
 

基本情報 

 

 

施設名 株式会社小学館集英社プロダクション 

小学館アカデミー新ゆり山手保育園 

所在地 川崎市麻生区万福寺 4-19 プライムアリーナ新百合ヶ丘１階 

電話番号 044-959-2156 

評価年度 平成 28年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

評価方法 

 

 

 

評価実施シート（管理者層合議用） 

（実施期間） 

平成 28年 11月 1.日～ 

平成 28年 11月 24日 

園長が昨年のものから検討・修正（3時間）を行い、それを基に

判定を取りまとめた。（3時間×2及び 2時間×1） 

その上で、法人施設担当と合議し作成した。 

評価実施シート（職員用） 

（実施期間） 

平成 28年 10月 27日 

平成 28年 11月 7日 

全職員（パート職員）含め、自己評価を行い、無記名で所定封

筒に封をして回収。評価機関に提出。 

利用者調査 

(実施期間) 

平成 28年 10月 17日～ 

平成 28年 11月 7日 

利用者 51世帯に保育園を通じてアンケートを配布し、保護者記

入後（無記名）、指定封筒に封入の上、評価機関が用意した回収

箱に保護者に投函してもらい回収及び評価機関に郵送。玄関に

アンケートの実施のポスターを掲示する取り組みを行い職員も

送迎時には声かけを行った。 

評価調査者による訪問調査 

（実施期間） 

平成 28年 12月 21日  

平成 28年 12月 22日 

調査員 2 名が 1.5 日間訪問し、園内を視察及び、子どもと保育

士の関わりの様子を観察し、1日目昼食は 4歳、5歳児と一緒に

食事を行い、食育の様子を観察し、昼食後、職員インタビュー

（各職種責任者）を実施しました。また、延長保育での過ごし

方を観察し、子どもたちが安心して生活している様子を確認し

ました。2日目は園長に、1日目のヒアリングを引き続き実施し

ました。 

 

株式会社Ｒ-CORPORATION 



川崎市福祉サービス第三者評価結果 

 

≪総合評価≫ 

施設の概要・環境・特徴 

【概要・立地面の特色】 

小学館アカデミー新ゆり山手保育園は、株式会社小学館集英社プロダクションの経営です。株式会

社小学館集英社プロダクションは東京都千代田区に本社を置き、1都 3県に認可、認証保育園を展

開し、神奈川県下では川崎市・横浜市に認可保育園を運営し、「楽習保育Ⓡ」を特徴とした保育理

念により、小学館アカデミー全園で一貫した保育を実践しています。新ゆり山手保育園は小田急線

新百合ヶ丘駅から徒歩 5分、大きな交差点の角に立つプライムアリーナ新百合ヶ丘マンションの１

階部分にあります。新百合ヶ丘駅周辺は計画的に都市開発された地域で、町並みは美しく、「都市

景観 100選」にも選定されています。多摩丘陵の丘を切り開いて新都市計画に沿って作られた都市

のため、広い道幅の道路、高層住宅を中心とした街並みの中に自然を残す工夫がなされ、「鶴亀活

公園」、「王禅寺ふるさと公園」、「万福寺さとやま公園」、「万福寺もりの丘公園」等の意図的

に自然を残した都市開発と共に、自然のままの姿・風景も見られる地域です。小学館アカデミー新

ゆり山手保育園は、戸外活動に近隣の公園の活用の他、保育室に加えて 2階に独立した遊戯室を持

ち、十分に体を動かす環境が整い、恵まれた環境、設備が整った保育園です。 

 

≪全体の評価講評≫ 

特に良いと思う点 

【楽習保育Ⓡの確立】 

小学館アカデミー保育園では、首都圏の保育園を開設以来、理念を『「あったかい心」をもつ子ど

もに育てる』に据え、保育の柱を「楽習保育®」に置いて推進してきました。10 年余りの進捗に

より、楽習保育®は「ラーニングセンター」、「本育®」、「ネイチャープログラム」、「リズミック」、

「コミュニケーションプログラム」、「入学準備プログラム」が固定化され、楽習保育では「®」（商

標登録マーク）を取得し、楽習保育®を柱として確固たるものに成長しました。本部の企画力、各

園の実践力が相乗して「楽習保育®」の成長を支え、今後さらなる展開の基礎が確立されたと評価

できます。 

 

 

 

 

 

小学館アカデミー新ゆり山手保育園  

評価年度 28年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 



特に良いと思う点  

【本育Ⓡの推進】 

楽習保育®と共に、本育も「®」（商標登録マーク）を取得し、「本育®」として推進しています。

楽習保育®との違いは、“楽習”保育として身近に楽しく保育の柱に据えた保育理論、システム性

にあるのに対し、本育®は、本、絵本の活用により子どもの豊かな成長を育むプロセスにあると考

えます。法人事業の基礎である「本（活字）」を表現した、本育®のイラストもできました。ハー

ドの面での小学館ライブラリーの充実と共に、ソフトの面での“１日１回の読み聞かせ”に力を入

れて連動を図り、保育の根幹の 1 つとしてさらなる本育®の発展に期待されます。 

 

特に良いと思う点  

【職員の連携・危機管理・意識改革・共通理解】 

昨年度は「30秒の誓い」を唱和し、小学館アカデミー保育園全園で取り組みました。この活動で１つ 

のことを同じ目線で考えられる体制が整えられました。今年度はこれをさらに進めて１つのことを職員 

の連携で対応できるようレベルアップし、連携により危機管理・意識改革・共通理解ができる体制を進 

めています。組織として、担当係、園内プロジェクトとして職員同士が連携を図ることに力を入れ、有 

機的な組織作りに取り組んでいます。園長は、「1＋1＝2」に止まらず、より 3～4 の力が発揮できるよ 

うに努力を重ねていく意思を持ち、さらなる期待が膨らみます。 

 

さらなる期待がされる点 

【楽習保育Ⓡの定着】 

小学館アカデミー保育園の楽習保育Ⓡは保育の幅を広げる点でほぼ完成に近いと思います。ラーニング

センター、本育Ⓡ、ネイチャープログラム、リズミック、コミュニケーションプログラム、入学準備プ

ログラムとやるべき項目は揃い、職員個々の手法も益々広がりをみせています。これを更に進化させる

には根本となる保育理論の構築も望まれます。例えば、モンテッソーリの保育理論、ピアジェの構成論

が挙げられます。他については、先に理論ありきですが、楽習保育Ⓡは実践から構成される理論となっ

ていくよう期待いたします。 

 

さらなる期待がされる点 

【得意分野を伸ばし、さらなる職員の質の向上を】 

前述の如く、１つのことを職員の連携で対応できるようレベルアップを図り、職員のベクトルを合わせ

て進んでいく体制が整い、職員の各々が持つ得意分野を通常の業務に相乗して個々の得意分野を生かす

ことができれば、より一層の質の高い保育が提供できるようになります。しかし現状、ベクトルの合致

を図りこれからスタートする段階にあると捉え、担任の職務の枠の中で普段の保育を進める以外に個人

の得意分野を伸ばすのは時間を要するとのことですが、得意分野が発揮できた時、小学館アカデミー

新ゆり山手保育園の保育に厚みが出ると思われます。個々の得意分野が生きる連携の取り組みに期待

しています。 

 

 

 



 

