
（別紙）
評価細目の第三者評価結果

評価対象Ⅰ 保育の理念

１ 子どもの最善の利益の考慮
第三者評価結果

Ⅰ-１ 理念が明文化されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２ 理念に基づく基本方針が明文化されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３ 理念や基本方針が職員に周知されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-４ 理念や基本方針が保護者や地域の住民、関係機関等に周知され
ている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅰ-５ 一人ひとりの子どもを尊重した保育について共通の理解をもつ
ための取組を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

市立保育園全体で統一された保育目標、保育理念が策定され、それに基づく基本方針は、保
育課程その他の文書の中で明文化されている。保育理念や基本方針は、職員に配布し、会議等
で確認し合うなど、理解を促す取り組みが行われている。保育理念や基本方針は「保育園ガイ
ドブック」等に掲載され、保護者や来園者には配布し、子育て支援センターや保健センター等
の地域の関係機関に置かれているものの、積極的に説明までは行われていない。園だよりやガ
イドブックを近隣の自治会や公民館等にも配布するなど、園が実施する保育・保育サービスに
ついて、地域住民の理解を促進する取り組みを強めることが期待される。

一人ひとりの子どもを尊重した保育について基本姿勢が明示され、会議や報告、保育課程の
編成過程等を通じて、共通理解を持つ取り組みが行われている。

評価対象Ⅱ 子どもの発達援助

１ 子どもの福祉を増進することに最もふさわしい生活の場
第三者評価結果

Ⅱ-１ 子どもの健康管理は、子ども一人ひとりの健康状態に応じて実
施している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２ 食事を楽しむことができる工夫をしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-３ 乳幼児にふさわしい食生活が展開されるよう、食事について見
直しや改善をしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４ 健康診断・歯科検診の結果について、保護者や職員に伝達し、
それを保育に反映させている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

健康管理に関する保健計画マニュアルが整備され、予防接種状況等の情報を保護者から積極
的に得るなど、子ども一人ひとりの健康状態についての把握が丁寧に行われ、職員間で情報を
共有し、保育に反映させている。



放射能除染により安全性を確保した上で、園内の畑で育てた野菜を給食材料にしたり、３歳
以上児では食材や栄養に関する話を食事前に行ったりするなど、食べ物に関心が持てるような
取り組みを行っている。また、子どもたちは、食事を無理強いされることなく、優しく声を掛
けられながら落ち着いて自分のペースで食事をしている。市子ども課の栄養士や保育園の調理
員等が関わり、「市内給食会議」を毎月実施し、喫食簿をもとに乳幼児に相応しい食の提供につ
いて検討されている。

健康診断・歯科健診の結果が適正に記録され、保護者や職員に周知され、保健計画に反映さ
れており、年長児は歯磨き指導を年１回受けている。健康診断未実施児には個別的に受診をす
すめ、園児全員が受けられるような取り組みをしている。

２ 生活と発達の連続性
第三者評価結果

Ⅱ-５ 子ども一人ひとりを受容し、理解を深めて働きかけや援助が行
われている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-６ 障害のある子どもが安心して生活できる保育環境が整備され、
保育の内容や方法に配慮されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-７ 長時間にわたる保育のための環境が整備され、保育の内容や方
法が配慮されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-８ 事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性に
配慮した対応を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

登園時から丁寧に園児を受け入れ、個々の状況の記録伝達を徹底し情報の共有が保育に活か
されている。また遊びや生活の場では、一人ひとりに応じた言葉かけを心掛け、見守ったり促
したり共に喜んだりと、個を理解し受容する姿勢がうかがえる。複数担任のクラスでは、保育
士同士が互いに声を掛け合うなど、チームが連携した保育の取り組みは、安全で安定した環境
を整える上で高い効果をあげている。

子ども一人ひとりをどう理解し受容していったらよいのか等、園の「アクションプログラ
ム」の具体的なテーマに沿って、職員間で十分に討議できる場を設けている。その中で、個を
大切にする保育とはどういうことなのかという気づきを共有し、保育に活かしている。

発達支援児保育については、専門機関に相談する仕組みも出来ており、担当保育士は関係機
関主催の研修に参加するなど、子どもが安心して過ごせるための環境整備に努めている。

長時間保育を受ける園児（子ども）は少なく、ほとんどの子どもが８時間以内の保育を受け
ている。特に夕方などは、子ども一人ひとりが家庭的な雰囲気の環境のもとで十分に寛げる工
夫が求められるが、少ない人数の中で異年齢児との交流が自然に持てたり、保育士とゆったり
関われたりする等の利点がある。

