
 際立った暑さも落ち着き、さわやかな季節となりました。 

皆様におかれましては、園内行事に向け多忙な日々をお過ごし

のことと思います。 

 さて、県内行政区の枠組みを超え、“オールかながわ”

の情報共有を目指す『保育協議会通信』が今年度もスター

トします。よろしくお願いします。 
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２．県社協 保育協議会の動き 
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県社協保育協議会 広報委
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★本通信は、会員施設をはじめ関係機

関・団体の皆様へFAX・メール発信して

います 

１．保育ざっかん (正副会長寄稿) 

今年度も早いもので下半期に入ろうとしています。保育協議会では新しい委員を迎え、

広報委員会と調査・研修委員会を中心に事業を展開しています。保育賞の授賞式でもある

１２月８日の「保育のつどい」開催に向けた準備にも入りました。 

県内の保育士不足は、県西部を中心に厳しい状況が続いておりますが、神奈川の保育の

発展のために先駆者の方々が作り上げてきたものを大切に、県全域を意識し、会員相互で

協力し合いながら、一つ一つの課題を解決していきたいと思います。 

次代を担う子どもたちのために、行政や関係機関・団体と連携しながら、みんなで一緒

に考え、より良い保育を目指していきましょう。 

 

神奈川県社会福祉協議会保育協議会 会長 萩原 敬三 
（一般社団法人神奈川県保育会 理事長、大原保育園 園長／伊勢原市） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本年度、改選にともない、まずは改めてご挨拶申し上げます。 

30年度も既に半年を経て、新規の処遇改善や幼児教育の無償化など、新たに対処すべき

課題が提示されています。 

 この間には、西日本豪雨災害、大阪、北海道の震災と、広域的に、対応を検討していか

なければならない問題も改めて提起されています。 

 都道府県単位の動向に、横浜市社会福祉協議会保育福祉部会としても協調、連携して、

保育の安全、質、資質の向上に取り組んでまいりたいと考えておりますので、本年度もよ

ろしくお願いいたします。 
 

神奈川県社会福祉協議会保育協議会 副会長 佐野 健一 
（横浜市社協 保育福祉部会部会長、しらとり台保育園さつきが丘 園長／横浜市） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇正副会長会議、各種委員会等の開催状況 

４月 ７日 第45回新任保育士激励会 

５月 ８日 第1回正副会長会議 

６月 ５日 第1回委員会・総会 

      行政説明・研修会 

８月 ８日 第1回調査・研修委員会 

８月２１日 第2回正副会長会議 

８月２８日 第1回広報委員会 
▲新任保育士激会 

 パネルシアターの様子 

◇６月５日 第1回研修会概要 

テーマ：「いま、求められる保育の質について考える 

     ～新保育指針と各園の取り組みに向けて～」 

講師：増田まゆみ氏（湘南ケアアンドエデュケーション     

          研究所 所長） 

参加者：58施設68名 

参加者アンケートでは「もっと聞きたかった」「理解が

深まった」等の声が寄せられました。 



 

    

 保育協議会では、「オールかながわ」を目指し、各団

体間で情報交換を行っています。本年度、保育協議会通

信発行に際しまして、各団体より寄せられた情報を一部

ですが、皆様にもお届けいたします。 

 

 

◇県社協保育協議会［会員 470施設］ 

［キャリアアップ研修］ 

 県による行政説明、会員への情報提供メール等により

情報を発信し、各施設の研修参加状況調査の実施に向け

て検討中です。 

 

◇県保育会［会員 310施設］ 

［キャリアアップ研修］ 

 神奈川県からキャリアアップ研修としてマネジメント

と保育実践分野で８本の研修を実施しています。 

 

◇横浜市社協保育福祉部会［会員 420施設］ 

［キャリアアップ研修］ 

 正しい情報が伝わっておらず、不安に感じている園が

多い様子。研修名の表記について、ブロック間で共通認

識の上、統一表記ができれば良いと考えます。 

 