さらなる期待がされる点 

【楽習保育Ⓡの保育理論化】 

小学館アカデミー保育園の「楽習保育Ⓡ」は、保育の幅を広げる点でほぼ完成に近いと思います。ラー

ニングセンター、本育Ⓡ、ネイチャープログラム、リズミック、コミュニケーションプログラム、入学

準備プログラムとやるべき項目は固定化され、職員個々の手法も益々広がりをみせています。これをさ

らに進化させるには根本となる保育理論の構築も望まれます。例えば、モンテッソーリの保育理論、ピ

アジェの構成論が挙げられます。楽習保育Ⓡについては、実践から構成される理論となっていくよう期

待いたしております。 

 

≪共通評価項目の評価結果≫ 

 

 

 

 

 

 

 

共通評価領域 １ サービスマネジメントシステムの確立 

●園の必要な情報は、川崎市のホームページ、園のホームページ・ブログや、麻生区子育てガイドブッ

や、川崎市子育てガイドブックにも掲載して情報を提供しています。27 年度より、麻生区ホームペー

ジのイベントカレンダーに子育て支援企画予定に掲載され、利用問い合わせをいただいています。サー

ビス利用開始後は慣らし保育を実施し、これまでの集団保育経験や年齢、家族状況を考慮して慣らし保

育の計画を立て、それぞれの状況に応じて配慮しています。また、降園時にその日の様子を連絡帳や掲

示物で伝え、口頭でも細かく伝えるようにし、保護者の不安軽減に努めています。 

●法人独自の保育課程、園独自の保育課程を基に年間保育計画を作成し、養護、教育、各領域を考慮し、

月齢ごとに月案・週案・日案を立案して職員間で共有しています。年間指導計画は、看護師による保健

計画、栄養士による食育計画も加味してきめ細かく策定しています。また、指導計画に基づいて保育を

実施し、適切に記録を行っています。 

●提供するサービスの実施方法については、年間保育計画に沿って保育を実施し、運営は施設運営の手

引きに基づいて保育を実践しています。職員は配属前研修を受け、研修テキストを各自保有及し、配属

後も園長や法人本部担当者が実施の確認を行い、必要に応じて個別指導を受けています。子どもに関す

る実施状況は、所定の記録書式（児童票、健康記録、面談記録等）から確認し、日々の記録は保育日誌

に記入しています。1 歳、2 歳児の個人記録は、複写式の連絡帳に記録し、保護者、園双方で保管して

います。3 歳～5 歳児に関しては、必要に応じて連絡帳に記録し、観察個人記録の補足として補助簿を

活用して記録しています記録内容や書き方については、職員個々に差異がでないよう園内研修や勉強会

で統一ある記載に努めています。 

＜サービス実施に関する項目＞ 



評価分類 

（１）サービスマネジメントシステムの確立 

 

A 

●園の必要な情報は、川崎市のホームページ、園のホームページ・ブログや、麻生区子育てガイドブッ

や、川崎市子育てガイドブックにも掲載して情報を提供しています。27 年度より、麻生区ホームペー

ジのイベントカレンダーに子育て支援企画予定に掲載され、利用問い合わせをいただいています。                                  

●入園前説明会では、「入園のしおり」、重要事項説明書を基に、保育理念・方針を伝え、保育内容、

1 日の過ごし方、園生活での持ち物や、延長保育、費用について説明を行い、保護者から同意を得てい

ます。また、「個人情報についての承諾書」、「重要事項説明書」の承諾書の提出もいただいています。

入園前説明会時には面談を行い、保育士との個別面談や、栄養士や看護師が同席してアレルギー除去食

や給食についての面談も実施しています。 

●サービス利用開始後は慣らし保育を実施し、これまでの集団保育経験や年齢、家族状況を考慮して慣

らし保育の計画を立て、それぞれの状況に応じて配慮しています。また、降園時にその日の様子を連絡

帳や掲示物で伝え、口頭でも細かく伝えるようにし、保護者の不安軽減に努めています。 

●年長児は法人独自の「入学準備プログラム」を行い、就学に向けて必要な基礎につなげています。園

長や担任は、校長園長会議や実務担当者会議に出席し、実際の授業を見学する等、日頃の子どもの様子

や、進学までに必要な事柄について意見交換を図り、保護者へ就学先の小学校の情報や行事等を知らせ

て就学に向けた支援を行っています。 

 

評価項目 実施の可否 

①  保護者等（利用希望者を含む）に対してサービス選択に必要な情報を提供している。 ○ 

② サービスの開始にあたり保護者等に説明し同意を得ている。 ○ 

③ サービス利用開始後に、子どもの不安やストレスが軽減されるような支援を行っている。 ○ 

④ 就学がスムーズに行われるよう、保育の方法や保護者とのかかわりに配慮されている。 ○ 

 

評価分類 

（２）手順を定め、その手順に従ってアセスメントを行い、サービス実施計画を策定している。 

 

A 

●子どもの心身の状況・生活状況、家庭の要望等について、入園前面談票、児童票から情報を把握及び

記録を行い、必要な事柄は職員会議等で確認し、指導計画に反映させ、個別援助に役立てています。入

園後に状況が変化した場合は、個人補助簿に記録し、職員会議等で共有を図り、保育に生かしています。 

●法人独自の保育課程、園独自の保育課程を基に年間保育計画を作成し、養護、教育、各領域を考慮し、

月齢ごとに月案・週案・日案を立案して職員間で共有しています。年間指導計画は、看護師による保健

計画、栄養士による食育計画も加味してきめ細かく策定しています。また、1 歳、2 歳児は、個別指導

計画を毎月立て、3 歳～5 歳児はクラスごとに作成し、障害を持つ児や配慮が必要な子どもは幼児でも

個別計画を立て、一人ひとりに合った計画を作成しています。 

●実施計画の見直しについては、乳児はクラス単位で行い、幼児は担任間で話し合い、一人ひとりの心

身の状況や家庭状況等を適宜把握に努め、計画の見直しを行っています。見直した内容は、翌期、翌月、

翌週の指導計画作成に反映しています。必要事項は、職員会議、昼の打合せで全職員に周知、個々の子

どもの状況等に応じて変更した場合は、振り返りに記載し、翌月の内容に反映させています。    

 



評価項目 実施の可否 

① 手順を定め、その手順に従ってアセスメントを行っている。 ○ 

② 指導計画を適正に策定している。 ○ 

③ 状況に応じてサービス実施計画の評価・見直しを行っている。 ○ 

 

評価分類 

（３）サービスの実施の記録が適切に行われている。 

 

A 

●子どもに関する実施状況は、所定の記録書式（児童票、健康記録、面談記録等）から確認し、日々の

記録は保育日誌に記入しています。1 歳、2 歳児の個人記録は、複写式の連絡帳に記録し、保護者、園

双方で保管しています。3 歳～5 歳児に関しては、必要に応じて連絡帳に記録し、観察個人記録の補足

として補助簿を活用して記録しています記録内容や書き方については、職員個々に差異がでないよう園

内研修や勉強会で統一ある記載に努めています。 

●記録については、記録管理責任者を園長とし、個人記録等は事務所の鍵のかかる書庫に保管し、持ち

出しの際は、紛失等が無いよう全職員で心掛けています。職員は、配属前研修にて個人情報保護法、情

報開示の研修を受け、理解して遵守しています。 

●子どもに関する情報は、全職員が参加する職員会議で確認及び情報を共有し、リーダー会議、乳・幼

児会議、給食保健会議でも情報の共有を図っています。伝えるべき内容や配慮が必要な家庭については、

伝達ノート及び昼の打ち合わせ、緊急会議等で伝え、全職員で共有しています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 子どもに関するサービス実施状況の記録が適切に行われている。 ○ 

