【別紙 4】
平成３１年 3 月
社会福祉法人 秋桜会
理事⾧ 加賀 武夫 様
湊高台こども園
園⾧ 加 賀 昭 子

園評価についての報告
平成３０年度園評価を実施しましたので、ご報告申し上げます。

１ 園の教育目標
「こころも からだも つよいこ」
○明るく元気なこども
○自分で考え、行動するこども
○思いやりのあるこども

２ 平成 30 年度の重点目標・計画
■食育の推進
じゃがいも、さつまいも、米、夏野菜などを栽培し、収穫して自分たちで食べることにより、食
に対する興味を深め、農家の方や作ってくれる方々への感謝の気持ちを持つ。また、栄養士・調理
師と関わることで、食事を作る人を身近に感じ、作られた食事をおいしく、楽しく食べる。
■子育ての支援～親との信頼関係の構築
入園児の保護者との連絡を密にし、信頼関係を築き、園児が安心して生活できるように配慮する。
また、子育てに関する相談などを受けて、地域の子育て家庭に対しての支援を行う。
■小学校との連携
行事の見学、教職員の交流をとおして、就学児や保護者が安心して就学できるように支援する。

３ 評価について
職員の自己評価を行い、同じ項目で保護者アンケートを実施し、どの程度達成されているかを点
数化した。
アンケートは、各項目について、5:とてもそう思う 4:おおむねそう思う 3:少しそう思う 2：
あまりそう思わない 1:まったくそう思わない ０:よくわからない、無回答

という選択肢で評価

をしてもらった。集計後、5→5 点…１→1 点として点数化し、平均値を出した。
アンケート実施時期：2 月 4 日から 2 月 12 日 無記名
対象者：保護者 140 名

