
（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

保育理念及び基本方針は西保育園保育課程に明示されています。理念・方針は保育目標とし
て｢元気に遊べる子ども｣、｢思いやりのある子ども｣等４つの子どもの姿を具体的に表現し、各
クラスに掲示しています。保育課程は保護者に説明配布するとともに、職員に対しても配布お
よび会議での周知が図られています。更に保育課程は指導計画や保育日誌のファイルの冒頭に
閉じ込み、常時見られるようにして日々の業務に生かしています。保育園のしおりや市の広報
パンフレットには保育の目標として掲載されていますが、更に地域の住民や関係機関に対して
園の基本方針をより理解し易くする取り組みを期待します。一人ひとりの子供を尊重した保育
については、保育理念の冒頭に掲げ指導計画を通して職員への徹底や共有化が図られていま
す。

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

子どもの健康管理は標準の様式を定め、定期健診の実施回数や内容及び結果に対するフォロ
ーが行われ記録されています。定期健診の結果は保護者や医療機関との連携により対応してい
ます。記録は個別に園児健康記録や児童票に記載し管理されています。食事を楽しむために子
どもの希望を取り入れ、食べ物の持つ栄養や役割について絵本を通して知らせる等、興味を持
たせる工夫がなされています。乳幼児を含め発達に応じた調理や喫食状況に応じた献立の作成
等、調理内容を工夫するとともに、アレルギー除去食（代替食）も実施しています。



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

一人ひとりの気持ちに添いそれぞれの環境や生活リズムに応じた対応を心がけています。障
がいのある子どもに対しても個別指導計画を立て、専門機関の助言を受けながら保護者との連
携を大切に対応しています。長時間にわたる保育に関しては異年齢児との交流の場や職員間の
連携の場及び保護者との関係等を大切にして、１日の連続した生活の場として取り組んでいま
す。

今後、生活と発達の連続性を大切にするために、子どもの物事にこだわらない心のままであ
ることを受容しながら保育すること、障がいのある子どもに対しては、子どもの持つ特性を生
かした支援の在り方をマニュアル化すること等を意識した取り組みの加速を期待します。更に
サービスの継続に関しては、保育期間内での保育所変更に対しての対応のみでなく、卒園後も
発達に関する支援が継続できるように、記録されている貴重な情報を活用する仕組みや体制作
りを期待します。

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、児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保育指針、保育の方
針、目標、子どもの背景、地域、家庭状況、保育時間を考慮して作られています。しかしなが
ら、その編成過程においては、一般職員の参加が期待されます。

子どもの身体、生活、保護者・家庭の状況等がアセスメントされて、ニーズが明らかになっ
ています。また、それが、統一した手順と様式により行われ、記録され、定期的な見直もされ
ています。

保育課程に基づく指導計画が作成されています。作成に当たっては、担当職員により、短・
長期計画の連動性や個々の子どもの発達課題や状況等の実態を把握して行われています。ま
た、計画は、子どもの主体性を尊重し、運用の柔軟性にも配慮されています。

指導計画の定期的な評価、見直しが行われています。組織的に取り組み、子どもの心の状態
や、保護者の状況にも配慮しています。また、職員の実践の振り返りにも活かされています。
見直しは適宜行い、次期の計画に反映するようにしています。

標準的な実施方法が、文書化されています。それは、保育理念や基本方針、保育課程に準拠
し、子どもの個性尊重、保護者のプライバシー保護なども明示しています。また、職員への周
知も図られています。実施のモニタリングのシステムもあります。また、標準化による保育の
画一化の危険性も回避されています。

職員会議や保護者アンケート等の情報を基に、標準的な実施方法の見直しが図られていま
す。しかしながら、今回の第三者評価の受審を契機に、保育所の評価の仕組がさらに充実する
ことが望まれます。

一人ひとりの子どもについて、発達状況、保育目標、生活状況の経過等が記録されていま
す。記録については、職員間で統一されるように、記録法について指導されています。また、
記録により指導計画の進捗状況が確認できます。記録内容については、職員間で周知が図られ
ています。

