
対象事業所名（定員） 小学館アカデミーむさししんじょう第２保育園（６０人）

経営主体（法人等） 株式会社　小学館集英社プロダクション

対象サービス 認可保育所

事業所住所
〒２１３－００１３
神奈川県川崎市高津区末長４－１７－１７

事業所連絡先 ０４４－８５０－８６５１

評価実施期間 平成３０年７月～平成３０年１２月

評価機関名 株式会社　ケアシステムズ

評価実施期間

平成３０年７月１日～平成３０年７月１５日

（評価方法）

評価実施期間

平成３０年７月２日～平成３０年７月１４日

（評価方法）

配付日）平成３０年7月１３日

回収日）平成３０年７月３０日

（実施方法）

評価実施期間（実施日）／平成３０年９月２８日

（調査方法）

〔川崎市福祉サービス第三者評価結果報告様式〕

評価調査者による
訪問調査

利用者調査

評価実施シート
（職員用）

評価実施シート
（管理者層合議用）

（認可保育所版）

・全職員を対象とした職員説明会を開催し、職員一人ひ
とり員自己評価シートを配布した。質疑応答にも対応し
分かりやすさに努めた。密封できる封筒を用意し、評価
機関が直接回収した。

・園長と主任による合議により作成し、職員会議におい
ても合議内容を確認している。

・全利用者５３世帯に、保育園を通じて封筒に入れたア
ンケート用紙を配付し、インターネットから回答した。
評価機関が回収し、集計作業を行った。回収率は４３．
４％（回収２３世帯/配付５３世帯）

・2名の調査員が園を訪問し、現場観察・書類確認・職
員の面接ヒアリング（園長ほかの職員）および子どもの
観察を行った。



［総合評価］

＜施設の概要・特徴＞

［全体の評価講評］

＜特によいと思う点＞
コミュニケーションを大切に保護者との信頼関係を築くよう努めている

異年齢交流や地域交流の体験を通してあたたかい心が育つ取り組みをしている

事業計画の策定にあたっては様々な情報を分析し組織的に取り組んでいる

＜さらなる改善が望まれる点＞
年間行事などに対する意見の応え方を明示することを検討されたい

保護者対応をさらに充実させることを目指されたい

働きやすい職場環境作りを目指している

保護者からの意見や要望を聞き取る仕組みとして、個人面談や運営委員会、保護者会の
実施や行事後のアンケート・意見箱の設置など多くの機会を設けている。収集した意見
や要望に対しては、できる限り迅速に回答するよう努めている。さらに、年度をまたが
る行事などについては、具体的な改善をどのように伝えるかを決めることも望まれる。
要望などに対する応え方を明示することを検討されたい。

今回行った保護者アンケートの結果は、「大変満足」「満足」が全体の９１．１％に達
しており、大変高い満足度が聞かれている。自由意見欄にも日々の丁寧な保育への取り
組みを高く評価する声が数多く聞かれている。ただし、園で実施されていることが円滑
に保護者に伝わっていない事例もうかがえた。保護者への分かりやすい説明など、保護
者対応にさらに力を入れることも望まれる。

勤務シフトを作成する際には、職員一人ひとりのモチベーションの向上になるように公
平性への配慮に努めている。有給休暇の取得についても公平にし、時間内で書類等が終
われるよう勤務時間内の時間をとるようにしている。園長や本部担当者面談の際に意見
などを聞き取り、さらに一人ひとりがモチベーションを保ちながら働けるような職場環
境作りを目指している。

１．立地条件
・ＪＲ南武線武蔵新城駅から徒歩10分ののどかな地域に位置しており、園内にはビオ
トープ、園庭、屋上での戸外活動を楽しめる環境にある。

２．民営保育園
・平成２４年4月1日に、川崎市認可保育園として開園し、１歳児から5歳児までの定員
６０名の認可保育園である。
・開園時間は朝7時から夜２０時
・株式会社小学館集英社プロダクションが首都圏で展開する「小学館アカデミー保育
園」として、一貫した保育理念により運営されている。特に、「楽習保育」をテーマと
する斬新な構成により、子ども一人ひとりの得意を育てることに力を入れている。

川崎市や法人のホームページをはじめ、ブログ、地域交流会、園庭開放、見学会などの
様々な機会を通じて園情報を分かりやすく伝えることに取り組んでいる。入園後は登降
園時や連絡帳などを通じて積極的に保護者とコミュニケーションを図ることに力を入れ
ている。また、日常保育や行事の様子をビデオに撮影し、保護者に上映する機会を設け
ている。小規模園の特徴を生かし職員全員で子どの全員を見守ることを心がけている。

