では、クラス配置が異年齢で設定しているので縦や横のつながりがとても良く、良好なかかわりが

日常的にあります。日々の生活や散歩や栽培活動等では、年上の子どもがリードして年下の子どもに対するかか

わり方も自然と身に付いています。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。子どもたちへは、言葉で伝えるよう促し、友だちの体や自分の体に傷をつけることが

ないよう日頃から伝えています。感情が高まっている場合は、クールダウンする時間を作り、落ち着いてから話し

合い、お互いが納得して解決できるように支援しています。 

●健康増進の工夫では、天気の良い日は、散歩や園外活動を取り入れ、お散歩マップを作成して年齢や発達状

況、体力に応じた散歩先を用意して、子どもたちの意見も取り入れながら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。但し、光化学スモッグが発生する地域でもあり、防災メールを受け、光化学スモッグ発

令時や紫外線が強い時には外出を控えています。戸外遊びでは、日除け帽子を着用して紫外線対策を行っていま

す。草へのアレルギー児等には長袖、長ズボンの着用で防止し、蚊の虫よけ対策では蚊取り線香等を使用して対

策を講じています。子どもの健康状態は、毎朝の視診を行い、子どもの体調に応じて家庭と連絡を取り合い、個

別に対応しています。 
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評価分類Ⅱ－１ 保育内容［生活］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●全体的な計画に各年齢の取り組む「食育」の項目を設け、1 年を通じて目標を定め、プランターで収穫した野菜

等を調理活動に組み込む等、子どもが興味・関心が持てるようにしています。また、食育予定表を作成し、さつま

芋を収穫した時はスイートポテトを作り、クッキーを焼く等、調理を楽しんでいます。 

●食事については、職員は子ども一人ひとり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、足りない場合

はお代わりができるようにしています。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」、「上手に食べられるね」等、保育士、栄養士、調理師が褒め、気持ちの共感を行

い、興味を持てるよう声かけをしながら促しています。5 歳児は当番活動を行い、配膳や片づけ等を通して食事の

一連の流れを学び、各自の食器は個々に運ぶようにし、食事に関心が持てるようにしています。 

●食事では旬の食材、国産品、彩に配慮し、特に、行事食は季節感のある献立を提供しています。食事時間は、落

ち着いた雰囲気作りを心がけ、明るさにも配慮し、ランチョンマットを活用して３色食品群が分かるように工夫

し、おいしく、楽しく食事ができるようにしています。食器の工夫では、磁器製（乳児はメラミン製）を採用し、

耐用と子どもの発達に合わせて 4 年ごと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。また、洋食・和食により食具を変え、食への意識につなげて

います。 

●給食の献立は、横浜市の献立を盛り込んだ法人独自の献立と、給食ソフトを活用し、4 月、5 月は月２回のサイ

クルで実施し、１回目の喫食状況を確認後、盛り付け、形状、調理方法等についてミーティングで話し合い、改善

につなげ、6 月以降は月ごとの献立を提供しています。栄養士は、子どもたちの食事の様子を見廻り、喫食状況、

残食量を確認し、月２回の会議、法人系列３園の給食会議で喫食状況等の報告および献立検討を図り、記録し、改

善に努めています。 

●授乳については、家庭の授乳時間や園での授乳時間を確認の上、保育士が 1 対 1 で抱っこして対応しています。

離乳食は、一人ひとりの献立を家庭で確認してもらい、子どもが食べられる食材を提供し、個々に合わせた調理内

容で提供しています。 

●保護者へは毎月 25 日～月末迄に献立表を作成して月末に配付し、園だより、給食だよりにワンポイントアドバ

イスを記載して情報提供を行い、毎日、降園まで幼児食のサンプルを展示しています。また、子どもの人気メニュ

ーや季節のお奨めレシピを持ち帰ることができるよう提供し、家庭での食育につなげています。保育参加時は試

食の機会を設け、調理員と保護者のコミュニケーションの機会にもなり、給食への関心・理解を促しています。園

では、子ども一人ひとりの身長・体重を測定してカウプ指数を示し、個々の発育状態を確認しています。 

●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、湿度に十分配慮しながら落ち着ける環境作りを

行っています。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、わらべ歌を唄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、0 歳児は 5 分ご