◇川崎市社協保育協議会［会員 175施設］ 

［キャリアアップ研修］  

 当協議会で開催予定はありませんが、市内では川崎市

直営での実施の他、一般財団法人川崎市保育会による実

施、また、県保育会からの研修案内を会員施設へメール

にて周知しています。 

 

◇相模原市保育連絡協議会［会員 104施設］ 

［キャリアアップ研修］ 

 相模原市主催によるキャリアアップ研修会（６分野）

を開催しています。 

 

 

4．関係機関情報 

保育人材の確保に向けて 

―かながわ保育士・保育所支援センターの取り組み― 
「かながわ保育士・保育所支援センター（以下、保・保センター）」は、

県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の委託を受け、保育の仕事に関心

のある方や保育分野への就職を考えている方への個別相談や求人情報の提

供、職場見学調整のほか、就職支援セミナーや就職相談会などを通じた支援

を行っています。 

 平成２９年度は、３７８名の新規求職登録をいただき、就職相談会等での

採用も含めると１６０名の方々が保育所へ就職しました。保育事業者の皆様

には保・保センターへ事業者登録・求人登録をいただくとともに、保育の仕

事のやりがいや魅力を広く発信していく取り組みに今後も引続きご協力くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。 

＜かながわ保育士・保育所支援センター＞   

横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２ 

かながわ県民センター１３階 

ＴＥＬ０４５－３２０－０５０５ 

ＦＡＸ０４５－３１３－４５９０ 

E-mail hoiku_jinzai@knsyk.jp 

HP http://www.kanagawahoiku.jp/ 

 

 

看護職人材の確保に向けて 

―神奈川県ナースセンターの取り組み― 

 
 神奈川県ナースセンターは、神奈川県知事指定のもと、（公社）神奈川県

看護協会が運営し、厚生労働大臣の認可を受けて看護職の無料職業紹介事業

（ｅナースセンター）を行っています。 

 平成26年12月末時点で、県内の児童福祉施設等で働く看護職は244人

（前年比1.21倍）で増加傾向にあります。看護職に期待されることは、専門

的知識を活かして、子供の安全や成長への関わり、医療的ケア児の看護、医

師との連携、感染対策等です。 

 ナースセンターでは、児童福祉施設等で就業を希望する看護職の登録は、

まだ少数ですが、求人登録の増加、看護職員の役割などが周知されると、

マッチングは伸びていく分野だと考えてい

ます。 

 是非、ナースセンターをご活用くださ

い。 

＜神奈川県ナースセンター＞ 

横浜市中区富士見町3-1  

神奈川県総合医療会館5F 

TEL ０４５-２６３-２１０１ 

FAX ０４５-２６３-２１０４ 

 

 