日々の合同保育で異年齢と過ごす時間を設けており、幼児が乳児を思いやり、乳児が幼
児に親しみをもって関われるような機会作りに力を入れている。行事活動は３、４、５
歳児を３つのチームに縦割りで分け、協力しながら活動したり、給食を一緒に食べる機
会を設けている。また、近隣の老人ホームに赴き、歌を披露し、高齢者からは手遊びを
教えてもらうなどの交流体験作りにも取り組んでいる。

事業計画の策定にあたっては、アンケート、個人面談、保護者会を通じて、保護者の意
向、地域の子育てニーズや事業環境などを踏まえて職員会議で話し合い、現場の意向を
反映できるようにしている。さらに、経営層は、職員一人ひとりが保育だけでなく、園
運営全般に関わる各職種の内容を把握し協力していけるような働きかけを目指してい
る。組織の一員として役割を理解し、モチベーションを保ちながら質の向上に繋げるこ
とを目指している。



＜サービス実施に関する項目＞

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。

○

評価項目

共通評価領域
１　サービスマネジメントシステムの確立

・毎月開催している乳児会・幼児会では、子どもの様子や次月の保育・保健・食育内容を確認し、
職員会議や給食保健会議において組織一丸となって共有に努め、必要に応じて法人本部や行政と連
携を図って指示指導を仰いでいる。また、月１回、様々なケースを想定した避難訓練を実施した
り、年３回の引取り訓練・NTT伝言ダイヤル・ブログ・安心伝言板の保護者訓練や消防署と協力
した通報訓練を行って、振り返りに取り組んでいる。

・利用開始時は子ども・保護者それぞれの不安やストレスを軽減させることを目的に、概ね２週間
を上限とした「慣らし保育」を実施している。また、引っ越しなどによって転園する際には、保護
者の希望に沿って新たな受け入れ期間に情報提供を行い、支援が円滑に継続できるようにしてい
る。卒園児に関しては小学校見学によって雰囲気を感じてもらったり、法人共通の｢入園準備プロ
グラム｣によって、就学前の準備を円滑に行われるようにしている。

・入園前説明会では、「入園のしおり」に沿って保育方針・保育内容・購入に必要なものなどを伝
え、看護師・栄養士からは健康面やアレルギーの説明を行い、「重要事項説明書」や「個人情報等
の取扱いなどにつて」に関しては同意書を交わしている。合わせて家庭調査表・児童票・健康
チェック表・病歴と予防接種・ＳＩＤＳ表・定期健康診断表・体重身長発育表・保育日誌など法人
として統一した各種の書式によって、子ども一人ひとりの状況を詳しく把握し記録している。

（１）サービスの開始・終了時の対応が適切に行われている。 A

・ホームページをはじめブログでは園の活動や行事などを毎週配信し、保育の様子を伝えてい
る。
・入園希望者の園見学は電話であらかじめ受け付け、園長や主任が概ね30分くらいかけて実
施している。
・見学の際には園のパンフレットをもとに保育の内容や園の様子を説明し、見学後に地域交流
などのパンフレットを渡し参加を促している。
・入園前説明会では、「入園のしおり」に沿って保育方針・保育内容・購入に必要なものなど
を伝え、看護師・栄養士からは健康面やアレルギーの説明を行う流れとしている。
・「重要事項説明書」や「個人情報等の取り扱い」などについては、丁寧に説明し、同意書を
もらうことにしている。
・慣らし保育の期間は平均2週間程だが、保護者の就労などに対応できるように配慮してい
る。
・法人共通の｢入園準備プログラム｣によって、就学前の準備を円滑に行われるようにしてい
る。
・5歳児は近隣の小学校見学によって雰囲気を感じてもらったり、小学校の職員が来園し子ど
もの様子などにつての情報交換に取り組んでいる。

評価分類



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
状況に応じて指導計画の評価・見直しを行っている。

○

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。

○

・家庭調査表をはじめ、児童票・健康チェック表・病歴と予防接種・ＳＩＤＳ表・定期健康診
断表・体重身長発育表・保育日誌など法人として統一した各種の書式によって、子ども一人ひ
とりの状況を把握して記録している。
・園での一日の様子は「視診票」に当園時間・お迎え予定時間・自宅当園園時の検温結果・午
睡後の検温結果、降園時間を記入し、備考欄には降園時に伝えることや翌日確認することを赤
ペンで記入している。
・保護者には連絡ノートや降園時に口頭でも伝え、連携が図れる様にしている。１、２歳児の
個人記録は複写式の連絡帳を通じ記録し、保護者と園の双方で保管されている。
・延長保育の子どもの引継ぎ方法は、視診票と引継ぎの職員が口頭で伝え、伝達漏れがないよ
う取り組んでいる。
・児童票や健康診断の記録などの機密性の高い重要書類は事務所内の鍵付きキャビネットで保
管し、年度毎に整理し溶解処分を行っている。
・毎月行う乳児会・幼児会で子どもの様子や次月の保育・保健・食育内容を確認し、さらに職
員会議や給食保健会議で園全体で共有に努め、必要に応じて法人本部や行政と連携を図ること
にしている。