回収率 97.85％

職員 35 名

回収率 100％

（１） 教育課程・指導について
内容
①

取り組み状況

評価

基本的な生活習慣

・自分のことを自分でできるよ

保護者

6 割以上の保護者が５と回答し、

が身につくように働

うに促したり、家での生活の様

4.7

その他の保護者も４と回答し

きかけをする。

子を保護者と情報交換をした

職員

た。

りして、働きかけをした。

4.3

職員の働きかけが保護者に十分
に伝わっていることがわかる。

② 発達段階に応じた教

・色、形などをもとにした集合

保護者

6 割の保護者が５と回答。一方職

育の視点を取り入れ

遊びを積極的に取り入れ、集合

4.6

員は 6 割が 4 と回答した。クラ

た保育を行う。

という概念に興味が持てるよ

職員

スによっても職員の意識にばら

うにした。

4.3

つきがある傾向があった。

・毎日の生活の中で、職員だけ

保護者

外でのあいさつがあまり出来て

ではなく、来客者へのあいさつ

3.9

いないと思っている保護者が多

③ あいさつができる
子。

が出来るよう働きかけた。

い結果だったが、クラスが上が
るにつれて５、４と回答する割
合が高くなっていた。発達段階
に応じて成⾧していると判断で
きる。

④ 人の話を注意して聞
く。

・集中して話を聞くことができ

保護者

5，4 と回答した保護者が 6 割を

るよう、声がけをした。話す人

3.7

越えていたが、職員の評価が低

の顔を見る、静かにして話を聞

い傾向となった。

く、姿勢を正すの 3 つに気を付

職員

発達段階により、ばらつきがあ

けて働きかけた。

3.4

るのが通常であるため、今後も
工夫しながら指導していきた
い。

※１～４は 3 歳以上児のみの回答
（２） 年間行事について
内容

取り組み状況

⑤ 園行事の計画と運営

・行事のための詰込みの練習に

保護者

自由記述欄において、運動会や

偏らないように、子どもたちの

4.4

発表会の会場についての意見が

は適切に行われたか

評価

様子や普段の生活の中で実践

多かった。人数が増えたことに

していることを取り入れるよ

職員

より、会場を変更したりして対

うにした。

4.1

処したが、もう少し工夫する必
要があった。

（３） 健康保健・安全対策
内容

取り組み状況

評価

⑥ 子どもの体調に気を

・家での子どもの状況を、連絡

保護者

保護者からはおおむね良い評価

配り、家庭との情報

ノートや朝夕の送迎の際に情

4.6

だったが、一部の保護者より説

共有に努め、適切に

報交換をするように努めた。

対応する。

また、朝体調のすぐれない子は

職員

た、職員も情報交換をする園児

定期的に検温するなどして体

4.4

が偏ってしまったという反省が

明が不十分との声があった。ま

調の変化に気を付けた。

あった。

⑦ 健康管理、感染症な

・本園の玄関に、現在流行して

保護者

今年度から感染症情報を掲示す

どに対する情報を提

いる感染症や人数を掲示した

4.5

るようにしたところ、好評であ

供する。

り、園だよりで情報提供を行っ
た。

ったが、本園のみで実施してい
職員

たためか、職員の評価より保護

4.6

者の評価が低い唯一の項目だっ
た。個人情報等に配慮しながら、
可能な限り情報提供を行ってい
く。

⑧ 園の施設環境を適切

・定期的に施設を見回りしなが

に整え、清潔に保つ。 ら点検し、遊具や施設を整備し

保護者

保護者が５と回答した割合が最

4.6

も多く、7 割を超えた。一方職員

た。

は 4 割にとどまった。これは、

・毎日の掃除、おもちゃの消毒

職員

教育保育における環境設定も考

を励行した。温度や湿度に注意

4.2

慮しての回答と考えられる。保

し、感染症がまん延しないよう

育の環境設定について職員間で

に対処した。

見直す機会が必要と感じる。

（４） 園全体の運営
内容

取り組み状況

⑨ 子どもの状況につい

・連絡帳や送迎時の対話など

保護者

9 割の保護者が 5，4 の評価であ

て、保護者と情報交

で、子どもについての情報交換

4.4

ったが、自由記述欄では、口頭だ

換を行う。

をし、相談を受けたり助言を行
ったりした。

評価

けではなく写真などで園の様子
職員

をもっと知りたいという声が多

4.3

かった。

⑩ 園からの手紙等（お

・園だより、クラスだよりはそ

保護者

保護者の評価が 5，4 で 9 割を超

知らせ、園だより、食

れぞれ月 1 回発行し、子育てに

4.6

えた。今後もわかりやすく、適切

育だより、ホームペ

関する情報を掲載するように

ージ等）で家族や地

した。ホームページでは、行事

職員

域への情報提供を行

や普段の様子を写真付きで紹

4.4

う。

介した。

な情報提供を継続していきた
い。

⑪ 食育について積極的
に取り組む

・バケツ稲、じゃがいも、サツ

保護者

食育についての取り組みは、年

マイモ、夏野菜の栽培を行い、 4.4

中、年⾧児が中心となっている

その様子を玄関に写真付きで

ため、クラスによって評価に差

掲示した。

職員

が出た。

・年 2 回、食育だよりを発行し

4.2

新年度は低年齢児への食育につ

た。

いての取り組みにも力を入れた
い。

⑫ 子育ての支援を行う

・未就園児対象の「ドレミファ

保護者

保護者に比べ、職員の評価が低

教室」を月 1 回開催した。

4.3

い傾向だった。未就園児向けの
教室を開催したが、今後は在園

職員

児の保護者にも必要な支援が受

3.9

けられるように体制を考えてい
きたい。

⑬ 小学校と連携し、ス

・青潮小学校…運動会などの行

保護者

3 歳未満児で評価が低い傾向に

ムーズな就学を支援

事を見学に行ったり、1 年生と

4.1

あり、「わからない」と回答した

する

就学児との交流会を行った。

人もいたことから、情報提供が

・湊小学校…湊地区幼保こ小連

職員

不十分であると感じた。新年度

携協議会を複数回開催。今年度

3.8

はカリキュラムについての話し

は指導者同士の交流として、絵

合いを持つ予定である。

画の合同研修会や、言葉の教室
職員との情報交換を行った。
（５） その他
内容
職員の人材育成

取り組み状況

評価

・キャリアアップ研修受講状況

平成 31 年度中に 4～5 名が新たに

4 分野終了２名

4 分野取得できる予定で、取得は

3 分野終了４名

順調に進んでいる。

2 分野終了３名

正職員だけでなく、準職員やパー

1 分野終了 5 名

ト職員も受講できるようにしてい

※1 分野は 15 時間

きたい。

ICT 活用による保育教諭の負

・登降園システムによる、登降園

システム導入により、記録への信

担軽減

時間の管理。

頼性が確保された点は評価でき

・睡眠中の乳幼児突然死症候群を

る。また、午睡チェックシステム

防止するための午睡チェックシス

は保護者からの反応は良かったと

テムを導入し、保育教諭の目視に

感じる。導入当初は機器に慣れる

よるチェックを補完する体制を整

まで試行錯誤したところもある

えた。

が、安定して運用できている。

全体の評価
〇クラス運営の評価について
3 歳以上児…時間に追われたなど、余裕が持てない状況があることが見えてきた。理由は、製作、
行事など。今後、製作についての見直しが必要だと考えられる。
3 歳未満児…複数担任であるため、職員間の連携、家庭との連携の問題を挙げたところが多かっ
た。おおむね出来ているという自己評価ではあるが、クラスの中での連携は取れていても、他のク
ラスや本園と分園の間など、全体としての連携についてもう少し工夫する必要がある。
〇全体をとおしてあげられていたこと
保育の内容や自身の指導力について、もっと向上させたいという職員が多かった。これについて
は、職員間での話し合いが不可欠だが、園内研修の時間を取ることが難しく、外部研修の伝達に偏
ってしまう現状がある。職員の人数や、本園分園と施設が離れている現状を踏まえて工夫しながら
話し合いを充実させることが必要である。
（解決策）
・一日の活動の流れを見直し、職員同士話合いできる体制を作る。
・分野ごとのスペシャリストづくりをし、少人数での話し合いも充実させる。