★次号（12月発行予定）では、「第62回全国保育研究大会（10/24～26、川崎市開催）」についてレポート予定です。 

『保育協議会通信』バックナン

バーをご覧になりたい方はこちら

をクリック！（リンク先に飛びま

す。） 

URL①［PDF］ 

http://knsyk.jp/s/shiryou/

pdf/29_khoikukyou_report123

.pdf 

掲載内容 

『保育協議会通信 使い方ガイド      

 第１号～第３号』 

URL②［神奈川県社協HP］ 

http://knsyk.jp/c/

sisetu/6d09bb6e701d4dea50 

3．団体情報 

５．お知らせ 
（１）第62回全国保育研究大会 

 本年度の全国保育研究大会は、川崎で開催します。全国から多くの人が集まる大

きな催しとして、川崎市が一丸となり開催に向けた準備を進めています。参加申し込

みまだ間に合いますので、是非ご参加下さい！ 

    日時：平成30年10月24日（水）・25日（木）・26（金） 

    場所：カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター） 

    問合先 

    全国社会福祉協議会 児童福祉部  事務局 TEL03－3581－6503 

   川崎市社会福祉協議会 保育協議会 事務局 TEL044－739－8717 
（２）保育のつどい 
  日時：平成30年12月8日（土） 

  場所：鎌倉芸術館 大ホール 

  ※本年度は日時、場所ともに変更がありました。ご確認下さい。 

   開催要綱などは10月発送を予定しております。しばらくお待ち下さい。 

http://knsyk.jp/s/shiryou/pdf/29_khoikukyou_report123.pdf
http://knsyk.jp/s/shiryou/pdf/29_khoikukyou_report123.pdf
http://knsyk.jp/s/shiryou/pdf/29_khoikukyou_report123.pdf
http://knsyk.jp/c/sisetu/6d09bb6e701d4dea500e7da2b41b9183
http://knsyk.jp/c/sisetu/6d09bb6e701d4dea500e7da2b41b9183


 厳しい寒さと共に、行事が盛り沢山の季節がやってきまし

た。クリスマスやお正月…指折り数え、楽しみにしている子ど

もたちの姿が想像できます。 

 さて、県内行政区の枠組みを超え、“オールかながわ”の情

報共有を目指す『保育協議会通信第２号』をお届けします。 
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神奈川県社会福祉協議会 保育協議会 通信 

＊『保育協議会通信』は、 

県社協保育協議会 広報委

員会で企画・編集しています。 
 

 

[広報委員会] 

 柿原 建男 《委員長》 
（第二白百合乳児保育園 園長／横浜市） 
 

 藤田 理恵  
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 社会福祉施設・団体担当 
 

 〒221-0844 
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 県社会福祉会館３階 
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ご意見・ご感想は 

下記事務局まで 

お寄せください。 

★本通信は、会員施設をはじめ関係団体 

 の皆様へFAX・メール発信しています 

１．保育ざっかん （正副会長寄稿） 

 平成最後の時を迎え、福祉業界、とりわけ保育所業界は大変目まぐるしい近年であったと感

じ、また、子ども子育て支援新制度、保育指針などの課題を検討し、自園の物にするためにお忙

しい日々をお過ごしのことと思います。子ども子育て支援新制度施行から５年目を迎え、幼保連

携型認定子ども園については、相模原市で保育所から認定子ども園への移行が始まり、県下に刺

激を与えてくれているようです。 

本年度は、全国保育協議会保育研究大会を横浜大会以来となる関東ブロック担当として川崎

市で開催させて頂きました。横浜大会以来、各地で開催される研修の回数も増えたことで、参加

者数が減少傾向の中、1,400名を超える参加者を迎える事が出来たのは関東ブロックをはじめ

県下の皆様のご理解ご協力あってのものと思っています、ありがとうございました。 

2019年は保育料の無償化の問題が出てまいります。様々な課題が山積している状態である

ことを伝え、運営の方法の検討を国に対しても、各自治体に対しても要望をしていかなくてはな

らないと感じています。今後の動向を皆様と共に見据え、協力をしていきたいと思います。 

               神奈川県社会福祉協議会保育協議会 副会長 奥村 尚三 
（川崎市社会福祉協議会 施設部会 保育協議会 会長、すこやか諏訪保育園 園長） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

県実施のキャリアアップ研修は、費用や時間などの都合上、参加が困難という現場の声を受

け、相模原市では、今年度より社会人1年目の基本から園長、保育アドバイザーなど管理職への

基本研修と、専門研修としてキャリアアップ研修（6分野）、支援コーディネーターなどのより

専門性を踏まえた研修をスタートさせました。 

 申込者等も多く、好評の声を頂いておりますが、よりよい研修の為、研修検討委員会を立ち上

げ、保育所、幼稚園等各団体代表と行政が委員となり、次年度に向けて検討を始めています。 

 今後も更なる発展へ向け、挑戦を続けていけたらと思います。 

 
 