評価項目

評価分類
（３）サービス実施の記録が適切に行われている。 A

（２）手順を定め、その手順に従った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

・入園前面談では子どもや家庭での様子を詳しく聞き取ることに努めており、職員会議におい
て共有している。
・クラス担任はアレルギーや体調面・家庭での様子・コミュニケーション・教育方針などを考
慮にして、年間、月間、週間、個別などの指導計画作りに取り組んでいる。
・個別指導計画は２歳児クラスまで作成しており、個々の発達の状況に応じて配慮点などを盛
り込むことに努めている。
・年間指導計画や保健・食育計画は4月の職員会議までに作成し、全職員が共有出来るように
している。
・月齢の職員会議では、月案、週案の内容を確認し、日々の保育は毎日の昼会議、土曜保育は
前日に日誌で確認するよう努めている。
・個別計画は定期的な振り返りのほかに保護者の要望や子どもの状況により、随時変更を行い
個別に対応するよう努めている。
・アレルギー対応の変更は、医師の「除去食申請に対する主治医意見書」と「除去食変更申請
書」を提出してもらい、栄養士同席のもと個人記録に記載し変更を行っている。

評価分類



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。

○

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。

○

・法人として配属前研修や定期研修を受講する仕組みを整えており、それらの機会を通して標
準化した保育業務が推進できるようにしている。
・法人として園運営に関わる統一マニュアルを整備しており、日常の保育全般に関わることか
ら、危機管理・事故対応に至るまで幅広い内容が明示されている。
・各種のマニュアルをもとに、個々の職員が確認や振り返りに適宜利用できるようにしてい
る。
・実施方法の見直しには園長会議・主任会議・看護師会議・栄養士会議などを通じて検討を行
い、全職員に周知・共有するようにしている。
・今年度から月1回の安全委員会を実施し、危機管理などの内容を職員会議で事例をあげて報
告し、職員の意識の高揚を促している。
・行事後のアンケートや日々の保護者との会話から得た情報集約・分析を行い、職員会議など
で話し合い保護者の意見を反映するよう努めている。

評価項目

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

評価項目

A
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。

・施設運営の手引き、安全危機管理マニュアルに緊急時の対応が明示されている。
・事務室には救急車や警察の呼び方・病院一覧表を貼り、全職員が緊急対応できる体制を整え
ている。
・保護者へ全体周知が必要な場合には安心伝言板の使用、また園内掲示に掲示している。
・月１回、様々なケースを想定した避難訓練を実施している。また、年３回の引取り訓練・
NTT伝言ダイヤル・ブログ・安心伝言板の保護者訓練や消防署と協力した通報訓練を通して
振り返りを行っている。
・高津区の職員が来園して交通安全教室を実施しており、信号や横断歩道の渡り方を動画を見
ながら説明し、交通ルールを学ぶ機会を設けている。さらに、子どもたちと実際の横断歩道を
渡り、体験することでより深い理解を得るよう工夫している。
・園内、戸外のヒヤリマップを年度毎に見直し、園内に掲示している。
・安全委員を中心に職員会議で毎月のケガやヒヤリハットの報告・話し合いを行い、職員全体
の危機管理意識を高める取り組みを行っている。
・職員会議では「３０秒の誓い」を読みあげ、安全点検表で遊具の点検、午睡チェックはス
トップウォッチを使用して時間を確認している。



＜サービス実施に関する項目＞

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。

○

A

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
子どもの気持ちに配慮した支援を行っている。

○

A

・日々の保育については、月案、週案、個別指導計画によって、子ども一人ひとりの発育や意
思に沿って振り返りながら進めることに努めている。
・園児全員の個人ファイルを設けており、子ども一人ひとりの背景や事情を考慮しながら、個
別対応できるようにしている。
・配属前研修、施設運営の手引き、職員会議、乳児会議、幼児会議、毎日の昼会議などを通じ
て、職員の気づきを共有できるようにしている。
・施設運営の手引きや児童虐待対応マニュアルが作成されており、法人研修などを通じて職員
への理解を深めている。
・虐待や虐待が疑われる様子が見受けられた際には園長に報告し、必要に応じて関係機関と連
携して適切な対応ができるよう体制を整えている。
・連絡ノート、登降園時、個人面談での会話などを通じて、保護者の様子観察にも取り組んで
いる。

・入園時には重要事項説明書、入園時写真同意書などを説明し、園での取り組みについての理
解を促し、突発的な事柄には適宜園内掲示によって周知に努めている。
・肖像権については写真同意書に盛り込まれており、説明・同意を得た上で掲示、掲載をする
ようにしている。
・月案、週案、個別指導計画の中で確認、日々の保育は園長や主任が注意し、子どもの気持ち
に寄り添った保育、声かけになっているかを見守ることにしている。
・保護者アンケートの「子どもや保護者のプライバシーに配慮されているか」の設問に関して
も、高い満足度が得られていた。

