
（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

「子どもの最善の利益を考え、生きる喜びと力を育てる」等の理念のもと、「養護と教育が一
体となった保育を通じて健やかな心身の発達を促す」等の基本方針が定められている。それに
より、「元気よく遊べる子、思いやりのある子、豊かな感性をもった子、自分で考え行動できる
子」の 4 本の柱を掲げ、市統一の保育課程のもと、各クラス年間指導計画を立案して月別指導
計画にも反映させている。当園では、これらの理念等を調理員も含めた職員全員が共同体とし
て捉えて保育にあたり、保護者と共有できるようにする為、「わかば保育園の理念に基づく基本
方針」を理念・基本方針・保育目標等をイラスト入りで各クラス作成し、理念の日々の保育へ
の実践に反映させやすいよう工夫がされている。また、日常的に保育士が確認できるようクラ
スに掲示し、保護者には年度初めに配布するなどにより、方針を周知している。更に全職員の
理念等の理解を深める為、園長、副園長は必要に応じて各保育士個別に理念等の捉え方、日々
の保育への反映のさせ方など指導を行っている。

地域への理念の発信については、園便りの地域への回覧など今後の工夫が期待される。
園長は「わかば保育園の理念に基づく基本方針」に基づき「クラスをまとめるのを目的とす

る保育」はやめ、「子どもが明日も来たいと思えるような保育」を目指し、日々園運営、保育士
指導にあたっており、保育士、調理員、用務員、保護者に至るまで同じ方向性で保育にかかわ
れるようになってきている。具体的な保育士支援としては、月案、計画に沿った保育の記録の
裏面に園長からアドバイス、励ましのコメントなどを入れ、次の保育に活かせるよう指導を行
っている。

園運営としては、「わかば保育園の理念に基づく基本方針」という新しい取組を行うだけでな
く、先輩保育士が作ってきた職場環境を良く保つスローガン「明るい職場作り」も大切にし、
保育への思いを統一している。

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

子ども一人ひとりの日々の健康状況について、朝夕の送迎時に保護者と丁寧に伝え合い、早
遅番ノートへの記録やミーティングを通して全職員への周知を図り、個別の健康管理に努めて
いる。

食事に関しては、保育課程や年間指導計画の中に食育計画を位置づけ、年齢に応じた遊びや
園庭・隣接するブリヂストン工場の畑で野菜（サツマイモ）を育てるなどの活動を通して、食
への関心を持ち、食事マナーを修得し食事を楽しめるよう取り組んでいる。食物アレルギー児
が数名いるが、保護者と医師・保育士・調理員が綿密に連携し必要に応じ代替食を提供してい
る。

また、喫食状況は日々記録され、子どもの食事の様子を把握するため調理員も各保育室を回
るなどし、市の栄養士・園長・調理員等による給食会議を設け、見直しや改善に反映させる仕
組みが構築されている。

健康診断・歯科健診・眼科検診の結果については、保護者や職員に伝達すると共に児童票や
出席簿に綴られているクラス別健康診断記録一覧表に記載し、日々の保育に十分反映できるよ
う配慮されている。

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

「子どもの利益を最優先に」を常に念頭に置き、課題が生じた場合には、子どもにとって何
が一番良いのかという観点に立って職員間で話合い、対応しており、一人ひとりを大切に受容
し援助していることが窺える。また、各保育室には、子どもとの接し方・声のかけ方について
参考になる「ほめ方 10 の基本原則」を掲示している。保育にあたっては、禁止やせかす言葉
を極力使わず、子どもにとって理解し易くプラス思考で行動に移せるような言葉かけをするな
どの姿勢が定着しており、職員同士の学び合いが有効に活かされている。

発達支援児の保育については、担当保育士は専門研修を年に数回受ける機会があり、保護者
や医療・療育の関係機関と連携し、保育の内容や方法に配慮が見られる。保育を進めるにあた
り、担当以外の保育士や職員とのチームワークが上手く図られ、目の行き届いた環境で保育し
ている様子が窺える。

長時間保育に関して保育室や保育士の配置等を考慮しているものの、特に夕方 5 時から 5 時
30 分の利用人数の多い時間帯においては十分な空間の設定に苦慮しているところである。個々
の心身の状態に配慮し、家庭的な雰囲気の中でのびのびと過ごせるような環境設定の工夫が求
められる。