② 子どもに関する記録の管理体制が確立している。 ○ 

③ 子どもの状況等に関する情報を職員間で共有している。 ○ 

 

 

 

評価分類 

（４）提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。 

 

A 

●提供するサービスの実施方法については、年間保育計画に沿って保育を実施し、運営は施設運営の手

引きに基づいて保育を実践しています。職員は配属前研修を受け、研修テキストを各自保有及し、配属

後も園長や法人本部担当者が実施の確認を行い、必要に応じて個別指導を受けています。また、法人本

部で作成された年度別の研修プログラムに参加し、研鑚を図っています。業務分担表は明示し、職員の

仕事分担について周知しています。                  

●保育課程の実施状況上の問題点や課題については、週次、月次、期、年間で把握し、対応に努め、次

期計画に反映させています。また、保護者のアンケート結果や、意見等については、法人本部担当職員

と相談や見直しを図り、対応に努めています。マニュアルの内容や、要望、意見等に関しては、法人本

部で改善課題として取り上げ、見直しを行う仕組みを構築しています。子どもについては、視診表で１

日の様子を確認し、衛生チェックシートも併せて活用しています。 



 

 

評価項目 実施の可否 

① 緊急時（事故、感染症の発生時など）における子どもの安全確保のための体制が整備されている。 ○ 

② 災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行っている。 ○ 

③ 子どもの安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 実施の可否 

①  提供するサービスについて、標準的な実施方法が文書化されサービスが提供されている。 ○ 

② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。 ○ 

評価分類 

（５）利用者の安全を確保するための取組が行われている。 

 

A 

●緊急時の対応、感染症の対応に関して、施設運営の手引きにマニュアルが明文化され、職員に周知し

ています。看護師は毎日、定時に巡回し、子ども一人ひとりの視診を行い、感染症の早期発見に努めて

います。感染症が園内で発生した場合は、速やかに玄関に掲示を行い、保護者に周知を図り、蔓延に注

意しています。職員は、職員会議等で看護師から感染症の対応について説明を受け、速やかに対応でき

るよう研鑚しています。 

●避難訓練は、年間計画に沿って月 1回実施し、様々な状況を想定した訓練を行っています。園では、

災害の影響を把握し、建物、設備等への必要な対策を講じています。また、災害時の保護者への安否確

認方法として、安心伝言板・災害伝言ダイヤル・園のブログでの保護者及び職員に対して連絡体制のテ

スト訓練等を実施し、安全確保に取り組んでいます。備蓄では、食料や備品等の備蓄リストを作成し、

管理者を決めて整備し、定期的に更新・補充する等、災害に備えています。警察と連携して防犯訓練も

実施しています。 

●事故等の未然防止、実際の場面で生かせるよう、安全管理や危機管理、救急救命等の研修に職員が順

次参加して知識を習得しています。し、ヒヤリハットマップの見直しを随時行い、リスクを常に心掛け、

安全確保に努めています。午睡時には子どもの様子を定期的に確認し SIDS チェック表に記録していま

す。 



 

 

共通評価領域 ２ 人権の尊重 

●職員は、子ども一人ひとりの個性を理解し、共感し合えるよう子どもの立場に立って物事を考え、子

どもの気持を受け止めるよう努めています。また、自分の意見をはっきり言える環境作りに努めていま

す。性差等の先入観や、固定的観念による言葉掛けは慎み、個々の子どもの好みや得意な面を大切にし

て伸ばすよう、体験を加えた楽習保育Ⓡ及び保育理念についての研修を受け、保育に当たっています。

人権についての研修は園内外で受講し、児童憲章等法令を遵守し、子どもの人権を最優先にした保育を

心がけています。 

●虐待の早期発見については、施設運営の手引きに沿い、子どもの心身の状態、不適切な養育等に留意

し、朝の視診を大切にして日常保育の中で変化に気付くよう早期発見に努めています。また、職員間で

情報交換を密に図り、気になる状態については迅速に園長に報告し、関係機関等との連携により適切な

対応ができるよう体制を整えています。 

●プライバシー保護に関するマニュアルを整え、個人情報に関しては重要事項説明書に明示して保護者

から同意を得、情報を外部と取り交わす必要が生じた場合も同意を得ています。プライバシー保護につ

いては、特に肖像権について、入園前に書面で取り交わして承諾を得た上で掲示、掲載を行い、夏季の

プール時にも十分配慮しています。職員に対しては、守秘義務について常に周知し、配属前研修等を受

講して理解し、入職時に誓約書を提出しています。 

評価分類 

（１）サービスの実施にあたり、利用者の権利を守り、個人の意思を尊重している。 

 

A 

●保職員は、子ども一人ひとりの個性を理解し、共感し合えるよう子どもの立場に立って物事を考え、

子どもの気持を受け止めるよう努めています。また、自分の意見をはっきり言える環境作りに努めてい

ます。園では、出席簿は月齢順にしています。 

●性差等の先入観や、固定的観念による言葉掛けは慎み、個々の子どもの好みや得意な面を大切にして

伸ばすよう、体験を加えた楽習保育Ⓡ及び保育理念についての研修を受け、保育に当たっています。人

権についての研修は園内外で受講し、児童憲章等法令を遵守し、子どもの人権を最優先にした保育を心

がけています。 

●虐待の早期発見については、施設運営の手引きに沿い、子どもの心身の状態、不適切な養育等に留意

し、朝の視診を大切にして日常保育の中で変化に気付くよう早期発見に努めています。また、職員間で

情報交換を密に図り、気になる状態については迅速に園長に報告し、関係機関等との連携により適切な

対応ができるよう体制を整えています。気になる家庭については、担任及び園長が保護者と面談を行い、

家庭の生活状況に応じた対応を行い、状況は職員会議で情報共有を図り、継続的に観察していくように

しています。 

評価項目 実施の可否 

①  日常の保育にあたっては、個人の意思を尊重している。 ○ 

②  子どもを尊重したサービス提供について共通の理解を持つための取組を行っている。 ○ 

③  虐待の防止・早期発見のための取組を行っている。 ○ 



 

評価分類 

（２）利用者のプライバシー保護を徹底している。 

 

A 

●プライバシー保護に関するマニュアルを整え、個人情報に関しては重要事項説明書に明示して保護者

から同意を得、情報を外部と取り交わす必要が生じた場合も同意を得ています。プライバシー保護につ

いては、特に肖像権について、入園前に書面で取り交わして承諾を得た上で掲示、掲載を行い、夏季の

プール時にも十分配慮しています。職員に対しては、守秘義務について常に周知し、配属前研修等を受

講して理解し、入職時に誓約書を提出しています。                 

●子どもの要求や訴えに対しては、子どもの気持を理解して受け止め、保育士が代弁する等、どうした

らいいのかを知らせて援助し、子ども一人ひとりの気持ちに寄り添いながら支援を行っています。排泄

に失敗した場合は、職員は優しく対応し、子どもの心を傷つけないよう配慮しています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 子どもや保護者に関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合には、利用者の同意を

得るようにしている。 

○ 

② 利用者の気持ちに配慮した支援を行っている。 ○ 

 

 

 

 

 