と、１歳児は 10 分間隔でブレスチエック・体位チェックを行い、記録しています。2 歳児以上は視診、触診をし

て確認しています。5 歳児は就学を見据え、年明けには午睡をなくすようにして生活リズムを調整しています。 
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●トイレットトレーニングでは、個人差があることを十分に理解し、一人ひとりの発達状況に応じて、保護者の

考え方を尊重しながら連携して進め、状況は連絡ノートで知らせています。個々の排泄間隔を把握し、個々の状況

に合わせて便座に座って慣れるよう支援しています。幼児については、散歩前等にはトイレに行くよう促してい

ます。紙オムツは、保護者の負担を（荷物・金銭面）考慮して園で廃棄し、費用を負担するよう配慮しています。

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。 

●長時間保育の環境を整え、子ども一人ひとりに配慮した保育を心がけています。保護者アンケートで意向を把

握し、お迎え最終時間を 19：30 迄とし、18：30 以降の利用者には事前に申し込みを受けるようにしています。

引き継ぎでは、ファイル式の引き継ぎノートを活用し、担任以外の職員でも保護者に漏れのないよう引き継ぎが

できるようにしています。担任が直接保護者へ話をしたい場合は、担任から電話をすることもあります。 

 

評価分類Ⅱ－２ 安全管理［健康管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●健康管理は、福祉サービス綴りの中に健康管理マニュアルを備え、マニュアルに基づいて健康観察を行ってい

ます。既往症歴、与薬等必要な情報は保護者に事前に確認し、月２回の会議で共有を図り、会議録に記録していま

す。毎朝、連絡ノートや口頭で子どもの健康状態を把握し、園での様子を伝え、日誌に記録し、健康に関する必要

な情報は掲示して職員が対応できるようにしています。歯磨き励行では、2 歳児以上は食後の歯磨き指導を行い、

仕上げ磨きは保育士が行っています。幼児では、歯科健診時に歯磨き指導や歯の話を伝えて啓発を行っています。 

●定期的に健康診断・歯科健診を実施し、健診結果は一人ひとりの健康カードに記入し、保護者にも専用報告用紙

にて知らせています。健診前に質問がある保護者には、健診医と連携を図り、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・記録を行っています。 

●感染症については、健康管理マニュアルを備え、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、重要事項説明書に記載し、懇談会でも説明しています。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、ボードに発症状況を掲示して保護者へ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

ティング等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。地域、最新の感染症情報は、横浜市、鶴見区福祉保健センター、嘱託

医、小学校、マスメディア、地域等から入手し、職員間で情報を共有しています。 
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評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［衛生管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●マニュアルに沿って衛生管理を行い、毎年、マニュアルの見直しを実施し、職員に周知しています。保育室やト

イレ、共用部等の清掃方法を定め、清掃チェック表を備え、調理室は管理を十分徹底を図り、清掃、衛生管理を実

施しています。衛生面に関しては、園内研修、法人内研修の他、委員会活動で研修を行っています。各保育室、玩

具、トイレ等は毎日殺菌消毒液（ピューラックス）で消毒を行い、衛生管理に努めています。ノロウイルス対策で

は園内研修で処理方法を習得し、嘔吐処理セットを設置して緊急時に備えています。 

 

評価分類Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理［安全管理］ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●安全管理では、地震に備え、低い家具にも耐震シートを敷き、転倒防止対策を講じ、蛍光管は飛散防止型を採用

し、危険防止につなげています。防災マニュアルを備え、災害時のルートマップ・広域避難場所を貼り出し、連絡

網を完備して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。年間避難訓練計画

を基に、担当者を決め、毎月、様々な状況、時間帯を想定した避難訓練を実施し、消防署の協力による訓練は入船

小学校と連携して実施しています。保護者、職員への連絡は、まちこみメール、連絡網等を活用しています。プー

ル活動については、新保育所保育指針に沿い、監視職員の義務化により専任を１名配置し、保育園のビニールプー

ルで水遊びを行っています。また、園に AED を設置し、正規職員は上級救命講習を受講し、修了証を取得して緊

急時に備え、非常勤職員も資格保有職員により研修を受け、習得に努めています。AED を設置していることを地

域にもわかるよう園の外に掲示しています。 

●事故やケガにおける対応法は、公的機関、医療機関のリストを完備し、保護者の連絡先を事務室に備え、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、園長に報告し、状況を判断して対応してい