保育サービスや保育所の変更等にあたっては、市として手順や引継ぎ文書が定められてお
り、保育の連続性に配慮されている。



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

保育課程は子どもの発達過程を踏まえ、心身の発達や家庭及び地域の実態に即し、市立保育
園全体で統一した内容のものとして平成23年度に作成されている。

子どもの身体状況や生活状況、必要に応じた保護者の状況等ついて、組織が定めた統一した
様式によって把握し、記録・定期的な見直しをしている。

指導計画は、子どもの発達過程や状況に即して長期的・短期的に作成されている。特に 3 歳
未満児においては個別の指導計画を毎月作成し保育にあたり、計画の見直しにあたっては、保
護者の意向を把握したうえで、クラス毎の話し合いで検討している。3 歳以上児においても、
幼児会議で毎月評価・記録し、次の指導計画に活かすなど、保育の連続性が図られている。

提供する保育についての標準的な実施方法が組織として文書化され、それに基づいた保育が
実施されている。実施状況の確認は、日誌・週案・個別計画表の記録や実際の保育場面等を通
して行い、園長や副園長が励ましや必要に応じた指導をしている。この標準的な実施方法につ
いては、平成 25 年度中に一部見直しの予定である。

子ども一人ひとりの発達状況・保育目標・生活状況等の経過が記録要領に基づいて児童票や
個別計画表に記載され、職員会議やケース会議の場で職員間の情報共有が図られている。

子どもに関する記録の管理については、市の規定に基づき適正に行われているが、今後、個
人情報の保護や開示について保護者に丁寧に説明するなどの取り組みが求められる。

乳児保育では、衛生的で明るく静かに過ごせる環境で、特定の保育士との継続的な関わりを
大切にしながら、一人ひとりが安心して過ごせるよう配慮されている。また、保育士は保育室
に掲示されている「子どもの発達の特徴」や「関わり方」などの参考資料に時々目を通し、



個々の子どもの発達状況を確認しながら保育している。
1・2 歳児保育においては、テラスの鉄柱に薄手のクッションを巻いたり、出入り口の引き戸

で手を挟まない様な工夫をしたりするなど、一人ひとりが安全に過ごせるような環境整備に努
めるとともに、連絡帳や保護者との送迎時のやりとりをもとに、日々保健的な配慮がされてい
る。

3 歳以上児の保育においては、ペープサートでの色や食育に関する遊びや、簡単な時計を用
い活動時間の目安にする・集団で生活する上での約束ごとを絵カードで示す・食後は歯磨き教
材「はっくん」を使い歯の磨き方を確認する・ピアニカのドレミファ図やひらがな表を壁に貼
る等、いずれも保育士による手作り教材が多く使われている。子ども達に、楽しみながら集団
生活のルールや基本的な生活習慣等を身につけさせている様子が窺える。

就学に向けた取り組みとしては、就学を見通した年間指導計画に基づき、小学校や教育委員
会学校教育課等と連携し、就学への期待が高まり自信を持って生活や遊びを展開できるよう配
慮されている。保護者に対しても、小学校以降の子どもの生活について見通しを持てる様な懇
談の機会を設けている。

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

昭和 46 年設立の園舎であるが、より明るく、安全に、使いやすく等を心掛け子どもが心地よ
く過ごせるよう随時改装改善に取り組んで来ている。更に遊具の安全や衛生面に配慮し、安心
して豊かな活動ができるような環境が整備されている。また、園独自の 6 項目からなる「明る
い職場づくり」を基に職員の良好な人間関係が構築されており、職員が一丸となって笑顔で保
育する姿は、保護者の大きな信頼を得ていることが保護者アンケートからも窺える。

東日本大震災後も、除染した園庭で全園児が出来るだけ戸外で過ごせるよう時間を設定し、
毎日体操集会を実施するなど体を存分に使って活動できる環境が整っている。また、外部講師
による運動遊びも計画的に実践、指導が進められている。