評価項目

評価分類
（２）利用者のプライバシー保護を徹底している。

（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。

共通評価領域
２　人権の尊重

評価分類

・職員一人ひとりが子どもの気持ちに寄り添い、「感情的な声かけになっていないか」などについ
て、日々の職員間の連携で助言できるような関係性の構築に努めている。毎日の昼会議でも連絡を
密にし、子どもにとって心地よい保育がされているか確認している。保護者から個別相談の依頼が
あった際には、他の保護者、園児に聞かれないよう相談室を使用し、時間帯の希望などにも配慮し
て対応することを心がけている。

・登降園時の会話や連絡ノートのやりとりを大切にしており、保護者と適切なコミュニケーション
を図ることに力を入れている。保育士の経験によって、保護者に不安を感じさせてしまうことがあ
ることを踏まえ、リーダー保育士、主任、園長から必要に応じて指導助言することに力を入れてい
る。また、子どもの持ち物の渡し間違えについても、複数回のチェックを行うようにしている。

・プライバシー保護に関しては施設運営業務マニュアルに明記され、職員への周知に努めている。
入園時には法人として定めた「個人情報等の取扱い等の同意書」を交わしており、肖像権について
は同意を得た上で掲示、掲載をするようにしている。子ども同士のトラブルが発生した際には、相
互から話を聞き取り納得するような保育を大切にしている。また、保護者には、そのプロセスを丁
寧に説明することに努めている。



＜サービス実施に関する項目＞

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。

○

共通評価領域
３　意向の尊重と自律生活への支援に向けたサービス提供

A

・保護者の満足に対する意向は、登降園時に会話の中で聞き取り、毎日の様子を伝える連絡
ノートや保護者会・個人面談などで把握に努めている。
・保護者の参加する行事終了時のアンケートや、定期的に実施している第三者評価保護者アン
ケートを通じて、満足度の調査・分析に取り組んでいる。
・園内には意見箱を設置し、無記名で意見を投稿できる仕組みを設けている。また、年3回開
催している運営委員会では、地域や保護者の意見を聞く機会を設け、地域との関わりにも配慮
している。
・毎日開催している昼会議や月１回の職員会議、決定事項は運営委員会、保護者会、個人対
応、掲示等で知らせ迅速に対応するように努めている。
・小規模園ならではの特徴を生かし、職員全員でクラスの分け隔てなく子どもをみるように努
めている。
・だれに相談しても対応してもらえると保護者や子どもに思われるように積極的に声かけし、
笑顔で対応するように心がけている。

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。

・苦情解決の仕組みは「入園のしおり」に記載されており、入園前説明会で園長が口頭で説明を
行っている。玄関横に苦情解決窓口（本部・川崎市）についての連絡先を掲示している。ご意見箱
を玄関に設置し、無記名で気軽に意見を投稿できるように工夫している。保護者からの意見などは
各種の会議において職員間で共有し、マニュアルに則り迅速に対応するよう努めている。個別相談
は、園の相談室や2階で個別に対応し、プライバシーに配慮している。

・保護者の満足に対する調査は、登降園時に会話の中で意向を聞き出し、毎日の様子を伝える連絡
ノートや保護者会・個人面談などで把握に努めている。行事終了時のアンケートや定期的に実施し
ている第三者評価保護者アンケートを通じて満足度の調査・分析に取り組んでいる。また、年3回
開催している運営委員会では地域や保護者の意見を聞く機会を設け、地域との関わりにも配慮して
いる。小規模園ならではの特徴を生かし、職員誰もが対応してもらえると保護者や子どもに思われ
るように積極的に声かけし、笑顔で対応するように心がけている。

・児童票や連絡ノート、保護者との会話の中で子ども一人ひとりの生活環境を知り、子どもたちが
楽しく過ごせるような保育を心掛けている。子ども同士のトラブルには代弁や仲立ちになりその時
にあった丁寧な援助ができるよう努めている。個別対応を必要とする子どもについては、多職種が
連携して成長過程に合わせて支援できるようにしたり、配慮が必要な子どもについても個々の発達
段階に応じて対応している。