個人情報管理については、記録管理について規程が定められ管理が行われていますが、那須
塩原市の定めた文書管理規程等の職員へのさらなる周知が望まれます。情報開示については、
保育参加の機会以外にも配慮が必要かと思われます。

職員間で情報の共有がよく図られています。子どもや保護者の情報について、組織内での情
報管理が、クラス会議や保健師との相談等で行われています。特に、子どもと一緒の朝のミー
ティングは、子どもの様子を職員間で共有しやすくなっています。

乳児保育については、建物自体が古く設備上の限界はありますが、保育内容や方法について
は、十分に配慮されています。午睡チェック表などを通し、乳児の睡眠時の呼吸や健康状態を
定期的に確認しています。

１・２歳児保育については、保健的な配慮、基本的な生活習慣を身につけられる配慮がなさ
れています。また、子どもの主体性を尊重した保育が行われています。子どもの探索行動を保
障し、ヒヤリハット記録等で安全にも配慮しており、子どもの自我の育ちを見守る姿勢が出来
ています。おじいちゃん保育助手などの協力も得て友達や大人など他者との関わりを丁寧に教
えています。

３歳児以上の保育については、古い建物、不十分な備品等、環境整備の限界の中、保育の内
容や方法には、十分な配慮がされています。隣接する小学校との交流会等、就学先との連携も
取れています。

就学に向けては、年間指導計画等で、小学校との連携が計画されています。運動会、花植
え、交流会、発表会等のイベントでは、子ども同士の協力、知的好奇心を満たす活動が組まれ
ています。隣接する小学校の行事見学では、子どもや保護者が、就学後の生活を見通すことが



出来ます。また、幼保小連絡会議や研修では、保育者と小学校教員との連携もよく図られてい
ます。

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

保育者が常に身近にいて子どもとの信頼関係を築いています。子どもたちの安心できる生活
空間の確保にも努めています。物的環境は、改善の余地がありますが、限られた状況の中で、
清潔と安全を保つ努力が見られます。

１日のプログラムの中で、戸外で遊ぶ時間が十分確保されており、健康な身体づくりへの配
慮が見られます。また、基本的な生活習慣を身につけられるように、プログラムが組まれてい
ます。さらに、集団画一的な指導にならないように、一人ひとりの子どもに合わせた保育がな
されています。

子どもの主体性の育成、人間関係の形成、仲間との協同体験について、保育者が良く配慮し
ています。異年齢児交流において、良き仲間作りが図られています。しかしながら、子どもの
自己選択を保障するためには、十分な遊具等の物的環境の充実も期待されます。

自然豊富な立地にあります。花植えなどの行事では、身近に自然に触れることが出来ます。
また、産業文化祭や西コミュニティセンター祭りなどの地域の行事に参加して、社会との接点
も大切にしています。このような自然や社会とのかかわりを大切にする姿勢は、乳幼児から散
歩に出かけていることにも表れています。

自由な遊び時間を多く取っており、言葉の発達には、良い環境ができています。また、表現
活動も保障されています。しかしながら、まだ、楽器や画材等が不足していて、子どもたち
が、自由に主体的に利用することが難しい状況です。更なる、物的環境の充実が望まれます。

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

評価所見

食育の計画は指導計画に盛り込まれ、その実施状況は日誌や児童票に記録されています。送
迎の際に保護者等から家庭での食事の状況を確認し、食育について相談を受け、園での食事の
状況を伝えることで園児の状態の把握に努めています。数名ですが、朝食を摂らずに登園する
家庭に対しては朝食の重要性をさりげなく伝えています。

同園で使用する食材については、放射能測定を毎週行い、保護者がいつでも結果を閲覧でき
るようにしています。

保護者に対して年１回の保育参加を呼びかけ、その際に食育の大切さを理解してもらうため
に給食を試食できる機会を設け、保育参加後には個人面談も実施しています。

保護者総会や研修会等で保護者から意見を聞いたり、保育の意図や保育についての理解を促
す機会を設けてはいますが、参加する保護者も全員ではないようなので何らかの改善が必要と
思われます。