ます。また、ヒヤリ・インシデント、事故報告書に詳細に記録し、職員会議で報告・検証を行い、改善策を検討し

て再発防止に努めています。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は、年１回、不審者侵入訓練を実施し、入船小学校と連携して実施する場合もありま

す。園は電子錠になっており、ID カードで出入り口の開錠を行い、玄関に防犯カメラ設置して安全に配慮してい

ます。また、各保育室に警備会社への非常時通報装置を設置し、直接警備会社へ連絡できる体制を整備していま

す。不審者情報は、鶴見警察署、鶴見区福祉保健センター、小学校、保護者等から情報（FAX 等）を入手し、ネ

ットワークにて共有しています。入船の森保育園は入船小学校とつながっており、小学校への避難が可能です。 
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評価分類Ⅱ－３ 人権の尊重 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園の保育理念として、『子どもの人権を守り、人格（意思）を尊重し、それぞれの育ちの支援する』とし、 

子どもの権利条約を掲示し、全職員が心がけて保育にあたっています。また、「職員の心得」を唱和して確認をし

ています。子どもに対して呼び方、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努め、子ども

の気持ちに寄り添い、自尊心を傷つけるような保育は行っていません。呼び名については、名前を呼び捨てにせ

ず、保護者了解の上で「ちゃん」、「くん」、「さん」付けにし、就学を見据えて対応しています。特に、行事の際は

「さん」付けにして呼んでいます。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、保育室内に仕切り棚等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。保育室内の仕切り棚の裏、絵本コーナー、廊下、玄関等で 

必要に応じて子どもが個別に過ごせるようにしています。プライバシーを守れる場所としては、絵本コーナー、事

務所を活用しています。保育室内には座卓や座布団があり、子どもの居心地の良い場となっています。  

●個人情報の取り扱いや守秘義務については、個人情報マニュアルを備え、全職員に周知しています。守秘義務の

定義、目的については採用職員研修会時に説明を行い、職員は遵守しています。ボランティア、実習生、インター

ンシップにもオリエンテーションで資料を基に説明を行い、共通認識が図れるようにしています。保護者には、事

前にアンケートにより個人情報の取り扱い（肖像権等）の確認を行い、同意を得るようにしています。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、管理をしています。 

●性差に関する配慮では、遊びや行事の役割、持ち物の区別、順番、グループ分けや整列、個人のマークも性別で

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、共通認識を図る体制を整え、ジェンダーフリーを心がけています。 

 

評価分類Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●保育方針・園目標は、入園説明会、クラス懇談会、行事等で説明を行い、保育園のしおり（重要事項説明書）に

明示し、常に目の付く場所に掲示して理解を促しています。また、園だよりでは毎月のねらいを記載し、保育の実

施内容、保育方針等が理解されるよう努めています。保護者へのアンケートでは、保育方針の質問の欄を設け、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、小規模園の良さとして全園児を全職員で見る体制であり、送迎時には保護者と

コミュニケーションを図り、直接伝えるようにしています。外国籍に係わる保護者に対しては、書類・文章にル

ビ、ローマ字表示をするだけでなく直接説明する等、丁寧に対応しています。 
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●クラス懇談会は年１～２回開催し、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。年度末のクラス懇談会では、スライドショーを上映して子どもの 1 年間を振り返り、子どもの成長を分か

ち合っています。個人面談は年 1 回、日程を事前に設け、保護者と調整しながら実施していますが、必要に応じて

随時受け付けています。相談については、事務室を活用し、プライバシーを確保できるように配慮しています。相

談を受けた場合は、主任、園長に報告し、基本的に職員で対応し、主任、園長から助言を得られる体制を整えてい

ます。個人面談や相談内容は記録し、内容に応じて継続的にフォローをしています。 

●園生活に関する情報は、毎月園だよりを発行し、併せてクラスだよりも記載しています。行事のニュースは別途

発行し、保健だよりは季節に応じて不定期で情報提供しています。毎日の子どもの様子は、乳児は連絡ノートでお

知らせし、幼児クラスに活動ファイルを設定し、保護者は閲覧後チェックをする欄を設けています。写真販売等で

子どもたちの日々の園生活での表情を伝えています。また、食育活動や日々の活動等は写真にまとめ、定期的に更

新・掲示をしています。 

●保護者の保育参加・参観については、前年度中に年間行事予定表を配付して保護者が予定を立てやすいよう配

慮し、都度、伝えて参加を募っています。年間で日程を決めて行事を実施し、懇談会でも積極的に説明を行い、行

事参加を促しています。欠席した保護者には、後日レジュメを配付し、説明しています。 

●園では、愛児の会（保護者会）があり、総会時は保育室を貸し出し、総会に園長・主任が出席して良好な関係を

築いています。保護者の方とは、常にコミュニケーションを図り、保護者の負担にならないよう配慮しています。 

  