神奈川県社会福祉協議会保育協議会 副会長 小磯 英次 

（相模原市保育連絡協議会 会長、古淵あおば保育園 園長） 

◇12月8日、「神奈川県保育のつどい・第54回神奈川県保育賞贈呈式」を      

鎌倉芸術館で開催しました。例年と日程・会場を変えた本年度は、8名の

方々が受賞されました。 

 保育のつどい運営委員会を構成する団体の一つである神奈川県ゆりの会

は、昭和４０年に「保母賞」（現保育賞）が神奈川県において制定され、受

賞された方々が、新しい時代における福祉の在り方などを話し合える場を作

りたいという声により昭和５９年４月に発足し、行

政を交え、懇親を図り、歴代の受賞者である会員が

日々研鑽を積まれながら活動されております。 

 「保母賞」（現保育賞）制定後、今回までで受賞

された県内の保育所、施設に勤務される保育士の

方々は405名を数えます。 

 受賞された８名の皆様、誠におめでとうございま

す。 
▲鎌倉芸術館にて式典 



 

 福祉サービス第三者評価事業の見直しに伴い 

  県全域共通の評価基準に変わります 
 

これまで、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構（以下、推進機構）では、地域性

や事業者の個別性、県内２０の評価機関の多様性や独自性を尊重し、評価項目・手法を特

定しない仕組みで第三者評価事業を実施してきました。今年度、県・推進機構・横浜市・

川崎市の４者が協働して事業の見直しを行い、県全域共通で使用することができる「標準

となる評価基準」として、国の評価基準ガイドラインを次年度から導入することとなりま

した。 

この評価基準は、全分野に共通する組織運営を主とした「共通評価」と分野別の取り組

みに特化した「内容評価」に分かれており、管理者や現場職員の立場から自己評価（振り

返り）がしやすい、法人内に受審事業所がある場合、種別を問わず「共通評価」は既存資

料を活用できるなどの効果が期待できます。また、評価結果の公表では、統一された判断

基準により客観的な評価結果を導き出すことができ、利用者からも事業所の到達度が比較

しやすいものとなることが期待されます。 

福祉サービス第三者評価事業は、第三者の客観的な視点から、受審事業者自身の気づき

を促し、日常業務の振り返りと改善に向けたきっかけをつくります。昨年度の保育所受審

実績は２７８件（前年度比３３件増）。受審事業者アンケートでは「保育園や保育士の良

いところ、気づきを促す丁寧なヒアリングが行われた」「全職員で保育理念を確認し合う

ことができ、運営全体の見直しができて良かった」等の声が寄せられています。 

保育の質の向上に向けて是非ご活用ください。 

 
＜かながわ福祉サービス第三者評価推進機構＞ 

横浜市神奈川区沢渡４－２ 神奈川県社会福祉協議会 福祉サービス推進部 

ＴＥＬ０４５－２９０－７４３２・ＦＡＸ０４５－３２０－４０７７ 

４．関係機関情報 

３．県内団体の動き【寄稿：川崎市社会福祉協議会 施設部会 保育協議会】 

 

第62回全国保育研究大会（川崎大会）が開催されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

(1) 第3回研修会 ※総会同日 

 テーマ：園内研修の持ち方 

 講師：岡 健（大妻女子大学／教授） 

 日時：未定 
 

(2) 平成31年度新任保育士激励会 

 日時：平成31年4月13日(土) 