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。

○

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。

○

評価項目

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

・児童票や連絡ノート、保護者との会話の中で子ども一人ひとりの生活環境を知り、子どもた
ちが楽しく過ごせるような保育に取り組んでいる。
・子ども同士のトラブルには代弁や仲立ちになり、その時にあった丁寧な援助ができるよう努
めている。
・園長や主任は各クラスを巡回し、担任は日々の生活の中で、子どもの様子が普段と違うこと
がないかを把握することに力を入れている。
・個別対応を必要とする子どもについては、栄養士や看護師を交えて会議を開催し、多職種が
連携して成長過程に合わせて支援できるようにしている。
・日々の合同保育で異年齢と過ごす時間を設けることで、幼児が乳児を思いやり、乳児が幼児
に親しみをもって関われるようにしている。
・行事活動はクラスが一致団結できるようにしたり、３、４、５歳児を3つのチームに縦割り
で分け、仲良く協力しながら活動できるようにしている。また、給食を一緒に食べる機会を設
けている。
・近隣の老人ホームに行き、子どもたちが歌を披露するなどの交流体験を行っている。
・配慮が必要な子どもは看護師・嘱託医・療育に相談し、個々の発達段階に応じて対応するよ
うに努めている。

・日々の登降園時の積極的な声けや連絡ノートによって、保護者と子どもとのコミュニケー
ションを大切にすることを心がけている。
・苦情解決制度は「入園のしおり」に記載し、入園前説明会で園長が説明し周知に努めてい
る。
・玄関横には、苦情解決窓口（本部・川崎市）についての連絡先を掲示したり、ご意見箱を設
置して、無記名で気軽に意見を投稿できるように工夫している。
・保護者からの個別の相談は、園の相談室や2階で個別に対応し、プライバシーに配慮し話し
やすい雰囲気に努めている。
・保護者からの意見・要望・意向などは各種の会議において職員間で共有し、マニュアルに則
り迅速に対応するよう努めている。
・保護者対応については、園内掲示や個別対応などによって迅速に対処することに努めてい
る。

評価項目

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



＜サービス実施に関する項目＞

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。

○

A

共通評価領域
４　サービスの適切な実施

・17時以降は幼児と乳児が同じ部屋で過ごし、異年齢でゆったりと安全に遊べる遊具を使用する
よう保育士が工夫している。音楽を流したり、18時以降はおやつ、19時以降は夕食を提供して、
リラックスして過ごせるようにしている。また、保育士の交替時には、子どもの様子や保護者への
連絡事頄が確実に伝わるように口頭で伝達するとともに、一日の園の様子を記入する指針票を活用
して伝達するようにし、連絡漏れがないように努めている。

・年度当初に年間行事予定表を配付して園行事のスケジュールの周知を図り、理解協力が得られる
ようにしている。1，2歳児は複写式の連絡帳を使用して、家庭や園の様子を共有できるようにし
たり、３，４，５歳児も連絡帳を設けて連絡体制を整えている。また、登園時の子どもの様子が詳
しく視診できるように開園時から幼児、乳児に分かれ、子ども一人ひとりの連絡ノート、検温を確
認しながら受け入れるようにしている。

・栄養士は給食時に巡回したり一緒に食べ、進み具合や子どもたちの感想を聞き、喫食状況も把握
して献立の検討を行っている。今年度は郷土料理を取り入れ日本各地の食文化を伝えている。アレ
ルギー児の給食は厨房でダブルチェックし、担任がチェックシートに印鑑を押して園長に届けてい
る。保護者とは毎月面談を行い、家庭での状況を把握しながら献立確認に取り組んでいる。

・年初に年間行事予定表を配付し、保護者に園行事のスケジュールに関する周知を図り、理解
協力が得られるようにしている。
・1、2歳児は複写式の連絡帳を使用して、家庭や園の様子を共有するよう取り組んでる。
３、４、５歳児も連絡帳を設けて連絡体制を整えている。
・登園時の子どもの様子が詳しく視診できるように開園時から幼児、乳児に分かれ、子ども一
人ひとりの連絡ノート、検温を確認しながら受け入れるようにしている。
・看護師は保健指導、栄養士は食育指導を年間を通して行い、基本的な生活習慣を身につけら
れるように取り組んでいる。
・午睡時間に寝られない子どもには強要はせずに、横になって体を休めるよう促している。子
どもが家庭で夜なかなか寝ない場合は、保護者と相談して午睡時間を短くし、家庭で寝れるよ
うに配慮している。
・降園時は１階フロアにその日の保育活動を記載して全体の活動を伝え、連絡ノートには個別
に日中の子どもの様子を記載し、さらに口頭でも様子を伝えるようにしている。
・運営委員会・保護者会個人面談・意見箱・登降園時の声かけなど、様々な機会を通じて保護
者の意見を聞くようにしている。