不適切な養育や虐待が疑われる園児に対しては、日頃から朝の視診やおむつ替えでの観察
等、早期発見に努めています。毎日、朝、夕のミーティングで職員全員が情報を共有していま
す。数年前、近所の方からの通報により虐待を疑われ、児童相談所が介入したケースがありま
したが、虐待防止マニュアルに従い速やかに対応しています。

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

当園は、西側に小学校、東側に公民館が隣接しており地域交流が行いやすい位置にありま
す。雨天時の運動会は小学校の体育館を借用し、園の駐車場が狭いことから送迎時は小学校の
駐車場を開放してもらっています。また、子どもの人数に対して保育室が足らない状況を解消
するため、祖父母会の時には公民館を借りています。春は公民館主催の花植えに参加し、夏は
「ふれあい祭り」で流し踊りに参加し、秋は「西コミュニティ祭り」への参加や「産業文化
祭」に作品を出品したり等、地域の行事に積極的に参加しています。しかし、保育所の役割の
一つである一時保育などの「地域における子育て支援」については、市子ども課や子育て相談
センター等が対応し、園独自の活動が行われていないのが現状です。

ボランティアの受け入れ体制は確立しています。毎年、市社会福祉協議会で行っているサマ
ーボランティアでは保育士体験や環境整備等、３人で３日間の日程を計３回受け入れていま



す。
幼保小連絡協議会が年に３回開催され、地域の子どもたちに関する情報の共有化を図ってい

ます。気にかかる子等、様々な問題に対し、子育て相談支援センターの心理士に適切なアドバ
イスをもらう等、関係機関の協力を得ています。

保育園ガイドブックや市の広報等に、必要だと思われる情報が記載されており、他園と比較
しやすいように紹介されています。入園時には、「保育園のしおり」に基づき内容の説明が行わ
れています。

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

防災訓練実施計画に基づき、火災、地震、台風による水害（疎水の氾濫）等の避難訓練を毎
月実施しています。特に、水害時は隣接する小学校の多目的ホールへ避難することになってお
り、小学校との連携が必須となっています。災害時のための食品備蓄は一日分程度を確保して
います。

感染症発症時はマニュアルに沿って対応していますが、保護者等への連絡の方法として各教
室前の掲示板の他に口頭でも伝えて欲しいとアンケート結果に出ています。メール配信システ
ムを導入していますが、半数程度しか登録していない現状を踏まえて登録を増やすための対策
が期待されます。

毎日、衛生管理日常点検表でチェックし、併せて怪我や事故等のヒヤリハットの記録が記入
されています。しかし、報告のみで止まり検討や再発防止対策までは行っていません。検討会
の開催等、改善を期待します。

アレルギー疾患等をもつ園児に対しては、主治医の指示に従い対処しています。保護者が事
前に献立表をチェックして対応しています。また、アレルギーのある園児への配慮から保育士
が他の園児への除去食についての説明も行っています。

調理室等の衛生管理は衛生管理マニュアルに基づき適切に行われ、食中毒予防にも適正に取
り組んでいます。

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
・自己評価の取り組みについて

那須塩原市では所定の自己評価表により年に２回保育士の自己評価に取り組んでおり、職員
の資質の向上の参考となっています。また、指導計画は、職員間の合議により定期的に見直し
や再評価が行われ、上司の決裁を受けるシステムも確立しています。今回が初めての第三者評
価の受審であり、独自の自己評価はおこなわれていますが、厚労省の自己評価ガイドラインに
沿ったものではなく、保育所の自己評価は行われていません。現在、市内保育所の主任者会議
で新たに自己評価表の内容検討が行われており、この結果に期待します。