            午後２時～4時２0分【予定】 

５．おしらせ 

『保育協議会通信』バックナンバーを

ご覧になりたい方はこちらをクリッ

ク！（リンク先に飛びます。） 

URL①［PDF］ 

http://knsyk.jp/s/shiryou/

pdf/29_khoikukyou_report123.pdf 

掲載内容 

『保育協議会通信 使い方ガイド      

 第１号～第３号』 

URL②［神奈川県社協HP］ 

http://knsyk.jp/c/

sisetu/6d09bb6e701d4dea50 

平成３０年１０月２４日（水）から２６日

（金）にかけて、川崎市川崎区にある「カルッ

ツかわさき」を主会場として、第６２回全国保

育研究大会（川崎大会）が開催されました。 

 この全国保育研究大会では、今日の保育情勢

をふまえ、すべての子どもの最善の利益の保障

にむけた保育関係者の姿勢を広く社会に発信で

きるよう、多様なテーマで研究、協議を深め、

先駆的、効果的な実践を学びあうことで全国的

な保育・子育て支援の拡充につなぎ、保育実践

の一層の向上を目指すことを目的に開催されて

います。今年度の川崎大会では１，４００名を

超す方々にご参加いただきました。 

 大会初日の式典は奥村尚三川崎市社会福祉協

議会施設部会保育協議会会長のあいさつにより

開会が宣言され、児童憲章朗読、主催者挨拶、

来賓祝辞、表彰が行われ、大会宣言の採択を

もって終了しました。 

 式典に続き、唐沢裕之厚生労働省子ども家庭局保育

課企画官による行政説明、万田康全国保育協議会会長

による基調報告「保育をめぐる動向と全国保育協議会

の取り組み」がそれぞれ行われました。 

 大会２日目は１１の分科会に分かれて研究討議が行

われました。中でも第８分科会は開催地企画分科会と

してフィールドワークを行い、第１０分科会は特別分

科会として、「新しい時代における保育所・認定こど

も園に必要な視点」として報告・講義が行われ、他の

分科会では、各分科会で３組が保育実践について報告

し、助言者からの助言、講義やグループワークによる

意見交換を行い、保育活動への理解を深め、保育実践

の向上を図りました。大会最終日には澤口俊之氏（武

蔵野学院大学教授）による「子どもの脳をいかに育む

か」をテーマに記念講演が行われました。 

 最後に次期開催地である広島市保育連盟よりあいさ

つが行われ、続く閉会式をもって大会の全日程が終了

しました。 

http://knsyk.jp/s/shiryou/pdf/29_khoikukyou_report123.pdf
http://knsyk.jp/s/shiryou/pdf/29_khoikukyou_report123.pdf
http://knsyk.jp/c/sisetu/6d09bb6e701d4dea500e7da2b41b9183
http://knsyk.jp/c/sisetu/6d09bb6e701d4dea500e7da2b41b9183


 今年度もあとわずかとなり、暖かい日差しとともに春の訪れを感じられるようになり

ました。 

 さて、県内行政区の枠組みを超え、“オールかながわ”の情報共有を目指す『保育協

議会通信第3号』では、相模原市で取り組まれている認定こども園の移行状況につい

て、相模原市保育連絡協議会実施の調査結果の概要をお伝えします。 

「保育所から幼保連携型認定こども園へ移行した園の意識調査」 

   

第３号 発行日：平成31年3月29日 

神奈川県社会福祉協議会 保育協議会 通信 

＊『保育協議会通信』は、 

県社協保育協議会 広報

委員会で企画・編集してい

ます。 
 

 

[広報委員会] 

 柿原 建男 《委員長》 
（第二白百合乳児保育園 園長／横

浜市） 
 

 藤田 理恵  
（岡田保育園 園長／厚木市） 
 

 長瀬 太 

（あさのみ保育園 園長／川崎

市） 
 

 鈴木 宏尚 

（清水こども園 園長／相模原市） 

 

[発行] 

 神奈川県社会福祉協議会 

 施設部会 保育協議会 

  

[事務局] 

 県社協 

 福祉サービス推進部 

 社会福祉施設・団体担当 
 

 〒221-0844 

 横浜市神奈川区沢渡４－２ 

 県社会福祉会館３階 

 TEL：045-311-1424 

 FAX：045-320-4077 

 E-mail: sisetu@knsyk.jp 

 

 

質問2：移行前に戸惑いや不安を感じていましたか 

    【3択回答】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   質問3：移行した現在、移行前の戸惑いや不安に    

       ついてどう感じていますか 

       ※質問２と同一項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしらせ 
 

○ 新任保育士激励会 

 日時：平成31年4月13日(土) 

   午後２時～4時２0分【予定】 

 会場：横浜市総合福祉センター 

   ４階 ホール（横浜市中区） 

 締切：平成31年4月8日（月）   

            まで 

 まだまだ参加可能です！ 

 お気軽に上記事務局連絡先へ  

 FAX又はEmailにて保育所名・  

 TEL参加者氏名ご連絡下さい。 

 