朝夕の自由遊びやクラス別保育を通して、異年齢児との関係や友だちとの協同的な体験がで
きるよう保育士がかかわり、集団の中で、子どもが自分で考え行動する力が身につくような言
葉かけと見守り、認めて褒める場面が見受けられた。また、子どもが自由に素材や遊具等を選
んで遊べるような工夫が室内外で見られる。

園庭外周のフェンス一円や花壇で花や野菜を栽培したり、キウィ棚の下に草むらを作って蛙
の生息の様子を見て楽しむことができたり、園舎両サイドから園舎裏の空きスペースを利用し
た自然探索のできるお散歩コースが設置されたりしている。また、貸切バスによるリンゴ狩
り、地域の伝統的な樽太鼓の演奏、隣接するブリヂストン工場でのカブトムシ見学やサツマイ
モの苗植えや収穫の体験もできるなど、子どもが身近な自然や社会と主体的にかかわれるよ
う、様々な工夫がされている。

保育の中で絵本や紙芝居の読み聞かせを毎日実施したり、自然な形で文字が取り入れられて
いたりする。また、年齢に応じて歌・楽器遊び・遊戯・制作などを楽しむ環境が整備されてい



る。古くなったクレヨンを溶かしてクレヨン作りを子ども主体で体験したり、年長児が卒園す
るにあたり担任保育士の作詞作曲による「たのしかったね ほいくえん」の歌が式典で歌われた
りと、さまざまな表現活動が自由に体験できるような環境にある。

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

評価所見

食育についての保護者への発信の仕方として、園便り、給食便りや献立などに食育に関する
コメント、記事を載せ情報を提供している。また、毎月 1 回の誕生会のメニューは実際の食事
を掲示板下に置き、保護者に見てもらったり、食事風景やメニューを写真に撮り保育の様子と
共に保護者に伝えたりしている。保護者の興味も高まり、「子どもが家に帰って今日のメニュー
を家でも作って欲しいと頼まれた為、レシピを教えて欲しい」との要望があり、保育士を通じ
てレシピを提供したり、直接調理員が保護者に作り方を教えたりするなど園全体で食育に対す
る意識の向上に努めている。

保護者支援については、園のアクションプログラムの中で個別での保護者支援を掲げ、保育
士は、一人ひとりの保護者の状況を理解し、家庭環境等に配慮しながら、状況に応じて支援の
内容、方法を変えて保護者にかかわっている。保育士が自主的に、保護者との日々のかかわり
の中で様々な機会をとらえ、適切に援助する様子が窺われた。

全保護者に保育参加をしてもらい、保育現場を体験してもらう機会を設けている。保育場面
に向き合えるよう多数の保護者は入れず、ゆっくり保育体験ができるよう工夫している。保護
者からは、普段見られない子どもの様子を発見したり、子どもへのかかわりや育児に対する不
安が解消されたりと有意義な時間として好評を得ている。

虐待が疑われる場面での対応としては、マニュアルが整備され、園長、副園長より対応方法
など指導が折に触れなされている。また、子どもの様子が的確に全職員に引き継がれるよう早
遅番ノート、園長、副園長への報告など密に行われているが、全職員が全ての場面において適
切な対応がとれるかどうかについて、園としては今後も日々研鑽が必要と考えている。

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

隣接するブリヂストン工場との交流が盛んに行われ、サツマイモの苗植え体験や、工場敷地
内で育てたカブトムシ見学招待などいろいろな企画を行ってくれており、良い関係が作れてい
る。また、平成 25 年 6 月にタイヤの遊具を作ってもらった際には、作業場面を見ていた子ども
たちが「がんばれー」など応援する一幕もあった。

地区民生委員から年に 2～3 回樽太鼓指導を受け、夏祭り等に披露したり、腹話術を見せても
らったりしている。民生委員協議会からは 2 年に 1 回劇を見せてもらうなど、地域との交流を
継続的に行っている。地域との交流の場として「夏祭り」を活用し、近隣住民の参加を促すな
ど、継続的な取り組みとして実施されているものの、近隣住民との日常的な交流については、
挨拶や、園の見学などに留まっており、今後の課題として捉えられている。

近隣に市の子育て相談センターもあり、直接地域の子育て家庭にかかわることまでは難しい
とは言え、入園児以外の親子連れなどが保育園に遊びに来る機会は少ない様子であった。地域
の子育て家庭との交流や子育て支援活動について何かできることはないか、可能な限り検討し
てみてほしい。