共通評価領域 ３ 意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供 

●利用者満足の把握に向けて、日々、保護者とのコミュ二ケーションを大事にし、子どもの成長を共に

喜び、信頼関係作りを心がけ、懇談会、保育参観、個人面談、行事後のアンケート等から意見を抽出し、

保育に反映させています。園全体に関する利用者満足については、連絡帳、意見箱の設置、保護者会、

運営委員会を通して意見等を聞き、利用者満足の向上に役立てています。運営委員会の議事録は掲示し

て保護者に知らせています。子どもに対しては、信頼関係を大切にして優しく接しています。 

●相談や意見が述べやすい環境作りの工夫では、保護者と連絡帳でのやりとりを密にし、信頼関係を大

切にし、担任をはじめ、園長とも話しやすい雰囲気作りに努めています。子どもの希望や意見は、日々

の保育の中から吸い上げ、意見を尊重し、遊びに取り入れて柔軟に展開する等、子どもが主体的に活動

できるようにしています。苦情解決の仕組みについては、園のしおりに記載し、苦情解決責任者・苦情

受付担当者・第三者委員を設置し、直接苦情を申し出ることができることを掲示し、保護者に知らせし

ています。対応マニュアルは随時、見直しを行っています。 

●職員は、個々の子どもの家庭・生活環境を把握した上で、子ども同士のトラブルに関しては、双方の

気持ちを代弁し、表現の仕方を伝え、子ども同士で互いを認め合えるよう援助しています。気になる子

ども、配慮が必要な子どもについては個別指導計画を作成し、職員間で情報共有を図り、その子の性格

や特性を考慮しながら園生活が送れるよう全職員で支援し、また、子ども同士の関わりの中から共に育

まれるよう援助しています。 



評価分類 

（１）利用者の意向の集約・分析とサービス向上への活用に取り組んでいる。 

 

A 

●利用者満足の把握に向けて、日々、保護者とのコミュ二ケーションを大事にし、子どもの成長を共に

喜び、信頼関係作りを心がけ、懇談会、保育参観、個人面談、行事後のアンケート等から意見を抽出し、

保育に反映させています。園全体に関する利用者満足については、連絡帳、意見箱の設置、保護者会、

運営委員会を通して意見等を聞き、利用者満足の向上に役立てています。運営委員会の議事録は掲示し

て保護者に知らせています。また、定期的に第三者評価を受審し、外部の意見を取り入れて園の改善に

活かしています。子どもに対しては、信頼関係を大切にして優しく接しています。 

●園全体に関する利用者満足については、連絡帳、ふれあい箱（意見箱）の設置、運営委員会を通して

意見等を聞き、利用者満足の向上に役立てています。運営委員会では保護者の意見を聞く機会を設け、

園の活動内容や保育の理解を促し、より良い園運営につなげています。運営委員会の議事録は掲示して

保護者に知らせています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 利用者満足の把握に向けた仕組みを整備している。 ○ 

② 利用者満足の向上に向けた仕組みを整備し、サービス向上に取り組んでいる。 ○ 

 

評価分類 

（２）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

 

A 

●相談や意見が述べやすい環境作りの工夫では、保護者と連絡帳でのやりとりを密にし、信頼関係を大

切にし、担任をはじめ、園長とも話しやすい雰囲気作りに努めています。子どもの希望や意見は、日々

の保育の中から吸い上げ、意見を尊重し、遊びに取り入れて柔軟に展開する等、子どもが主体的に活動

できるようにしています。 

●苦情解決の仕組みについては、園のしおりに記載し、苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員

を設置し、直接苦情を申し出ることができることを掲示し、保護者に知らせしています。また、法人本

社担当部署、川崎市への連絡方法も周知しています。苦情は記録し、職員間で共有を図り保管していま

す、対応マニュアルは随時、見直しを行い、苦情内容については法人系列園とも共有を行い、改善に役

立てています。 

●苦情に関するマニュアルは報告の手順や、対応策の検討など詳しく記載されており、対応マニュアル

は随時見直しを行っています。意見や提案は、職員会議で共有し、協議及び柔軟な対応に努め、問題解

決に努めています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 子どもや保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。 ○ 

② 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。 ○ 

③ 子どもや保護者からの意見等に対して迅速に対応している。 ○ 

 

 



評価分類 

（３）子ども一人ひとりの発達の状態に応じた援助を行っている。 

 

A 

●職員は、個々の子どもの家庭・生活環境を把握した上で、子ども同士のトラブルに関しては、双方の

気持ちを代弁し、表現の仕方を伝え、子ども同士で互いを認め合えるよう援助しています。 

●保育環境については、発達段階や興味・関心に即した玩具や遊具を揃え、子どもの自由な発想や工夫

して遊べるよう環境を整えています。また、季節行事を大切にして四季の変化を体感し、夏祭り、ハロ

ウィン、お店屋さんごっこなど異年齢で関わる楽しさや、様々な経験を通して豊かな感性が育めるよう

保育環境を整えています。 

●子どもの発達に応じて遊具や絵本、図鑑を整え、子どもの状況や季節に応じて内容を工夫し、様々な

表現、豊かなイメージで遊びが展開できるよう保育を進めています。職員は、子ども達に一人ひとりは

違うことを伝え、それぞれの子どもが自身に自信を持ち、友だちと認め合うことができるよう育んでい

ます。 

●気になる子ども、配慮が必要な子どもについては個別指導計画を作成し、職員間で情報共有を図り、

その子の性格や特性を考慮しながら園生活が送れるよう全職員で支援し、また、子ども同士の関わりの

中から共に育まれるよう援助しています。  

 

 

 

 

 

評価項目 実施の可否 

① 子ども一人ひとりを受容し、その発達の過程や生活環境などの理解を深めて働きかけや援助が行

われている。 

○ 

② 様々な人間関係や友達との協同的な体験ができ、生活が豊かになるような環境が整備されている。 ○ 

③ 子どもが主体的に活動し、自分を表現し、他者の表現を受け入れる力が育つように支援している。 ○ 

④ 特別の配慮が必要な子ども（障害のある子どもを含む）の保育にあたっては、他の子どもとの生活

を通して共に成長できるように援助している。 

○ 

共通評価領域 ４ サービスの適切な実施 

●登園時には保護者に挨拶や声かけを行い、家庭での子どもの様子、体調を口頭で確認し、視診を行い、

体調・機嫌など詳細に観察し、記録して保育に生かしています。休息（昼寝含む）の長さや時間帯は、

その日の子どもの状況に応じて休息時間を調整し、活動と休息のバランスが保たれるよう個別対応を行

っています。1 日の子どもの様子は、乳児は連絡帳及び口頭で伝え、幼児は必要に応じて連絡帳で個別

に伝えています。その日の活動内容は、各クラスの保育日誌に記載し、玄関に掲示して保護者に伝えて

います。 

●長時間保育では、長時間保育計画を基に、各年齢の子どもが思い思いに遊べるよう保育環境を整え、

子どもの要求に応え、落ち着いて過ごせるように配慮しています。また、状況に応じて合同保育時間と

し、家庭的な雰囲気の中、異年齢で安全にゆったりと過ごせるよう環境設定に配慮しています。園では

18 時を過ぎた時間におやつを提供し、19時以降の場合は家庭の要望に応じて補食を提供しています。 



 

評価分類 

（１）家庭と保育所の生活の連続性を意識して保育を行っている。 

 