①園児の人数が増えて園の運営が安定する。 

 そう思う       3園    

 どちらともいえない  4園   
 そう思わない     5園 

②補助金が増えて園の運営が安定する。 

 そう思う       3園 

 どちらともいえない  4園 

 そう思わない     5園 

③あえて移行を止める理由がない。 

 そう思う       5園 

 どちらともいえない  4園 

 そう思わない     3園 

④将来補助金等の優遇が減少する 

 そう思う       8園 

 どちらともいえない  2園 

 そう思わない     2園 

⑤その他自由記述意見【抜粋】 

・地域の特性を活かし、子育て家庭へ  

 こどもを預ける場所(園）選択を増 

 やすため。 

・２号認定の子どもが、保護者の理由 

 によって園をやめずに継続して保  

 育・教育を受けられる。園の方針に 

 対して理解している１号認定の子ど 

 もを受け入れることができる。この 

 ように、多様な預かり方を選択でき 

 るという利点があるため。 

質問項目※グラフ左側より 

①申請の手続きが煩雑で時間がかかる。 

②保育教諭資格取得で現場の手が不足。 

③1号認定の子の募集選考に不安。 

④1号認定の定員を下回る不安。 

⑤保育料の自園での徴収が煩雑で時間が  

 かかる。 

⑥長時間保育と短時間保育の子が同じクラス 

 で十分な保育が出来るか不安。 

⑦保育士のローテーションが難しい 

⑧今の保育でいいのか変えなければいけない 

 のか悩む。 

⑨保育の反省や会議研修の時間を確保できな 

 い不安。 

⑩配置基準を満たすための人件費がますので 

 はという不安 

⑪移行後も施設設備費が保証されるか不安 

⑫指導監査で従来の他に何を準備するのか不 

 安              

 平成２７年4月から始まった『子ども・子育て

支援新制度』では、質の高い幼児期の学校教育と

保育の総合的な提供を狙いとした、幼稚園と保育

所の良いところをひとつにした「認定こども園」

を普及させることが掲げられています。 

 相模原市の移行状況は、平成29年度まで移行

園が２園でしたが、平成30年度に15園（本園

12、分園3）が移行し、平成31年度には15園

（本園13、分園2）が移行予定であり、全体で

は３２園（本園２5、分園7）となる見込みで

す。 

 相模原市保育連絡協議会ではこの度、保育園か

ら幼保連携型認定こども園への移行についての効

果や課題等について調査することを目的に、認定

こども園へ移行した園を対象としたアンケート調

査を行いました。今回はその内容について一部ご

紹介します。 

質問1：認定こども園へ移行した理由は？ 

   【３択回答】 



関係機関情報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

質問６：今後の課題についてどのようにお考えです

か？ 
・保育教諭の確保と定着・資質向上（1） 

・外部にしっかりと説明できる教育・保育カリキュラ 

 ムの確立。（1） 

・増加した事務内容の円滑化・簡略化による職員への 

 負担軽減。（２） 

・認定こども園として、どのように地域貢献を充実し 

 ていくか。 

・地域への広報を含めた、こども園認知度の向上（2） 

・１号認定の募集の仕方・園児の確保。（2） 

・特色ある園作り、選ばれるこども園となる工夫（1） 

・幼保連携型認定こども園の特性および社会福祉法人 

 の特性を活かしたさらなる保育の質の向上と安定し 

 た経営・基盤の確保。  

質問4：認定こども園に移行し、良かった点は何ですか？ 

※（）内類似意見まとめ数 

①保護者にとって 

・預かりの選択肢が増えたことで、柔軟な受け入れが可能にな  

 る。（3） 

②保育者にとって 

・保育士から保育教諭になったということで、意識に変化が見  

 られ、日々の教育・保育が意図的・計画的になされるように  

 なった。（５） 

・職員の処遇改善加算Ⅱが増えたこと。 

③園にとって 

・園の独自性が確保されるようになった。（1）  

 