評価項目

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。



（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。

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。

○

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。

○

（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

・担任は給食時に同じテーブルに座るメンバーを発達に応じて配慮しながら決め、1歳児クラ
ス以外は担任が一緒に同じ給食を食べて楽しい雰囲気つくりを心がけている。
・苦手な食材は強要はせず、一口位は食べられるように声掛けを行っている。その日の子ども
の様子により食事の量の調整をし無理なく食べられるような対応をしている。
・栄養士は給食時に巡回したり一緒に食べ、進み具合や子どもたちの感想を聞き、喫食状況も
把握して献立の検討を行っている。今年度は郷土料理を取り入れ日本各地の食文化を伝えてい
る。
・アレルギー児の給食は厨房でダブルチェックし、担任がチェックシートに印鑑を押して園長
に届けている。保護者とは毎月面談を行い、家庭での状況を把握しながら献立確認を行ってい
る。
・その日の給食を玄関に展示し、保護者のリクエストや子どもたちに人気のレシピを数種類
ファイルに入れて自由に持ち帰れるようにしている。
・年度初めの保護者会で毎月の食育活動前にはエプロン・三角巾の持ち物の協力を伝えてお
り、活動内容は連絡ノート・食育アルバム・ブログで更新し、状況がより伝わるようにしてい
る。

評価項目

A

・延長保育は月の契約と、当日まで受付を行っているスポットの利用で対応している。スポッ
ト保育は申し込み理由の内容を確認してから受け入れるようにしている。
・17時以降は幼児と乳児が同じ部屋で過ごし、異年齢でゆったりと安全に遊べる遊具を使用
するよう保育士が工夫している。
・子どもの希望によって音楽を流したり遊具を置き、18時以降はおやつ、19時以降は夕食を
提供して、リラックスして過ごせるようにしている。
・保育士の交替時には、子どもの様子や保護者への連絡事頄が確実に伝わるように口頭で伝達
するとともに、一日の園の様子を記入する指針票を活用して伝達するようにし、連絡漏れがな
いように努めている。

評価項目

評価分類

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っている。

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。

○

・健康診断、歯科健診は看護師が管理し、結果は「すこやか手帳」や書面で利用者へ配付して
いる。園長、担任へは直接伝え職員会議で周知するよう取り組んでいる。身体測定は毎月看護
師が行い、成長の把握に努めている。
・感染症の情報は園内掲示や園だよりで注意喚起し、毎週月曜日に更新される川崎市の感染症
情報も掲示し情報提供をしている。
・今年度は10月から4月まで掃除の際に使用する消毒液の濃度を上げて、感染症などの予防
を計画している。
・SIDSは１・２歳児は１０分おき、３歳児以上は１５分おきに午睡チェック表にストップ
ウォッチを使用し計りながら記録をしている。うつぶせは上向きにし、全体の様子を確認する
ために室内が暗くなりすぎないように配慮している。

評価分類
A



＜組織マネジメントに関する項目＞

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。

○

共通評価領域
５　運営上の透明性の確保と継続性

・計画策定にあたっては、アンケート、個人面談、保護者会を通じて、保護者の意向、地域の子育
てニーズや事業環境などを踏まえて職員会議で話し合い、現場の意向を反映できるようにしてい
る。さらに、経営層は、職員一人ひとりが保育だけでなく園運営全般に関わる各職種の内容を把握
し、協力していけるような働きかけを目指している。組織の一員として役割を理解し、モチベー
ションを保ちながら質の向上に繋げることを目指している。

・法人理念や保育目標などは、ホームページやパンフレット、園内掲示などによって保護者などの
関係者への周知に努めている。年初めの職員会議において園長が説明し、職員への理解を深められ
るようにしている。中長期事業計画、単年度計画、年間指導計画などにも明記して、保育の中に常
に反映出来るようにしている。さらに、今年度は保育所保育指針の改定により、基本方針の文言が
一つ加わるなどの見直しに取り組んでいる。

・計画の策定にあたっては、アンケート、個人面談、保護者会を通じて、保護者の意向、地域の子
育てニーズや事業環境などを踏まえて職員会議で話し合い、現場の意向を反映できるようにしてい
る。また、経営層の役割分担としては、園長と主任の役割分担を計画にし、連携を図りながら園運
営をリードしている。対外的な案件については必要に応じて法人本部と相談しながら対処する仕組
みが整っている。

（２）実践的な課題・計画策定に取り組んでいる。 A

・法人で統一した書式によって中長期計画を策定しており、その内容を反映させて単年度の事
業計画を策定をし、理念や基本方針の達成に取り組んでいる。
・単年度事業計画は年度末に総括を行い、達成状況を確認して現状分析をして次年度の計画策
定に繋げている。
・行事については開催後に保護者アンケートの結果などを参考にして反省に取り組み、年度末
の職員会議で総括のうえ次年度行事計画を作成する流れとしている。
・入園を希望する際の園見学、入園時の説明会、保護者会、個別面談などの機会を通じて、事
業計画や指導計画などを保護者に説明し、理解を深めてもらえるようにしている。