他市町村への転出の場合はマニュアルに沿って必要な情報を提供している。また、市内の保
育園への転園の場合には児童票の内容の引継ぎをし、子どもの保育に連続性を持たせている。

３ 養護と教育の一体的展開
第三者評価結果

Ⅱ-９ 保育所の保育の方針や目標に基づき、発達過程を踏まえ、子ど
もの心身の発達や家庭及び地域の実態に即した保育課程を編成
している。

○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１０ 定められた手順に従ってアセスメントを行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ



Ⅱ-１１ 指導計画を適切に作成している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１２ 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１３ 保護者の関わりや子どもの活動等について理念や方針にのっ
とった方法が文書化され保育が提供されている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-１４ 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。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-１５ 一人ひとりの子どもに関する保育・保育サービス実施状況の
記録が適切に行われている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１６ 子どもに関する記録の管理体制が確立している。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-１７ 一人ひとりの子どもの状況等に関する情報を職員間で共有化
している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１８ 乳児保育のための適切な環境が整備され、保育の内容や方法
に配慮されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１９ １・２歳児の保育において養護と教育の一体的展開がされる
ような適切な環境が整備され、保育の内容や方法に配慮されて
いる。

○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２０ ３歳以上児の保育において養護と教育の一体的展開がされて
いるような適切な環境が整備され、保育の内容や方法に配慮さ
れている。

○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２１ 小学校との連携や就学を見通した計画に基づいて、保育の内
容や方法、保護者とのかかわりに配慮されている。

ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

保育課程は保育所保育指針などの趣旨をとらえ、保育の理念・方針や目標に基づいて編成さ
れ、定期的な評価や、評価に基づいた見直しがされている。また入所児やその保護者の状況等
を把握し、市の様式に基づいて計画的にアセスメントし記録されている。

指導計画は保育課程に基づき、特に３歳未満児においては、子ども一人ひとりの特性や発達
状況を把握したうえで作成されている。作成した指導計画について定期的な見直しを実施し、
自らの保育実践について振り返り、保育の改善に活かしている。

保育の標準的な実施方法については、土曜日の手順など、個別の保育場面について文書化し
たものはあるが、保育全般にわたるものは作成されていない。職員が共通の認識を持って保育
に当たり、一定の保育の水準を実施するために、実施方法の文書化及び見直す仕組みづくりが
望まれる。

園児一人ひとりの発達状況、保育目標と発達過程、生活状況について記録（児童票・日誌・
職員会議録）され、関係する全職員に周知徹底している。記録の管理について個人情報保護の
観点から職員教育や研修が行われている。子どもに関する記録の保管等に関しては、市の「保
育園文書保存年限基準」が平成１８年に示されているものの、古い建物であり、鍵のかからな
い扉や書棚が多いなど施設上の制約もあるため、管理面で工夫と配慮が必要である。保育園独
自の文書等管理規程を定め、書類やパソコン等の盗難や紛失事故等に備えるなど、記録文書及
びデータの管理面での強化が求められる。

子どもの保育や保護者支援のあり方については、定期的な職員会議やケース会議等を通し
て、関係する全職員で情報を共有している。

1・2 歳児の保育においては、ゆとりある環境をいかし、活動に応じた場を設定する中で、子
どもの特性を受け止め、自分でしようとする気持ちをくみ取り、待ったり、励ましたり、関心
を向けられるような言葉かけをしたりしながら、安全な環境に配慮されている。



４ 環境を通して行う保育
第三者評価結果

Ⅱ-２２ 生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのでき
るような人的・物的環境が整備されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２３ 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
できるような環境が整備されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２４ 子どもが主体的に活動し、様々な人間関係や友だちとの協同的な
体験ができるような人的・物的環境が整備されている。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅱ-２５ 子どもが主体的に身近な自然や社会とかかわれるような人的・物
的環境が整備されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２６ 子どもが言葉豊かな言語環境に触れたり、様々な表現活動が自由
に体験できるような人的・物的環境が整備されている。

ａ・○ｂ・ｃ

評価所見

古い園舎ではあるが、遮光シートを張ったり、壁を明るい色のペンキで塗り替えたりするな
ど、子ども達が親しみを持ち、快適に過ごせるような取り組みをしている。保護者アンケート
からもうかがえるように、職員の明るい挨拶や表情も、信頼出来る人的環境となっている。

健康で安全な生活に必要な基本的生活習慣を身につけられるよう、子どもの気持ちを大切に
しながら援助している。放射能除染後は、園庭に出る時間が確保され、伸び伸びと運動遊びが
出来るよう改善された。また、リズムに合わせ体を動かす活動として、体操や運動プログラム
がほぼ毎日実施されている。