子育て支援センター等育児相談機関や、医療機関等の必要な社会資源については、一覧表が
整備されており、必要な関係機関を保護者に配布している。更に個別に対応が必要な子どもに
対しては保護者に直接、対応する機関を紹介している。

「保護者支援」を平成 24 年 25 年とアクションプログラムに入れ、「保護者とより良い関係を
構築し、子どもが健やかに育っていく環境作りを保護者とともに進めていく」目標を設定し、
園運営にあたっている。平成 24 年の実践により保護者支援をすることで子どもに良い変化がで
ることを確信し、平成 25年は更に細やかな保護者支援を全保育士が個別的に行っている。

ボランティア担当は副園長が担っており、受け入れ時に意義、方針を説明している。また、
事前にオリエンテーション等行い、ボランティア中の注意事項等説明を行っている。次世代育
成対策行動計画の観点から中学生のボランティアを受け入れ、育成にも力を発揮している。

学校教育課で作成した「発達支援リレーシート」を平成 23 年から活用しており、支援の必要
な子どもに対し、関係機関等が親の願いや本人の特徴など情報を共有できる仕組みを整えてい
る。

市立ということもあり、利用希望者が情報を取得する場合は子ども課、保育園で直接情報を
取得できる以外にもホームページから見ることができる。また、園の見学も随時受け入れてお
り、評判を聞いた希望者が直接問い合わせ、見学に来ることも多い。

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

園児の事故、感染症発生、不審者侵入、火災発生、地震等、様々な事態を想定した危機管理
マニュアルが整備され、子どもの健康及び安全確保のための組織体制を確立できている。年間
計画に基づいて、火災、地震、軽度の地震等、パターンを変えて毎月 1 回避難訓練を実施し、
クラスごとに実施結果に対する反省、評価を記録に残している。市で複数日に開催する救急救
命講習に、全職員が必要な知識を保持できるよう、非常勤職員も含めて交替で計画的に参加し
ている。

ヒヤリハットは、日々記録して出席簿の中に綴っておき、毎月の職員会議で発表して要因分
析や対応策の検討を行い、園全体の記録としてまとめる仕組みとなっている。病院にかかるよ
うなケースの場合には事故報告書を作成し、措置状況や対応策等について記録を残し、今後の
事故防止に努める改善対策が実行されている。

アレルギー疾患をもつ子どもに対しては、主治医等による専門的な指示を受け、保護者、担
任、調理員で面談をし、適切に対応している。食器トレイも子どもの名をつけた専用のものを
用意し、他の園児との相違に配慮している。

市で統一した給食調理衛生管理マニュアルが作成されており、マニュアルに基づいて水周り
等は常に清潔に保たれている。

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



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。市立保育園統一の自己評価表を使用して年 2 回、保育士の自己評
価を実施し、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。年
度末には保育士全員が「年度の反省」をまとめ、クラス運営、自分の担当職務、年度のアクシ
ョンプログラムの各項目について振り返りを行い、園に提出する仕組みも作られている。毎年
のアクションプログラムの策定に当たっては、個々の保育士の反省等から取り組むべき課題を
園として明確にしているものの、具体的に改善策や改善実施計画を策定して実施するという点
でやや弱い。また、人員確保の困難さから保育助手等の非常勤職員が増える傾向があり、そう
した職員との間で課題の共有化を図り、共通理解を深める取り組みの強化が期待される。

市の正規職員について、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、臨時職員、非常勤職員は対象外であり、全職員について計画
に基づく人事管理が徹底されているとまでは言えない。年 2 回、管理者が職員全員と個人面談
を行うほか、悩み事がある場合などには相談を行うなど、職員の意向把握に努めているもの
の、職員の意向・意見の記録までは行われておらず、今後は把握された意向・意見について分
析、検討し、職場の改善にいかす仕組みの構築が期待される。