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

 

評価分類Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●園では、地域に対して、保育園入口と地域ポスト前に、「地域の皆様へ、ご意見ご指摘がありましたらポストへ」

という看板を表示して地域の声を聞く機会を設けています。子育て支援事業を通して参加者にアンケートを実施

し、子どもの発達や、食生活等の悩み等、子育て支援のニーズの把握に努め、要望や相談も受け付けています。ま

た、園長は鶴見区主催の公開保育、地区子育て支援イベントや、虐待研究会等に参加し、地域のニーズを把握して

います。５歳児担当保育士は幼保小連携の活動に参加して子育て支援のニーズの把握に努めています。 

●鶴見区の広報紙に「保育園へ遊びに来ませんか」を掲載し、1 日限定 5 組とし、参加を募っています。子育て支

援事業担当者を中心に、昨年度の振り返りと共に年間計画を立案し、役割分担や子育てニーズについて話し合い、

交流保育（年 6 回）、施設開放（年 12 回）、交流、育児講座（年 3 回）等を企画し、地域の親子に提供しています。

交流保育では在園児とクラスで一緒にイベントを行う等、一緒に楽しく遊ぶ機会を設けています。また、鶴見区の

地区センター主催の育児講座に職員を講師として派遣し、地域の子育て支援に尽力しています。 
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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） 

 

●鶴見区の子育て情報サイト、広報よこはま鶴見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鶴

見区の広報誌や、鶴見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、子育て支援の

お知らせのポスターを作成して掲示板に掲示し、散歩時にはチラシを地域の子育て親子に配布する等、参加を呼

びかけています。子育て支援イベントでは、保育園のパンフレットや子育て支援行事のお知らせを配布していま

す。 

●園長は、各種連絡会に参加し、入手した情報は職員に周知しています。関係機関・団体等の連絡先をリスト化

し、職員で共有しています。関係機関（鶴見区こども家庭支援課・鶴見区役所保健センターの保健師・入船小学

校・地区センター・横浜市東部地域療育センター・中央児童相談所・警察・消防署等）との担当は園長とし、連携

を図っています。あ 

 

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（入園式、運動会、卒園式等）に地域の親子、町内会、

入船小学校長、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。入船小学校とは、年間

を通して行事に参加して連携を図り、交流を深めています。また、近隣中学校の体験学習、高校生のインターンシ

ップを受け入れ交流しています。年長児は入船小学校の学校行事（運動会）に参加し、手遊び等で交流を図り、良

好な関係が築かれています。地域へは AED の貸し出しを行っています。 

●地域と子どもとの交流では、入船公園の行事に参加して保育園の花壇スペースに季節の花を植え、秋には田植

えに参加し、落ち葉プールやバタフライガーテンを楽しんでいます。また、地域の方から伝承遊びを教えてもら

い、散歩時には商店街や納品業者の方、行き交う地域の方々と挨拶を交わし、交流をしています。入船小学校とは

日々、小学生と交流があり、学校行事の参加や、園に招待する等、活発に交流を図っています。 
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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、園のホームページ、鶴見区のホームページ、鶴見区の子育てカレンダ

ー、鶴見区の子育て支援のチラシや、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。また、鶴

見区役所、「わっくん広場」、地区センターに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

事業として、ポスター、チラシを掲示および配布する等、地域に周知しています。 

●園内見学、問い合わせに関しては、担当者を主任とし、いつでも見学の受け入れ態勢を整え、保護者の意向に沿

って対応しています。入園希望者には、保育園しおりやパンフレットでサービス内容・保育目標・職員体制・クラ

ス編成等の必要な情報を提供し、料金については鶴見区での確認を伝えています。 

 

評価分類Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●ボランティアの受入れでは、受け入れ担当を主任とし、事前にオリエンテーションでプリントを配付し、園の方