原発事故以来、保健的環境や安全面の視点から、除染後の放射線量を確認しながら保育にあ
たっており、散歩や自然物を使った活動は見合わせざるを得ない状況である。

施設が狭いという制約もあり、子どもが自分で様々な素材や遊び道具、楽器などを選び出
し、自由な自己表現を十分に楽しめる環境を整備するという点で課題があったが、反省点を踏
まえ、平成２４年度より少しずつ改善に向けた取り組みが進められている。子どもが主体的に
イメージを膨らませ、想像豊かな経験が自由に出来るような環境設定の工夫や、友だちと相互
に関わり協同して活動できるような取り組みについて、今後さらに力を入れることが期待され
る。

評価対象Ⅲ 保護者に対する支援

１ 家庭との緊密な連携
第三者評価結果

Ⅲ-１ 子どもの食生活を充実させるために、家庭と連携している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２ 家庭と子どもの保育が密接に関連した保護者支援を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-３ 子どもの発達や育児などについて、懇談会などの話し合いの場に加
えて、保護者との共通の理解を得るための機会を設けている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-４ 虐待に対応できる保育所内の体制の下、不適切な養育や虐待を受け
ていると疑われる子どもの早期発見及び虐待の予防に努めている。 ○ａ・ｂ・ｃ

３歳以上児においては、担当保育士同士が協力し合い、養護と教育が一体となった保育を目
指して保育に当たる姿がうかがえる。保育の内容や方法について園長や副園長に気軽に相談で
きる雰囲気があり、学び、自己評価しながら取り組んでいる。

小学校との連携に関しては、小学校教員と保育士の合同研修に参加する程度にとどまってい
る。園だけの努力では限界があり、近隣の小学校側の協力が必要ではあるものの、今後、保育
園と地域の学校との間で、子どもが安心して入学できるような連携が期待される。



評価所見

「ほけんだより」でレシピ紹介をしたり、献立表では分かりづらいメニューは写真を撮って
見せたりするなどの工夫をしており、保護者もレシピを読んだり、作り方を個別に聞いたりし
て参考にしている。

駐車場が狭いため、送迎時の会話に遠慮しがちな保護者もいるが、保育士は話しやすい雰囲
気を作って保護者に接しており、早遅番引継ぎ帳を活用するなどにより、情報の共有を図って
いる。保護者との話し合いの場としては、年１回の保護者会総会や役員会に限られているもの
の、保護者が園の保育補助者として「保育参加」する機会が年に一度設けられており、終了後
に個別に保護者面談が行われ、保護者との共通理解を得る努力が行われている。園での子ども
の様子、友達との関係などを見ることができるため、保護者も保育参加を楽しみにしている。
園としても、保護者が参加しやすいように実施期間を長く設定する、一日につき保護者の受け
入れは一人とする、園児と一緒に食事をする体験ができるなど、園の日常を知ることができる
よう、様々な工夫をしている。

虐待についてのマニュアルが整備され、疑われた場合、園内はもとより、必要な場合には関
係機関に連絡できる体制が整備されている。

２ 地域における子育て支援
第三者評価結果

Ⅲ-５ 子どもと地域とのかかわりを大切にしている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-６ 地域の福祉ニーズを把握している。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-７ 地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-８ 事業所が有する機能を地域に還元している。 ａ・ｂ・○ｃ
Ⅲ-９ 必要な社会資源を明確にしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１０ ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立して
いる。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１１ 関係機関等との連携が適切に行われている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１２ 利用希望者に対して選択に必要な情報を提供している。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅲ-１３ 保育・保育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。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

「コミュニティー夏祭り」に花笠音頭等で出演したり、「公民館まつり」に絵の展示品を提供
したりするなど、公民館行事に参加している以外には、地域との交流機会は限られており、地
域の自治会等との日常的な関係づくりなど、子どもと地域との交流を広げるための地域への働
きかけを強めることが期待される。

行政組織として地域の福祉ニーズを把握し、民間も含めた各保育園間の役割分担により、地
域の福祉ニーズへの対応を図っているとはいえ、園で実施している地域子育て支援事業として
は子育て相談のみである。子育て相談事業についての地域に対する広報活動は弱く、実際に地
域からのアクセスもない状況とのことであった。例えば地域の子育て家庭を対象とした「園庭
開放日」を設け、園だより等を通じて積極的に周知を図り、園を訪ねて相談しやすい状況をつ
くるなど、保育所の有する専門的な機能を地域に提供する取り組みの強化が期待される。