・職員配置と職員の福利厚生について
職員の配置基準は満たされていますが、正職員、臨時職員の割合は、臨時職員の比率が高

く、臨時職員だけでクラス運営が行われているクラスもあります。人事考課や個別面接は正職
員だけに行われています。

・職員の研修について
年間の職員研修計画が作成されており、全職員が研修に参加する機会が保障されています。

保育指針の改正時には本課主催の研修会も実施され制度の理解が計られました。市内の保育所
の研修会として、職務に応じた研修会も定期的に開催されています。今年度はアクションプロ
グラムの年度目標を「園内研修の強化」と「地域交流の機会の増加」とし、「柳沢運動プログラ
ム」の指導者を招いての研修や、本の読み合わせ会などを実施または計画しています。とくに
発達支援児に対する研修には力を入れており関係機関とも協力しケースカンファレンスを行っ
ています。研修会の報告は、出張復命書として報告されていますが、参加者が会議で報告した
り、報告書を基に職員間で話し合うような機会はありません。園内の研修については、個別に
記録はされていますが、研修会議事録として残っていません。

・実習生の受け入れについて
今年度の保育実習生は一名しか有りませんでしたが、実習マニュアルが整備されており副園

長を中心に実習手順が確立しています。実習生の受け入れ書類も整理保管されており実習記録
や反省会も実習担当者とともに行われています。中高生向けのマイチャレンジ、インターシッ
プ、サマーボランティア等も積極的に受け入れています。

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
・中長期計画・事業計画について

中長期計画は那須塩原市の総合計画に基づく保育園整備計画として策定されています。西保
育園は、この計画に基づく民営化移管手続き中の保育園で、今年度の事業計画にもこのことが
盛り込まれています。年度毎のアクションプログラム、行事計画、研修計画、防災計画や職務
分担表、クラス編成表等があり、一部は職員全員の合議で決められています。これら事業計画
は全職員に文書で配布され、職員会議等で説明も行われています。保護者には、行事計画やク
ラス編成等必要な情報は文書として配布されていますが、園便りなどを利用した保護者にわか
りやすい伝達方法を工夫されることを期待します。

・利用者満足の向上を意図した取り組み
今回の民営化については、その都度アンケートを実施しています。保育参加後にアンケート

と個人懇談を実施して保護者の意向の把握に努めています。行事に対するアンケートは実施し
ていませんが実施を計画しています。日常的には、連絡帳や登降園時の保護者との会話の中で
保護者の意見に耳を傾けるよう努めています。相談内容は各クラスで内容別に分類集計してお
り、重要な内容のものは児童票に記録して保存しています。個別の相談には相談室がないため
事務室を利用していますが安心して相談できる十分な環境とはいえません。
・プライバシーの保護と苦情解決について

「個人情報保護条例」や「守秘義務遵守マニュアル」があり、園長から会議等で全職員に周
知されています。職員一人ひとりは、性差や障がいの有無による差がないよう充分理解した上
で保育に当たっています。児童記録や名簿等の管理もこれらに配慮されたものになっていま
す。苦情解決については、市からのお知らせとして保護者に文書で配布され、苦情箱も設置さ



れていますが、ポスター等の掲示はなく苦情箱もわかりにくい場所に置かれており、充分に周
知されているとは思えません。
・園長のリーダーシップについて

管理者の役割や責任は、職務分掌や消防計画に明記され、職員会議や朝夕のミーティングの
場において意見表明されています。市内の園長会に定期的に参加し資質の向上のための情報交
換に努め、市子ども課からの法令等の通知文章にも常に目を通し、その都度職員会議等で職員
に伝達しています。アクションプログラムを作成し、研修や地域交流など資質の向上にも努め
ています。常に職員の意見に耳を傾け、チームワークの和に努め、保育実践の良き相談役とし
て、全職員から高い信頼を得ています。
・経営や業務の効率化について

園長は、地域福祉計画等市のデーターや調査を基に、西保育園の状況分析を行っています。
市の環境マネージメントシステムにより電力や消耗品の経費節減にも努めています。老朽化や
設備不足等、建物などハード面での不備を、園長と職員が一丸となって創意工夫や提案によ
り、保育の質の向上のための改善努力を行っています。
・保護者意見に対する迅速な対応について

苦情や事故については、迅速に対応、解決されておりその都度、市子ども課にも報告されて
います。