質問5：認定こども園に移行し、悪かった点は何ですか？ 

・学年別のクラス配置と異年齢保育の時間の設定。 

・事務手続きが増した。 （4） 

 具体例） 

 保育料徴収、保育教諭資格管理、通知やアンケート調査への  

 回答等 

・思うように１号の子どもが増えず、収入面では大きな利点が 

 ない。 

・特になし（6） 

【分析・考察】 

＜分析＞ 

①移行前と移行後に共通して不安を感じている主要な項目 

・申請の事務手続が煩雑で判りにくく時間がかかる。 

・保育料の自園での徴収が煩雑で時間がとられること。 

・移行後も施設整備費が保証されるか不安。 

⇒保育現場での事務負担の増加が課題ということが伺える。 

 

②その他不安な項目 

・1号認定の定員を下回る事への不安 

・配置基準を満たすための人件費が増すのではという不安 

⇒1号認定の定員を下回る事への不安に関しては、移行前後で 

の変化はない為、不安な状況は依然として続いていることが

伺える。 

 

＜考察＞ 

①こども園への移行への取り組みは、着実に行われている部 

 分と未だ詳細の部分が各行政現場に任されている部分があ 

 ると思われる。 

 保育現場では、申請の事務負担を始め、保育料の徴収等を 

 含めて事務の負担が増加していくことが見込まれる。 

 しかし、事務の負担が増えたからといって、簡単には人員 

 を増加できない状況があり、事務負担増加が課題となると 

 考えられる。 

 

②１号認定の定員の充足の可不可については、始まってみな 

 いと判らない要素が多分にあり、園の収支に直接的に影響 

 を及ぼすので、移行した後でも不安が中々解消されない。 

参考資料 

★『相模原市・保育園から幼

保連携型認定こども園の移行

の状況』 

★過去発行の『保育協議会通

信』をご覧になりたい方はこ

ちら 

リンク先 

http://knsyk.jp/c/sisetu/

a85057c0abc01d91f80

f1ecfe31fedb3 

 

苦情からサービスの質の向上へ！ 
 

 「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」が平成29年に一部改正され、苦情に対応することは経営者

の重要な責務であることが示されました。これらの指針をもとに、事業者における苦情相談体制、解決の仕組みの充実が求められています。 

 苦情対応のポイントは、小さな不満・ミス・トラブルを見逃さず、しっかり受け止め、誠実に対応することで重大な苦情とならないようにす

ることです。また、苦情対応・解決は提供しているサービスの検証や改善のきっかけになることから、事業者内での「情報の共有化」「業務

への反映」が重要となります。平成28年度に当委員会が実施した「福祉サービス事業者における苦情解決体制整備状況に関するアンケート調

査」においても、苦情内容や解決経過等を職員に知らせている事業者は87.4％、苦情内容や対応経過等を職員研修等に反映（活用）している

事業者は80.9％あり、多くの事業者が苦情を業務改善のヒントと捉えていることがうかがえます。 

 苦情解決は、権利擁護の取り組みでもあります。事業者が組織として取り組みを積み重ねていくことでサービスの質の向上、社会的信頼へと

つながっていきます。 

⇒事業者の取り組み等について、県社協機関紙「福祉タイムズ6月号・特集」に掲載。県社協ホームページから閲覧できます。 

【かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局】 

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター14階  

ＴＥＬ：045-317-2200（相談専用） 

ＦＡＸ：045-322-3559 

＊社会福祉法第83条に基づき都道府県社協に設置。福祉サービスの苦情解決にあたるとともに、事業者段階での苦情解決に向けた啓発等を行っています。 

http://knsyk.jp/c/sisetu/a85057c0abc01d91f80f1ecfe31fedb3
http://knsyk.jp/c/sisetu/a85057c0abc01d91f80f1ecfe31fedb3
http://knsyk.jp/c/sisetu/a85057c0abc01d91f80f1ecfe31fedb3