A 

●登園時には保護者に挨拶や声かけを行い、家庭での子どもの様子、体調を口頭で確認し、視診を行い、

体調・機嫌など詳細に観察し、記録して保育に生かしています。普段と様子が違う場合は、担任・主任・

栄養士が連携を図り、対応しています。 

●基本的な生活習慣は、年齢の発達や個別の状況を考慮し、家庭と連携を図りながら、手荒し、うがい、

排泄、着脱、食事マナー等、看護師、栄養士、保育士が援助を行っています。看護師は手洗いの仕方や、

歯の磨き方を指導し、栄養士は食育を通して健康に関心が持てるよう子どもが楽しく興味が持てるよう

伝え、健康な生活を送るための習慣や態度が身に付けられるよう取り組んでいます。 

●休息（昼寝含む）の長さや時間帯は、その日の子どもの状況に応じて休息時間を調整し、活動と休息

のバランスが保たれるよう個別対応を行っています。午睡では、心地よい眠りにつけるよう睡眠環境に

配慮しています。 

●1日の子どもの様子は、乳児は連絡帳及び口頭で伝え、幼児は必要に応じて連絡帳で個別に伝えてい

ます。その日の活動内容は、各クラスの保育日誌に記載し、玄関に掲示して保護者に伝えています。 

●保護者の考え方や提案は、全体保護者会、クラス懇談会、個人面談、運営委員会、送迎時等を通して

意見を聞く機会を設けています。また、ふれあい箱（意見箱）を設置し、行事後はアンケートを実施し、

抽出した意見は次回の行事に反映させています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 登園時に家庭での子どもの様子を保護者に確認している。 ○ 

② 子どもが基本的な生活習慣を身につけ、積極的に身体的な活動ができるよう支援を行っている。 ○ 

③ 休息（昼寝も含む）の長さや時間帯は子どもの状況に配慮している。 ○ 

④ お迎え時に、その日の子どもの状況を保護者一人ひとりに直接伝えている。 ○ 

⑤ 保育所の保育に関して、保護者の考え方や提案を聴く機会を設けている。 ○ 

 

●食事では、給食前に今日の献立を紹介し、食べる楽しさや食材への関心につながるよう全クラスで行

っています。各年齢に応じて食事の大切さを伝え、また、正しい食事のマナーが身につくよう取り組ん

でいます。栄養士は、各クラスを巡回し、喫食状況を観察及び確認して工夫に努めています。アレルギ

ー除去食については、専用トレーを用い、名前、除去食内容のプレートで示し、給食室、配膳者、提供

者が確認及び細心の注意を払い、誤配膳、誤食がないよう留意して実施しています。 

評価分類 

（２）保育時間の長い子どもが落ち着いて過ごせるような配慮をしている。 

 

A 

●長時間保育では、長時間保育計画を基に、各年齢の子どもが思い思いに遊べるよう保育環境を整え、

子どもの要求に応え、落ち着いて過ごせるように配慮しています。また、状況に応じて合同保育時間と

し、家庭的な雰囲気の中、異年齢で安全にゆったりと過ごせるよう環境設定に配慮しています。園では

18 時を過ぎた時間におやつを提供し、19 時以降の場合は家庭の要望に応じて補食を提供しています。

引き継ぎについては、各クラスの視診表を基に、担任と保護者に伝達漏れがないよう留意しています。                        



 

評価項目 実施の可否 

① 保育時間の長い子どもが落ち着いて過ごせるような配慮をしている。 ○ 

② 年齢の違う子どもとも楽しく遊べるような配慮をしている。 ○ 

 

 

評価項目 実施の可否 

① 子どもが楽しく、落ち着いて食事を取れるような雰囲気作りに配慮している。 ○ 

② メニューや味付けなどに工夫をしている。 ○ 

③ 子どもの体調や文化の違いに応じた食事（アレルギー対応を含む）を提供している。 ○ 

④ 保育所の食事に関する取組を保護者に対して伝える活動をしている。 ○ 

 

 

 

 

 

●朝夕の乳児・幼児合同保育では異年齢で遊びを楽しめるよう環境に配慮しています。異年齢で一緒に

遊ぶことで、互いへの思いやりや、年上の児への憧れが生まれ、真似をしたり、見たり聞いたりするこ

とで多くを覚え、楽しく、兄弟のように貴重な時間を過ごしています。保育士は遊びの工夫をし、環境

設定に配慮し、子どもが安心で安全な空間の中で楽しい時間になるよう配慮しています。異年齢保育で

は行事を通じて展開し、3 歳、4 歳、5 歳児の 3 人組で買い物に出かけたり、お店屋さんごっこ等を行

い、保育士が言葉を添えて仲立ちをしながら遊びを進めています。 

評価分類 

（3）子どもが楽しく安心して食べることができる食事を提供している。 

 

A 

●食事では、給食前に今日の献立を紹介し、食べる楽しさや食材への関心につながるよう全クラスで行

っています。各年齢に応じて食事の大切さを伝え、また、正しい食事のマナーが身につくよう取り組ん

でいます。 

●食事の献立は、川崎市の統一献立を参考にして栄養士が園独自の献立を作成し、旬の食材を取り入れ

て季節感を大切にして提供しています。献立表は園内に掲示し、毎月１日に園だよりと共に各家庭に配

布しています。毎日の給食は、玄関にサンプルを掲示し、その日の献立内容、量を知らせています。ま

た、子どもの人気メニューは、希望者にレシピを配布し、食への関心につなげています。 

●アレルギー除去食については、専用トレーを用い、名前、除去食内容のプレートで示し、給食室、配

膳者、提供者が確認及び細心の注意を払い、誤配膳、誤食がないよう留意して実施しています。栄養士

は、アレルギー児の保護者と個別面談を定期的に行い、状態を把握して献立に生かしています。園では、

体調が悪い子どもには保護者の要望に応じて配慮食を提供しています。 

●食育活動については、今年度は年間を通して畑での栽培・収穫体験を実施し、1 歳児から食育に参加

しています。また、毎月１回、年齢に合った内容を取り入れて食への関心を高めています。食育活動の

様子は、写真の掲示やブログで保護者に紹介し、送迎時にも口頭で伝えています。 



評価分類 

（４）子どもが心身の健康を維持できるよう支援を行なっている。 

 

A 

●身の回りの危険について、園内及び散歩時のヒヤリハットマップを作成し、毎月、職員はヒヤリハッ

トを記録及び提出し、職員会議等で全職員が確認し、振り返りを行っています。また、定期的に園内研

修で危機管理共通の事例のワークブックを活用して話し合いを設けています。園内外の安全について

は、安全確認チェックリストで確認を行い、ヒヤリハットマップも更新及び見直し・修正を適宜実施し

て安全を確保しています。         

●健康診断・歯科健診は定期的に実施し、診断結果は個別シートに記録し、保護者へはその日の内に伝

え、歯科健診については健診結果に応じて個別に知らせています。また、職員にも周知し、保育に反映

させています。歯磨き指導は、1 歳、2 歳は口をゆすぐようにし、3 歳から歯ブラシでの指導を行って

います。 

●感染症情報は入手した情報を園内に掲示して保護者に知らせ、注意喚起を行っています。感染症が園

内で発生した場合は、玄関の感染症のお知らせコーナーに感染症の詳細と予防法を一緒に掲示して予

防、蔓延に注意し、病気における説明や予防についても提供しています。感染症等の様子や季節の必要

な情報は、看護師が保健だよりで掲載し、保護者に啓蒙しています。SIDS に関しては、危険性とチェ

ック表について入園前説明会で保護者に伝えています。午睡時のブレスチェックでは、1 歳、2 歳児は

10 分おき、3 歳児以上は 15 分おきに呼吸・向き・意識・顔色のチェック確認を行い、予防に努めてい

ます。 

  

評価項目 実施の可否 

① けがや病気を防止するため、日頃から身の回りの危険について子どもに伝えている。 ○ 

② 健康診断・歯科健診の結果について、保護者や職員に伝達し、それぞれの保育に反映させている。 ○ 

③ 保護者に対して感染症や乳児突然死症候群（SIDS）等に関する情報を提供し、予防に努めている。 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