評価対象Ⅳ 保育を支える組織的基盤

１ 健康及び安全の実施体制
第三者評価結果

Ⅳ-１ 緊急時（事故、感染症の発生時など）における利用者の安全確保の
ための体制が整備されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２ 災害時に対する利用者の安全確保のための取組を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-４ アレルギー疾患、慢性疾患等をもつ子どもに対し、主治医からの指
示を得て、適切な対応を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-５ 調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実施され、食中毒等の発生
時に対応できるような体制が整備されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

安全管理マニュアルが作成され、事故発生時の対応方法や責任者に関する事項なども明記さ
れている。事故発生時の対応がチャートで書かれ、手順、留意点、リスク別にそろえてある。
また、ＡＥＤ講習、不審者侵入訓練など研修を定期的に行っている。備蓄リストを整備し、保
存期間を定めて管理している。定期的に避難訓練を実施し、災害や万一の事故に備えている。
また、東日本大震災の経験をいかし、災害訓練時は各保育士が携帯電話を持って避難するなど
手順の見直しもされている。

保育日誌に「ヒヤリハット」記入欄があり、保育士が気付いたときに記入でき、管理者が指
導を行うことができる工夫をしているなど、速やかに現場で見直しができる仕組みが整備され
ている。園舎内安全マップには、各所のリスクが見出しで書いてあるなど分かりやすい工夫も
されている。また、滑り台の手を挟みやすい部分にスポンジを入れるなど、子どもの安全確保
が図られている。

食物アレルギーマニュアルがあり、症状、対応方法、受け入れ手順などが記されている。ま
た、アレルギー食実施申請書により、主治医と連携が取れるようになっている。実際の食事場
面ではアレルギー食の子どもの気持ちに配慮し、食べる場所を変えるなどの配慮も行われてい
る。

給食調理衛生管理マニュアルを整備し、月１回の検便、調理室内の衛生管理を徹底してい
る。また、県北健康福祉センターの指導を受けながら、衛生環境の改善等に努めている。

ボランティアの受け入れに関しては、地域の人材や中高生等に園の保育内容を理解してもら
い、交流を持ち、共に育ちあうという意義のもと実施し、職員にも会議等を通じて周知されてい
る。

関係機関との連携については、子育てセンター、保健センター、児童相談所など必要に応じて
連携が図れる体制が整備されている。とりわけ国際医療福祉リハビリセンターとは、発達支援児
に対して個々の状況に合わせた対応を行うという点で、効果的な連携が行われている。

保育園の利用希望者は子ども課等で市内各園の特徴が書かれている「保育園ガイドブック」を
入手でき、選択時の参考にすることができる。ホームページ上で園の施設案内の情報を得ること
はできるものの、公立保育園であり待機児童をなくすことに主眼が置かれており、利用希望者に
とって保育所選択の参考になるほど、積極的で詳細な情報提供を行うまでには至っていない。

入園決定後保護者の都合に合わせ来園してもらい、保育場面を見学してもらうようにしてい
る。その中で、園の方針理念の説明や相談を受けサービス開始に向けている。



２ 職員の資質向上
第三者評価結果

Ⅳ-６ 保育・保育サービスの質について定期的に評価を行う体制を整備し
ている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-７ 保育士等が主体的に自己評価に取り組み、保育の改善が図られてい
る。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-８ 評価の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。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ-９ 必要な人材に関する具体的なプランが確立している。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ-１０ 人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ-１１ 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。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ-１２ 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。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ-１３ 職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１４ 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。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ-１５ 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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１６ 実習生の受入れと育成について基本的な姿勢を明確にした体制を
整備し、積極的な取組をしている。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

保育所保育指針の改定当初より保育士による自己評価が取り組まれており、３年前からは市
独自の７項目からなる自己評価表を使用して年２回の実施とするなど、自らの保育実践を振り
返り、改善を図る取り組みが継続的に実施されている。市全体として「保育の質の向上のため
のアクションプログラム」を策定し、保育の質の向上が積極的に追求されている。経験の浅い
保育士も多い中、園を挙げて保育士の資質の向上をめざしており、職員全体で考えを出し合う
中で、様々な専門的知識や保育の方法を習得する取り組みが重視されている。保育日誌の記録
を読んで、管理者が工夫や配慮すべき点を文章化して指導するなど、日常的に保育士の育成が
図られている。園独自の書式を作成し、平成２３年度より保育所の自己評価にも取り組み始め
たものの、職員参画により評価結果の分析や改善策の策定を行うまでには至っていない。