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。市で実施する年 2 回の年齢別担当保育士研修には、非常勤職
員も含めて可能な限り参加しており、互いに悩みを共有し、解決に生かすという点で効果を上
げている。一方で、非常勤職員の保育助手などは必ずしも研修参加を望まない傾向もあるとの
ことであり、保育助手を対象とした理解しやすい内容での研修機会を別途実施するなど、更な
る工夫が期待される。個々の職員に求められる知識や技術等を把握した上で必要な研修が受け
られるよう配慮されているものの、職員一人ひとりを対象とした個別の教育・研修計画までは
策定していない。研修計画に基づいて必要な研修を受講し、職員会議で報告して共有を図って
いるものの、評価・分析結果に基づいてカリキュラム等の見直すという点では十分でない。

実習生の受入れマニュアルを整備し、その中で意義・方針を明文化しており、実習内容全般
を計画的に学べるようなプログラムも用意するなど、積極的な取り組みを行っている

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おり、中・長期計画の内容を反映した園の事業計画が策定され、園独自の
アクションプログラムや修繕工事等が計画的に実施されている。

園独自のアクションプログラムとして、平成 25 年度は「保護者とのよりよい関係を構築
し、子どもが健やかに育っていく環境づくりを保護者とともに進めていく」という目標が掲げ
られ、取り組みが行われている。アクションプログラムは職員参画のもとで、策定、評価・見
直しが行われている。アクションプログラムに基づく取り組みの趣旨を保護者会役員会には説
明しているものの、計画書自体を保護者等に配布することまでは行っていない。行事等の計画
はそのつど保護者等に文書配布し、必要に応じて一斉メール配信なども活用しているものの、
保護者に園の意向が伝わらないこともあるため、今後より一層、理解しやすいような工夫を行
うことが期待される。

行事ごとに保護者アンケートを実施し、寄せられた声をすべて園だよりの裏面に掲載するな
どの工夫を行っているものの、把握した子どもや保護者の意向を分析、検討した結果をもとに
改善すべき課題を明らかにし、対応内容等を積極的に保護者に情報提供する取り組みはやや弱
い。今後は、文書配布や説明の機会を設けるなど、フィードバックの強化が期待される。

保護者からの相談にはその都度応じ、保育士には保護者の思いを受け止めて話を聞くよう、
保護者支援の姿勢を指導し、徹底を図っているものの、園の相談等に対する姿勢を保護者にわ
かりやすく伝えるための取り組みが十分でないので、園だより等への掲載や伝わりやすい場所
への文書掲示等、さらなる工夫が期待される。

プライバシー保護については、守秘義務マニュアルを整備し、職員への周知が図られている
ものの、保護者に対する周知の取り組みはやや弱い様子が窺われた。今後は、園だよりに記載
するなどにより、保護者に対してもプライバシー保護についての姿勢や取り組みの周知を図る
ことが期待される。

苦情解決の仕組みは整備されており、保護者に対して苦情解決制度に関する説明文書が配布
されている。直近２年間は苦情を受け付けたケースが存在しないとはいえ、保護者等に苦情内
容やその対応策をフィードバックする取り組みがやや弱いため、今後、苦情を受け付けた場合
には、一定の配慮を行った上で苦情内容および解決結果等を公表し、説明、周知する取り組み
が求められる。

園長の役割と責任は職務分担表に明文化し、職員に表明されており、理解されるよう積極的
な取り組みが見られる。また、園長は研修参加等を通じて、遵守すべき法令等を正しく理解す
るよう努めている。保護者支援等の取り組みが着実に前進しており、保育の質の向上に対して
園長が意欲を持ち、組織的な取り組みに十分な指導力を発揮している点を確認することができ
た。

県保育協議会や園長会議等を通じて保育に対する需要動向や園の位置する地域の特徴が把握
されており、事業経営を取り巻く環境を的確に把握するための仕組みが確立されている。コス
トや在園児の推移等の分析や予算執行状況等を定期的に職員に周知し、改善のための取り組み
を職場全体で行っている。



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、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。

保育参加や行事後のアンケート等により保護者から意見・意向の把握を行い、結果を集計し
て保育方法の改善等にいかしている。保護者から意見や提案を受けた場合の記録方法等を定め
たマニュアルは作成していないものの、保護者の気持ちを受け止めて信頼関係を醸成すること
を目的とした園独自の「保護者支援マニュアル」を作成しており、その応用により保護者から
の意見等に対しては適切に対応している。