評価分類 

（１）事業所が目指していること（理念・基本方針）を明確化・周知している。 

 

A 

●保育理念、保育方針はホームページ、園のパンフレット、入園のしおりに掲載し、常に目につくよう

園内にも数か所掲示を行い、保護者に説明をして理解を促しています。職員の行動規範は、4分冊に分

割した施設運営の手引きに詳細に記載され、保育の実践に規範となる内容になっています。園では、理

念に沿って「心を育てる」ことを大切にし、目指す方向・考え方をわかりやすく示しています。                                          

●職員は、理念、保育方針について配属前研修で詳しく説明を受け、配属後も法人本部主催のフォロー

アップ研修、ステップアップ研修、アドバンス研修で学び、園内研修や職員会議でも確認を行い、保育

指導計画に反映するよう努めています。日常保育では、定期的に理念・保育方針を確認する機会を設け、

目指す保育が的確に実施されているかの振り返りを行っています。 

●保護者への周知では、理念や基本方針についてわかりやすい資料を作成し、入園説明会や保護者会、

運営委員会時に、理念・保育方針、保育計画の説明を行い、どのように保育に生かされているかを知ら

せています。今年度より、楽習保育Ⓡについての掲示コーナーを設け、定期的に掲示して取り組みにつ

いて理解を促しています。また、行事の際には保護者が楽習保育Ⓡの取り組みを感じられるよう話をし

ています。 

 

 

＜組織マネジメントに関する項目＞ 

共通評価領域 ５ 運営上の透明性の確保と継続性 

●保育理念、保育方針はホームページ、園のパンフレット、入園のしおりに掲載し、常に目につくよう

園内にも数か所掲示を行い、保護者に説明をして理解を促しています。職員の行動規範は、4分冊に分

割した施設運営の手引きに詳細に記載され、保育の実践に規範となる内容になっています。理念、基本

方針の実現に向けて、法人本部で中・長期計画を策定し、中・長期計画に沿って目標を設定し、現状分

析、課題及び問題を把握し、質の高い保育に向けて取り組んでいます。園独自に「新ゆりマニュアル保

存版」を作成し、保育に活用しています。 

●園長の役割・責任・職務については、施設運営の手引き及び事業所の管理規程にて明文化されていま

す。職員は、理念、保育方針について配属前研修で詳しく説明を受け、配属後も法人本部主催のフォロ

ーアップ研修、ステップアップ研修、アドバンス研修で学び、園内研修や職員会議でも確認を行い、保

育指導計画に反映するよう努めています。園長は、職員と連携を図りながら円滑な運営に取り組み、保

育サービスの質について気を配り、実施上の課題を抽出して改善に努めています。また、子どもの健全

育成を目指し、積極的に職員研修の推進に努め、職員の育成・指導に尽力しています。業務の効率化に

ついては、主任と共に、組織的に伝達の流れの効率化を図り、経営、改善に向けた運営に努めています。 

●サービス内容について、定期的に評価を行う体制を整備し、年間指導計画については定めた時期に評

価基準に基づき半期ごと自己評価を実施し、毎月、月目標に対する振り返りを行っています。また、園

内プロジェクト活動を展開し、自主性と責任の明確化を図っています。さらに、第三者評価受審を定期

的に受審して質の向上に努め、園内プロジェクト、自己評価の結果、保護者からの意見等から課題を抽

出し、見直しを図り、行事及びサービス内容の改善への努力を行っています。 



評価項目 実施の可否 

① 理念・基本方針を明示している。 ○ 

② 理念・基本方針について、職員の理解が深まるような取組を行っている。 ○ 

③ 理念・基本方針について、利用者本人や家族等の理解が深まるような取組を行っている。 ○ 

 

評価分類 

（２）実践的な課題・計画策定に取り組んでいる。 

 

A 

●理念、基本方針の実現に向けて、法人本部で中・長期計画を策定し、中・長期計画に沿って目標を設

定し、現状分析、課題及び問題を把握し、質の高い保育に向けて取り組んでいます。全職員で園の良い

ところ、課題を抽出し、課題については共有して改善に組んでいます。                  

●中・長期計画の内容を反映させて、具体的な単年度の事業計画を策定しています。 

●事業計画の項目ごとに園内プロジェクトを設定し、全職員はいずれかのプロジェクトに所属し、各プ

ロジェクトの目標達成が園の目標達成・体質改善につながり、事業計画の推進力となっています。 

●中・長期計画、単年度事業計画等については、園長が職員会議で説明を行い、全職員で確認し、理解

を深めています。計画書等は書庫に保管し、いつでも取り出して確認できるようにしています。 

●事業計画における保護者に関係する改善内容については園のしおりに記載し、保護者に説明を行い、

必要事項は掲示して周知しています。保育指導計画は、保護者会時に各クラスの保育計画について保護

者に説明しています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 理念・基本方針の実現に向けた中・長期計画が策定されている。 ○ 

② 中・長期計画を踏まえた年度単位の事業計画が策定されている。 ○ 

③ 事業計画の策定が組織的に行われている。 ○ 

④ 事業計画が職員に周知されている。 ○ 

⑤ 事業計画が保護者等に周知されている。 ○ 

 

評価分類 

（３）管理者は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている。 

 

A 

●園長の役割・責任・職務については、施設運営の手引き及び事業所の管理規程にて明文化されていま

す。園長は、職員と連携を図りながら円滑な運営に取り組み、保育サービスの質について気を配り、実

施上の課題を抽出して改善に努めています。また、子どもの健全育成を目指し、積極的に職員研修の推

進に努め、職員の育成・指導に尽力しています。また、職員の職務分担表を作成し、権限の委譲と責任

の明確化を図り、園独自に「新ゆりマニュアル保存版」を作成し、児童記録も児童票と保育指針を併せ

た内容を作成し、保育に活用しています。                                       

●園長は、職員個々の希望や適性を把握して研修計画を立案し、各職員の目標を共有して保育力向上に

向けた環境作りに取り組んでいます。また、研修受講後は、職員間で共有し、一人ひとりの質の向上に

つなげています。園長は、保育園の良いところや課題を把握し、改善に向けた具体的な取り組みを示し、

職員の意見も取り入れながら指導及び継続的な取り組みに尽力しています。 



●子どもの最善の利益を考慮し、経営や業務の効率化の改善に向けて分析を行い、組織の理念や基本方

針の実現に向けて、人員配置職員の働きやすい環境の整備等具体的に取り組んでいます。また、主任と

共に、組織的に伝達の流れの効率化を図り、経営、改善に向けた運営に努めています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。 ○ 

② 質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している。 ○ 

③ 経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮している。 ○ 

 

評価分類 

（４）質の向上に向けた取組が組織的に行われている。 

 

A 

●サービス内容について、定期的に評価を行う体制を整備し、年間指導計画については定めた時期に評

価基準に基づき半期ごと自己評価を実施し、毎月、月目標に対する振り返りを行っています。また、園

内プロジェクト活動を展開し、自主性と責任の明確化を図っています。さらに、第三者評価受審を定期

的に受審して質の向上に努め、園内プロジェクト、自己評価の結果、保護者からの意見等から課題を抽

出し、見直しを図り、行事及びサービス内容の改善への努力を行っています。職員には個人能力向上シ

ートでの個々の目標に対する自己評価、上長評価を行い、質の向上につなげています。 

●園内プロジェクト、自己評価の結果、保護者からの意見等から課題を抽出し、見直しを図り、全職員

で共有し、改善に向けて取り組んでいます。保護者からの意見等は全職員に周知し、課題を抽出して解

決策を検討し、場合に応じて法人本部の施設担当者と連携を図り、質の高い保育を目指して取り組んで

います。第三者評価受審については、園のレベル向上を図り、意欲的に改善につなげています。 

 