評価分類

評価項目

評価分類
A

・「保育理念・保育目標」は、ホームページ、パンフレット、園のしおり、園内掲示などに
よって、理念や基本方針の周知に取り組んでいる。
・配属前研修、育成研修、アドバンス研修、OJT研修、園内研修において施設運営の手引き
の周知に取り組んでおり、それらに基づいて行動することができるようにしている。
・入園希望者の見学会では、園パンフレットをもとに理念や基本方針を説明して理解を促して
いる。
・保護者への理念や基本方針の周知を図る取り組みとしては、入園説明会で読み上げたり、保
護者会では年間カリキュラムを説明する際に合わせて説明している。
・保護者等に対しては、入園式や保護者会などの機会を通じて説明し、理解が深まるような取
り組みを行っている。

（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。



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。

○

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。

○

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。

○

評価項目

評価分類
A

・毎月開催している職員会議、日々の昼打ち合わせ、職員との個別の会話などを通じてコミュ
ニケーションを図り、経営層は職員との信頼関係の構築に取り組んでいる。
・職員会議では、キャリアアップ制度導入後、リーダー層の役割などを話す機会を設けてい
る。また、更衣室に役職者の業務内容や施設運営手引きを掲示して周知に努めている。
・経営層は、年間計画、月案、週案、毎日の昼会議などを通じて保育内容を確認したり、日々
の保育の中で気づいたことは助言、指導してリーダーシップを発揮している。
・職員一人ひとりが、それぞれの得意分野が発揮できるようにしている。
・職員会議、個人能力向上シート、職員面談で状況把握し、書類等の進み具合、残業を把握し
ながら効率良く進められるよう時間調整に取り組んでいる。

（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。

・運営委員会、保護者会、面談、意見箱、行事アンケート、第三者評価を通じて、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。
・毎月開催している職員会議において、職員は毎月の目標に対する振り返りや半期毎の自己評
価を行う仕組みが整っている。
・保護者懇談会や個人面談をはじめ、保護者が参加する各種の行事終了後にはアンケートを実
施しており、意見、要望、評価を積極的に改善につなげることにしている。
・結果の分析、課題、改善に向けて職員共有しながら保護者のニーズにあった方向性を決定
し、すぐに改善すべきことは年度途中でも迅速に行い、次年度への改善策は計画的に進めてい
る。

評価項目

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

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

評価項目

（５）経営環境の変化等に適切に対応している。 A

・高津区園長会、各職種会議、研修、行政からの情報メール、月１回の交換便で把握、情報収
集に取り組んでいる。
・法人本部で開催されている運営事務局連絡会の園長が出席しており、事業環境や福祉ニーズ
を把握するようにしている。
・保護者代表などが出席する運営委員会をはじめ、地域で開催される各種の会議などを通じ
て、ニーズを把握している。
・地域交流会やプール活動が始まる前には地域への挨拶を行い、意見を傾聴すると共に理解を
得ることに取り組んでいる。



＜組織マネジメントに関する項目＞

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。

○

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。

○

A

・地域の保育園・幼稚園・小学校代表などが参加する高津区園長会、年初の監査説明会、高津
区年長担当会、看護師会、栄養士会などに参画しており、地域ネットワークの中で協働体制が
図れるようにしている。
・地域交流会や見学会、園庭開放の参加者からの情報収集、研修に参加、認可保育園の交流な
どでニーズの把握に努めている。
・保護者代表、経営層に加え、地域の有識者などが出席する運営委員会を定期的に開催し、地
域情報の共通理解を得られる懇談の場としている。

評価項目

A

・川崎市のホームページをはじめ、高津区の冊子、あそび広場カレンダーなどに、地域交流の
日程や内容を掲載したり、園独自で作成したものを近隣掲示板に掲示して、地域への情報提供
に取り組んでいる。
・制作活動、体操教室、行事参加、看護師や栄養士の講座、園庭開放、などを定期的に開催し
て、地域の子育て家庭へ園の専門性を還元することに取り組んでいる。
・今年度からスタートさせた体操教室などは園のブログで案内し、積極的な情報提供にも取り
組んでいる。
・ボランティアの受け入れでは、法人内共通の施設運営業務マニュアル及び、登録手続き・事
前説明に関して記載したマニュアルを整備し、いつでも受け入れる体制を整えている。また、
受け入れる際には掲示によって保護者に伝えることにしている。

評価分類
（２）地域の福祉向上のための取組を行っている。

（１）地域との関係が適切に確保されている。

共通評価領域
６　地域との交流・連携

・園児の地域交流に力を入れており、年長児は高津区認可園保育交流に参加したり、法人内の姉妹
園（むさししんじょう園）と一緒に遠足に行く機会を設けている。また、地域のサッカー教室への
参加や、高津区役所や交通課が来園し行う交通安全教室を開催したり、地域の子どもと交流するこ
とによって、小学校入学に向けて不安が軽減されるように取り組んでいる。