市の正規職員については、人材育成方針及び人員プラン策定、人事考課、福利厚生制度など
の仕組みが整備されているものの、嘱託職員、パート職員は対象外であり、そうした職員が全
体の４分の３近くを占めている園の現状においては、計画に基づく人事管理が徹底されている
とは言えない。職員アンケートにおいても、非正規比率が高いために職員がストレスや負担感
を感じている様子がうかがわれる回答も一部に見られた。年２回、個人面談が行われ、職員の
意向把握が行われているものの、大半の職員が期間雇用者であるため、契約更新の意思確認に
とどまる場合もあり、職員全体の意向を職場の改善にいかすまでには至っていない。

市のアクションプログラムには「保育士等研修の充実」が掲げられ、職員の教育・研修に関
する基本姿勢が明示されているものの、職員一人ひとりを対象とした個別研修計画までは策定
されていない。外部研修への参加については、各職員の担当年齢やクラス状況を考慮した上
で、できる限り均等に研修が受けられるような工夫がされている。

実習生の受け入れは市の子ども課が窓口となり、相手方の要望等に基づいて園に連絡が入る
仕組みであり、効果的な実習内容となるよう、積極的な対応が行われている。



３ 運営・管理、社会的責任
第三者評価結果

Ⅳ－１７ 中・長期計画が策定されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－１８ 中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ－１９ 事業計画の策定が組織的に行われている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－２０ 事業計画が職員に周知されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－２１ 事業計画が保護者等に周知されている。 ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ－２２ 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取組を行ってい
る。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ－２３ 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－２４ 子ども・保護者のプライバシー保護に関する規定・マニュアル
等を整備している。

ａ・○ｂ・ｃ

Ⅳ－２５ 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－２６ 施設長自らの役割と責任を職員に対して表明している。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－２７ 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－２８ 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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－２９ 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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－３０ 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－３１ 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。 ○ａ・ｂ・ｃ

Ⅳ－３２ 外部監査が実施されている。 ａ・ｂ・○ｃ
Ⅳ－３３ 保護者からの意見等に対して迅速に対応している。 ○ａ・ｂ・ｃ

評価所見

市の次世代育成支援対策行動計画、保育園整備計画、行政予算管理の下に中・長期計画、収
支計画が策定されているものの、本園は本来平成２４年度までに民営化される予定であったと
ころ、移管先が決まらないままであり、中・長期計画の内容を反映した園の事業計画が策定さ
れるには至っていない。

園の事業計画は「アクションプログラム」として職員の参画のもとに策定され、平成２４年
度は保育士の資質向上、年齢及び個別の発達状況に応じた成長を促す保育を目指すことを当面
の目標とし、園内外の研修への参加や、第三者評価基準に沿っての話し合い、ヒヤリハットの
確認・検証を行うなどの課題設定がなされている。一方で、事業計画は保護者等には配布され
ておらず、保護者会等の議題は行事計画等の話し合いにとどまっているため、園の方針や各計
画への共通理解を促す取り組みが期待される。

「保育参加」終了後の保護者面談やアンケート集約等により利用者満足を図るための意向把
握を行い、アンケート結果を集計してフィードバックするとともに、設備や日常の保育方法等
の改善に活かしている。一方で、利用者参画のもとで意向調査結果分析のための検討会議まで
は行われていない。

子ども・保護者のプライバシー保護については、市の個人情報保護条例等をもとに職員間で
細心の注意を払い、保護者に対しては機会あるごとに説明しているものの、保育場面に応じた
プライバシー保護規程やマニュアルまでは整備されていないため、今後の取り組みが求められ
る。



市の保育園統一書式として「苦情・意見・要望等の受付書」が定められ、苦情から意見・要望
までに至る幅広い利用者の意向を把握、記録する仕組みが作られており、必要に応じて市全体の
園長会議で苦情等が取り上げられて対策を協議するなど、解決のための仕組みが機能している。
受付書は、主に保護者から受け付けた意見及びその対応内容を記録する書式として活用されてお
り、第三者委員まで報告が回る形での苦情が寄せられたケースはない。

園長は、保育の質の向上に意欲を持ち、アクションプログラムに基づく職員間の話し合い等を
通じて職員の意識の向上がみられるなど、組織としての取り組みが前進している。

市の予算削減の動きの中で、保育材料の購入等に支障をきたさないよう、経営・業務の効率化
のために園として可能な限りの努力を行っている。

外部監査という形式ではないものの、市全体として地方自治法に定められた監査委員（会計の
専門家を含む）による行政監査が実施され、園に監査が入ることもあり、監査結果に基づいて経
営改善を実施する仕組みが構築されている。