評価項目 実施の可否 

①  サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。 ○ 

②  評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、改善策・改善実施計画を立て実施して

いる。 

○ 

 

評価分類 

（５）経営環境の変化等に適切に対応している。 

 

A 

●地域の実情、保育の情勢について、麻生区の園長会で情報を収集し、地域の実情把握に努めています。

また、法人本部の運営事務局連絡会で最新の情報を得、最近の保育環境変化や福祉ニーズを把握し、職

員にも周知しています。社会福祉事業全体の動向については、社会福祉協議会の情報や様々な研修を通

して把握に努めています。さらに、運営委員会、民生委員、児童委員、幼保小連絡会等や、地域交流の

参加者、園見学者から保育ニーズの状況を把握し、子育て支援活動計画に反映できるよう努めています。                                                                                 

●経営状況については、月次収支をデーターで確認し、事務職員により園内経費の管理を厳密に行い、

適正な運営に努めています。必要な内容は法人本部と共有を図っています。 

 

 



評価項目 実施の可否 

① 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。 ○ 

② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を行っている。 ○ 

 

 

評価分類 

（１）地域との関係が適切に確保されている。 

 

A 

●川崎市、麻生区の子育て情報誌に保育園の情報や子育て支援企画の紹介をしています。また、ホーム

ページ、ブログでも園の情報及び近況を発信しています。地域交流、子育て支援、見学などの参加者に

はパンフレットを配布しています。園見学の希望は随時受け付け、見学者の都合の良い日時を配慮して

設定し、何組か一緒に案内しています。園では年間 100 組以上の園見学者が来訪します。 

●地域の子育て親子に対して、子育て支援育児講座や、遊びの会を開催し、地域交流時には利用者に身

長・体重を測定し、カードに記入して持ち帰ってもらっています。また、地域の方を運動会や発表会に

招待し、保育園を理解してもらう機会を設け、地域の子育て親子と交流を図っています。地域の関係機

関とは連携を図り、子育て支援活動や子育て情報を地域に提供しています。 

●ボランティアの受け入れでは、登録手続きや事前説明に関するマニュアルを整備し、事前に意義や方

針等を文章化し、いつでも受け入れの準備を整えています。また、プライバシーの尊重や守秘義務等、

必要事項は徹底するようにしています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 地域社会に対して、開かれた組織となるよう、事業所に関する情報を開示している。 ○ 

② 事業者が有する機能を地域に提供している。 ○ 

③ ボランティアの受け入れに対する基本姿勢を明確にし、体制を確立している。 ○ 

 

共通評価領域 ６ 地域との交流・連携 

●川崎市、麻生区の子育て情報誌に保育園の情報や子育て支援企画の紹介をしています。また、ホーム

ページ、ブログでも園の情報及び近況を発信しています。地域交流、子育て支援、見学などの参加者に

はパンフレットを配布しています。園見学の希望は随時受け付け、見学者の都合の良い日時を配慮して

設定し、何組か一緒に案内しています。園では年間 100 組以上の園見学者が来訪します。 

●地域の子育て親子に対して、子育て支援育児講座や、遊びの会を開催し、地域交流時には利用者に身

長・体重を測定し、カードに記入して持ち帰ってもらっています。また、地域の方を運動会や発表会に

招待し、保育園を理解してもらう機会を設け、地域の子育て親子と交流を図っています。また、小学校

の体育館を運動会で借用する等、交流を持っています。地域の関係機関とは連携を図り、子育て支援活

動や子育て情報を地域に提供しています。ボランティアの受け入れでは、登録手続きや事前説明に関す

るマニュアルを整備し、事前に意義や方針等を文章化し、いつでも受け入れの準備を整えています。 

●関係機関との交流、団体との連携では、麻生区の公立･私立の園長会に出席し、民生委員、児童委員

との会議、幼保小連絡会に出席し、交流計画や情報共有を図っています。地域の福祉ニーズを把握する

ための事業及び活動を行い、児童相談所、町内会、医療機関の連絡会にも参加して地域の情報、ニーズ

の把握に努めています。 



評価分類 

（２）地域の福祉向上のための取組を行っている。 

 

A 

●関係機関との交流、団体との連携では、麻生区の公立･私立の園長会、民生委員、児童委員との会議、

幼保小連絡会に出席し、交流計画や情報共有を図り、協働事業及び活動を行っています。また、小学校

の体育館を運動会で借用する等、連携を図っています。 

●協働の取り組みとして、麻生区子ども関連ネットワーク会議等で、療育センター、養護学校の地域連

携支援部と情報共有を図りながら、園での問題解決に努めています。 

●地域の福祉ニーズを把握するための、児童相談所、町内会、医療機関の連絡会にも参加して地域取り

組みの情報収集や、福祉、子育てニーズの把握に努めています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 関係機関・団体との定期的な連絡会等に参画している。 ○ 

② 地域の関係機関・団体の共通の課題に対して、解決に向けて協働して具体的な取組を行っている。 ○ 

③ 地域の福祉ニーズを把握するため事業・活動に参加している。 ○ 

 

 

評価分類 

（１）事業者が目指しているサービスを実現するための人材構成となるよう取り組んでいる。 

 