・市のホームページ、高津区の冊子、あそび広場カレンダーなどに地域交流に関する情報を掲載し
たり、園で作成したポスターなどを近隣掲示板に掲示して、地域への情報提供に取り組んでいる。
今年度は園主催の地域交流会の日程を多く計画している。特に初めての企画である「体操教室」
は、戸外の公園看板などに案内を掲示し、周知に努めている。

・ボランティアの受け入れでは、法人内共通の施設運営業務マニュアル及び、登録手続き・事前説
明に関して記載したマニュアルを整備し、いつでも受け入れる体制を整えている。また、受け入れ
る際には掲示によって保護者に伝えることにしている。法人本部からは体験会として就職前の学生
保育体験を受け入れているが、地域からの応募がないために、積極的な広報体制を敷くことも望ま
れる。

評価分類



＜組織マネジメントに関する項目＞

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。

○

共通評価領域
７　職員の資質の向上の促進

・法人研修は経験年数により参加が決められており、育成研修、アドバンス研修に参加を促し、さ
らにキャリアアップ研修では学びたい内容を選んで参加出来るようにしている。行政が主催する研
修にもテーマを選択して参加を支援し、モチベーションの向上に繋げている。研修に参加した職員
はレポート提出し、職員会議ではレポートをもとに園内研修を実施する流れとしている。

・法人本部の採用育成課において保育士の人材確保、配属前研修に取り組んでおり、法人に適した
人材に努めている。配属前研修、入社後は経験、職種、役職に応じて社会人力を含め学ぶ機会を設
け、バランスを加味した人員配置に取り組んでいる。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る。パートで勤務し
ている職員から正規職員への登用も斡旋している。

・勤務シフトを作成する際には、職員一人ひとりのモチベーションの向上になるように公平性への
配慮に努めている。有給休暇の取得についても公平にし、時間内で書類等が終われるよう勤務時間
内の時間をとるようにしている。保育以外にも係を決め、保育環境を整える時間を設けたり、得意
なことを保育内容に取り入れられるようにしている。園長や本部担当者面談の際に意見などを聞き
取り、さらに一人ひとりがモチベーションを保ちながら働けるような職場環境作りを目指してい
る。

A

・法人として「求められる職員像」を掲げており、採用・育成基準を明確にするとともに各種
の研修機会を充実させて職員の育成に取り組んでいる。
・「職員に求めている人材像や役割」、「職員に持って欲しい使命感」などは施設運営の手引
きに記載するとともに、常に意識できるように更衣室に掲示して周知に努めている。
・法人本部の採用育成課において保育士の人材確保、配属前研修に取り組んでおり、法人に適
した人材に努めている。
・配属前研修、入社後は経験、職種、役職に応じて社会人力を含め学ぶ機会を設け、バランス
を加味した人員配置に取り組んでいる。
・年2回の人事評価制度、経験年数、役職も考慮し、キャリアアップ制度を導入し育成、評
価、報酬に繋げている。
・実習生については、施設運営手引きに記載、いつでも受け入れる体制になっている。主任、
リーダー保育士のクラスに配置し安心して学べるようにしている。

評価項目

（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。

評価分類



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。

○

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。

○

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

・勤務シフト作成する際には希望休暇を聞き取ったり、有給休暇も公平に取得できるようにし
ている。
・超過勤務などは定期的に把握して改善に努めると共に、園長や本部担当者面談の際に意見な
どを聞き取り、一人ひとりがモチベーションを保ちながら働けるよう努めている。
・入社前健康診断、年１回健康診断、インフルエンザ予防接種の補助金制度、本部相談窓口の
設置、産業医も揃え、職員はいつでも相談できるシステムが整えられている。
・年１回の出版健保の運動会を開催したり、経験年数により海外研修に参加できる機会も設け
ている。
・保育園広報冊子「ぶれ育タイム」では職員紹介によりモチベーションの向上に繋げている。

評価項目

・保育理念、基本方針、楽習保育指針などを各クラスに掲示し、日頃からアカデミー園の方針
を意識しながら保育を進められるようにしている。
・法人研修は経験年数により参加が決められており、予定表に従って参加出来るようにしてい
る。
・経験年数により育成研修、アドバンス研修に参加を促し、さらにキャリアアップ研修では学
びたい内容を選んで参加出来るようにしている。
・行政が主催する研修にもテーマを選択して参加を支援し、モチベーションの向上に繋げてい
る。
・研修に参加した職員はレポート提出し、職員会議ではレポートをもとに園内研修を実施する
流れとしている。
・目標管理を実施しており、個別能力シートに毎月達成状況を記入して主任、園長に提出し、
振り返りながら次月に向けての助言を受けることにしている。

評価項目

（３）職員の就業状況に配慮がなされている。 A
評価分類