針、守秘義務、約束事、1 日の流れ、身だしなみ、子どもとの関わり方等について説明を行い、理解を促していま

す。終了時には「振り返りの会」で感想や意見を聞き、記録し、今後の参考にしています。職員には受け入れ日程

を周知し、共有しています。今後、保育園のしおりに基本的な考え方を示し、保護者に周知していきます。 

●実習生は、主任が担当となり、マニュアルに沿って事前にオリエンテーションを行い、園の保育方針、子どもへ

の接し方、保護者の対応と守秘義務、留意事項を説明しています。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、実習終了時には担当職員と振

り返りを行い、実習終了日には全体の「振り返りの会」を行い、意見交換を図り、成果に結び付けています。保護

者に対しては、お便りや掲示等で周知を行い、今後、入園説明会でも基本的な考え、方針について説明を行い、保

育園のしおりにも示していきます。 
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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） 

 

●就業規則や人事考課制度に則り、園長は、職員面談で個々の目標を共有し、評価、見直しを行い、課題解決と育

成につなげています。新保育所保育指針に沿い、入船の森保育園の保育の課題や職員のキャリアパスを見据え、体

系的な研修計画を策定し、人事考課制度と併せて目標を定め、達成状況を確認し、職員の資質向上につなげていま

す。法人の５か年計画に研修計画が含まれ、採用職員研修会は年３回実施しています。全体的な研修計画の作成に

ついては、理念・方針を踏まえて法人３園合同で策定し、入船の森保育園の特性を加味して園独自に全体的な計画

を作成しています。職員には「人事考課実施職員ハンドブック」を配付しています。 

●常勤職員、非常勤職員の研修体制については、法人研修は全職員が参加できるよう配慮しています。また、職員

のニーズに副って横浜市、鶴見区、市社協、白峰学園等の外部研修にも参加できるようにし、特に、行政のキャリ

アパス研修については、費用・時間を保証して参加できるようにしています。自主研修として、救急救命法（上

級）、リズム、自然研修、ベビーマッサージ、ムーブメント等に積極的に参加して自己研鑽を図っています。研修

受講後は、研修報告書を作成し、会議等で発表を行い、回覧をして知識の共有化を図り、保育に生かしています。

研修の成果は見直し、研修は希望者だけではなく、経験に応じて参加を促す等、人材育成につなげています。 

●常勤職員、非常勤職員等の業務組み合わせについては、状況、時間帯等を含めて全職員で対応し、配慮に努めて

います。非常勤職員の指導担当者は、園長・主任をはじめとし、全職員で対応しています。また、非常勤職員、常

勤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） 

 

●法人では、横浜市の自己評価に準じて法人独自の「保育士の自己評価」と「保育所の自己評価」を策定していま

す。各保育士は「保育士の自己評価」と「保育所の自己評価」で評価を行い、総評にまとめを行い、課題を明確に

して保育内容の工夫、改善点から勉強会、検討会につなげ、保育の質の向上に取り組んでいます。集計した「保育

所の自己評価」は、園のホームページに公表しています。年１回、法人系列全園が集まって研修を実施し、組織全

体で職員相互に研鑽を図る機会を設けています。さらに、各委員会・係、各行事等のプロジェクトチームを設け、

各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。 

●計画・評価・反省の仕組みとして、法人独自の「保育士の自己評価」・「保育所の自己評価」、園の年間指導計画、

人事考課での目標シートを基に、保育のねらいと関連付けて振り返りを行い、職員の質の向上につなげています。

評価分類Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

評価 
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子どもの育ちや意欲、取り組む過程等については年間指導計画（年カリ）で実施しています。職員一人ひとりの振

り返りは、「保育士の自己評価」、年間指導計画、目標シートで行っています。日々の日誌や月の指導計画では、主

任、園長の助言・指導を受けて研鑽を図っています。 

●各保育士の自己の実践の振り返りは、理念や保育の方針、全体的な計画に沿って「保育所の自己評価」を行い、

園全体の保育の質の向上につなげています。保育所の自己評価は集計して総評をまとめ、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－３ 職員のモチベーションの維持 

評価 

 

 

評価の理由（コメント） 

 