 A 

●必要な人材、人員体制に関しては、小学館アカデミー保育園に勤める職員として求められる職員像及

び、その中で行動目標を求めています。また、専門性・社会人性・人間性を総合的に判断し、一般職員

から主任、園長への人事管理へとつなげる考え方を定めています。職員へは、要素・資格が明示された

法人が求める保育士像を配布しています。 

共通評価領域 ７ 職員の資質の向上の促進 

●人材の採用、人員体制に関しては、法人本部で一括採用を行い、法人本部の採用育成課が主体となり

採用年間計画を策定して園ごとのバランスを加味し、新卒・国家試験・復職・現職・遠隔地に分け、戦

略を立てて人材の確保に取り組んでいます。人員体制については、小学館アカデミー保育園に勤める職

員として求められる職員像及び、その中での行動目標を求めています。また、専門性・社会人性・人間

性を総合的に判断し、一般職員から主任、園長への人事管理へとつなげる考え方を定めています。 

●園長は、職員と個別面談を実施し、職員一人ひとりに課題を設定して個々の課題に基づき、法人本部

の研修を含めた研修計画を作成し、計画に沿って研修を促し、職員の資質向上、専門性を高めるよう取

り組んでいます。研修を受講する際の心得をマニュアルに明示し、職員は、研修計画に沿った案内を受

け、積極的に研修に参加しています。研修受講後は、研修レポートを作成し、園及び法人本部へ提出し、

研修内容は職員間で共有を図り、一人ひとりの資質向上に役立てています。また、職員は資質向上に向

けた自己目標を立て、実績・達成度について自己査定を行い、園長は研修レポートや発表、研修後の成

果、目標の達成状況を把握し、各職員の評価を行い、次の研修計画に反映させています。 

●園長は、職員の就業状況や意向を把握し、休暇、福利厚生の確保に努めています。また、有給休暇の

消化バランスを確認し、分析した結果を法人本部担当職員と共に検討し、人員体制に関する具体的なプ

ランへ反映させています。小学館アカデミー保育園では、職員に対して半休制度が取り入れています。 



●人材の採用、人員体制に関しては法人本部で一括採用を行い、法人本部の採用育成課が主体となり採

用年間計画を策定して園ごとのバランスを加味し、新卒・国家試験・復職・現職・遠隔地に分け、戦略

を立てて人材の確保に取り組んでいます。小学館アカデミー保育園の理解に向けて見学会を開催し、保

育士取得予定者や復職を考えている人をボランティアで受け入を行い、人材の確保につなげています。 

また、パート職員でも正社員登用制度があり、長く働ける環境作りをしています。 

●職員は、法人本部の配属前研修で保育所保育指針、児童憲章等の説明を受け、園内研修で川崎市子ど

もの権利条例等の読み合わせを行い、個人能力向上シートの活用により法令・規範・倫理等を遵守する

よう努めています。 

●法人独自の人事評価制度を整え、一定の評価基準に沿って評価し賞与、昇給に反映しています。 

●実習生の受け入れについては、実習生受け入れマニュアルが整備され、全職員で理解しています。ま

た、実習生受け入れの際は担当者を決め、受け入れ態勢を整えています。今年度は 8月と 2月、来年度

は 8月に実習生の受け入れを予定しています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 必要な人材や人員体制に関する具体的な考え方が確立している。 ○ 

② 具体的なプランに基づく人材の確保に取り組んでいる。 ○ 

③ 遵守すべき法令・規範・倫理等を正しく理解するための取組を行っている。 ○ 

④ 職員の育成・評価・報酬（賃金、昇進・昇格など）が連動した人材マネジメントを行っている。 ○ 

⑤ 実習生の受入れと育成が積極的に行われている。 ○ 

 

評価分類 

（２）職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

 

A 

●園長は、職員と個別面談を実施し、職員一人ひとりに課題を設定して個々の課題に基づき、法人本部

の研修を含めた研修計画を作成し、計画に沿って研修を促し、職員の資質向上、専門性を高めるよう取

り組んでいます。また、研修を受講する際の心得をマニュアルにて明示し、職員は専門分野向上に向け

た研修（川崎市主催の発達障害コーディネーター等）にも任意で参加しています。さらに、楽習保育Ⓡ

を体現できるよう入社年度に応じて法人主導で研修を実施しています。 

●年度当初、個人能力向上シートを活用して園長と職員の面談を行い、個々に合った知識、資質向上の

ための研修計画を策定し、研修計画に沿った内容をそれぞれに案内し、職員は積極的に参加しています。 

園長は、個人目標の設定、自己啓発の支援、評価・フィードバック等を通して職員の能力開発が組織の

資質向上につながって行くよう支援しています。 

●研修受講後は、研修レポートを作成し、園及び法人本部へ提出する仕組みを設けています。研修内容

は職員会議で発表し、職員間で共有を図り、一人ひとりの資質向上に役立てています。また、職員は資

質向上に向けた自己目標を立て、実績・達成度について自己査定を行い、園長は研修レポートや発表、

研修後の成果、目標の達成状況を把握し、各職員の評価を行い、次の研修計画に反映させています。 

 

 

 

 



評価項目 実施の可否 

① 職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 ○ 

② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行わ

れている。 

○ 

③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。 ○ 

 

評価分類 

（３）職員の就業状況に配慮がなされている。 

 

A 

●園長は、職員の就業状況や意向を把握し、休暇、福利厚生の確保に努めています。また、有給休暇の

消化バランスを確認し、分析した結果を法人本部担当職員と共に検討し、人員体制に関する具体的なプ

ランへ反映させています。また、3日間の夏休み休暇の他、年休取得にも配慮しています。就業状況や

意向については、園長及び法人本部の担当者が職員と直接話し合う機会を設けています。小学館アカデ

ミー保育園では、職員に対して半休制度が取り入れています。 

●福利厚生では、就業規則で定める各種休暇や見舞い金の他、出版健保保健組合に加入し、定期的に機

関紙が職員に配布され、様々な福利厚生が利用できます。毎年、職員健康診断を実施し、インフルエン

ザ流行時期前には多くの職員がインフルエンザ予防接種を受けています。事業団体では「健康相談」、

「メンタルヘルスカウンセリング」等の相談機関を完備し、職員がいつでも相談できるシステムが整備

されています。経験年数に応じて年 2回実施される海外研修では、他国の幼児教育について知識を深め、

実際の保育現場で研修を行い、職員のモチベーションにつながっています。 

就業規定で定めている各種休暇や、見舞金等の他、出版健康保険組合に加入し、福利厚生を利用できる

仕組みがあります。毎年、事業団体で職員健康診断を実施し、健康維持管理を行なっています。事業団

体では「健康相談」「メンタルヘルスカウンセリング」等の相談機関を完備し、職員はいつでも活用で

きるようにしています。また、ベネフィットワンに加入し、福利厚生の機関紙が定期的に配布され、必

要に応じて職員が利用できる制度が整っています。 

 

評価項目 実施の可否 

① 職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが構築されている。 ○ 

② 職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り組んでいる。 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用者調査項目（アンケート） 

小学館アカデミー新ゆり山手保育園 

アンケート送付数（対象者数） 49人 

回収率 71.4％（35人） 

【サービスの提供】                         ※上段%、下段人数で示しています 

利用者調査項目 はい どちらとも

いえない 

いいえ 無回答 

１ 落ち着いて過ごせる雰囲気になっているか。 94.3 5.7 0.0 0.0 

33 2 0 0 

２ 子どもの体調変化への対応は適切か。 100.0 0.0 0.0 0.0 

35 0 0 0 

３ 提供されている食事は、子どもの状況に配慮されて

いるか。 

85.7 14.3 0.0 0.0 

30 5 0 0 

4 子どもの保育について、保護者と園に信頼関係があ

るか。 

77.1 20.0 2.9 0.0 

27 7 1 0 

5 園の生活で身近な自然や社会と十分かかわっている

か。 

97.1 2.9 0.0 0.0 

34 1 0 0 

6 安全対策が十分に取られているか。 91.4 8.6 0.0 0.0 

32 3 0 0 

【利用者個人の尊重】 

7 一人ひとりの子どもは大切にされていると思うか。 94.3 5.7 0.0 0.0 

33 2 0 0 

8 子どものプライバシーは守られているか。 85.7 14.3 0.0 0.0 

30 5 0 0 

【相談・苦情への対応】 

9 保護者の考えを聞く姿勢があるか。 77.1 20.0 2.9 0.0 

27 7 1 0 

10 第三者委員など外部の苦情窓口にも相談できること

を知っているか。 

62.9 5.7 31.4 0.0 

22 2 11 0 

11 要望や不満はきちんと対応されているか。 68.6 28.6 0.0 2.9 

24 10 0 1 

【周辺地域との関係】 

12 周辺地域と園との関係は円滑に進められているか。 82.9 11.4 2.9 2.9 

29 4 1 1 

【利用前の対応】 

13 【過去 1年以内に利用を開始され、利用前に説明を受けた方に】 

サービス内容や利用方法の説明はわかりやすかった

か。 

91.4 5.7 2.9 0.0 

32 2 1 0 



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：   小学館アカデミー新ゆり山手保育園    川崎市麻生区万福寺 4-19プライムアリーナ新百合ヶ丘 1階・2階 

回答世帯数：49 世帯中 35 世帯＜1 歳児（5 世帯）、2 歳児（10世帯）、3 歳児（6 世帯）、4 歳児（8 世帯）、5 歳児（5 世帯）、未記入（1 世帯）＞ 

  定    員  ：  60名 調査期間： 2016/09/01 ～   2016/12/22 

 