●人材管理では、職員一人ひとりの人材育成や能力開発につなげていくことを目的として人事考課制度を確立し

ています。法人で人材育成計画に沿って就業規則、職員ハンドブック、業務運用マニュアルを策定し、人員配置や

昇進・昇給に関する人事賃金制度を明確に定め、職員に周知しています。園長は、職員面談で人事考課の目標設定

を行い、目標の 3要素を基に指導・助言を行い、年間目標・目標に向けた取り組みを共に考え、共通認識を図り、

評価に反映させ、モチベーションアップにつなげています。また、年度末には振り返り、目標シートでフィードバ

ックを行い、次年度に反映させています。職員からの相談、判断しにくい事例に対しては、主任や園長が対応し、

改善に努めています。 

●経験・能力や習熟度に応じた役割基準は等級フレームに明文化され、全職員に配付および周知しています。各委

員会・係、各行事担当、フリー、主任等の役割、主な仕事内容を明文化し、可能な限り権限を委譲しています。年

１回、担当業務についての職員意向調査を実施し、意見・要望等を把握しています。 

 

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） 

 

●職員が守るべき規範や倫理については、保育士の倫理要綱や就業規則に明文化され、新人職員には、採用職員研

修会で周知しています。職員には職員会議等で周知を図り、遵守しています。他施設の事故・不祥事等の事例につ

いて、マスメディアの記事、関係機関からの情報を回覧し、職員は規範について再確認し、事故防止の徹底を心が

けています。経営・運営状況は会議で職員に周知をして共通理解を図り、決算、予算については社会福祉法人とし

て法人のホームページで一定期間開示しています。 

●ゴミ減量化、リサイクル・省エネ促進と緑化推進では、リサイクル活動を行い、牛乳パックで製作や家具製作等

への活用を進め、ゴミ減量化の意識向上に取り組んでいます。省エネは庇の工夫、エアコンの温度設定を行い、使
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用していない部屋・廊下等の電気、エアコン等は細目に消すよう心がけています。また、「まちかど花壇」での花

壇設置事業に申請し、地域、園の緑化推進に取り組んでいます。全体的な計画に「入船の森の自然を守る」計画を

組み込み、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） 

 

●理念・基本方針については就業規則、人事マニュアル、重要事項説明書等に明文化し、重要事項説明書は保護

者、全職員が保有して確認できるようにしています。理念・基本方針は、年度初め・改定時（１月～２月）に見直

し、職員と目標決定の面接と進捗の面接を年 2 回実施し、理念、基本方針の理解度を確認しています。園長は、理

念、方針をミーティング、会議等で伝え、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、園長は会議等で話し合い、職員間で共通理解を図り、各クラス、委員会・係・フリー、

主任、園長等で検討チームを構成して取り組み、愛児の会（保護者会）、懇談会等で意見交換を行い、保護者の意

見を反映させて決定するようにしています。今回、プールの運用に関する人員配置通知に関して説明を行うと共

に保護者と意見交換を図り、理解が得られるようにしました。 

●スーパーバイズのできる主任クラスの育成は、法人研修や、キャリアアップ研修等に参加して研鑽を図ってい

ます。次期主任候補職員は、横浜市、鶴見区福祉保健センターの主任研修に参加し、実務経験を重ね、人材育成に

つなげています。主任は、職員の業務状況を把握し、職員個々の精神面、体調等に配慮し、必要に応じて助言、相

談に乗る等、コミュニケーションを図りながらサポートしています。また、観察ノートを作成し、職員一人ひとり

に声かけや挨拶を大切にして、心身の健康観察に留意しています。主任は、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。 

 

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、法人系列３園の園長会を通して運営や情報、分析について話し合い、情報を得てい

ます。法人では、コンサルティング会社に依頼し、全体の保育園の状況、運営に関して分析結果を得、主任・園長

会議で報告を受け、情報を園運営に生かしています。重要情報は、会議を通して全職員で話し合い、改善課題とし

て園全体、法人・系列全園で取り組んでいます。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。 

●中期計画として、法人で５か年計画を策定し、計画に沿って毎年、事業計画を策定し、展開しています。法人の

業計画について職員間で「何が求められているか」を話し合い、共通理解を図り、内容に沿って事業計画に盛り込
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んでいます。次代の保育所運営に備え、幹部職員候補の主任の育成に尽力し、公認会計士、TKC 等、専門家の外

部指導を受け、次代の組織運営に備えています。内部監査では月１回、法人が依頼している会計事務所が園に来訪

し、会計チェックを行い、園長、職員一同、健全な園運営に尽力しています。 

 


