
（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

足利市公立保育所基本方針の中に保育理念、そして各保育所の保育目標が分かり易く明文化
されている。また、各保育室に保育理念・保育目標・年間保育計画が掲示され、保護者や職員
に周知されている。この基本方針を基に「きた保育所」の保育課程を作成されている。保育目
標は所内研究会で共通理解を図っていることが研究記録簿で確認できた。

また、一人ひとりの子どもの育ち及び人権について月案会議で話し合い共通認識をもって大
切に保育している。ただし、理念や方針を地域の住民へ向けての周知、広報については十分と
言えず今後の検討を期待したい。

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、年２回の内科健診、歯科検診を基に、子ども一人ひとりの日々の健
康状態に応じた対応を適切に行われている。また、保護者からの予防接種等の情報は適宜健康
診断表に追記し、職員にも周知している。食事を楽しむ工夫として、野菜の栽培をし収穫に合
わせて年間５，６回クッキングを行い食への関心を高めている。また、本課の栄養士による栄
養指導や毎月カレーパーティーの会食を行っている。嗜好や給食会議の結果を次回に反映さ
せ、食材の切り方や調理の工夫をしている。内科健診・歯科検診の結果は紙面で保護者に通知
し、必要に応じて受診を勧め、当日欠席の場合は後日受診できるようにしている。



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

子どもの最善の利益を考慮した保育計画、個別指導計画により、各年齢に応じた発達の環境
を保障しながら、一人ひとりの子どものありのままの姿や気持ちを受け止め個々の状況に応じ
た援助をしている。個別懇談後に職員で共通理解を図る等の取組にも心掛けている。このこと
は保護者アンケートでも確認できた。また、障害のある子どもについても｢すこやか(発達支援)
保育研究会｣等の研修会に参加し、専門機関からアドバイスを受け所内で共通理解をしている。

また、市の支援（２名に１人の加配）もあり保育内容に配慮されていることが窺えた。長時
間保育の子どもには家庭的な雰囲気のなか、温かくかかわっている。職員間の引継ぎもクラス
用連絡ノートを活用し、伝え漏れがないようにしている。なお、保育所の変更等にあたり本課
と連携を取りながら、サービスの継続性を配慮している。私立の保育園等への引継ぎについて
もサービスの継続性を配慮したマニュアルの整備等の検討を望みたい。

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

保育課程は地域の実態や家庭環境、保護者の意向等を考慮し作成されている。個別指導計画
は児童票を用い入所時面接を行い、保育計画に反映させている。保育の各期末には内容の評価
検討を加えている。また、３歳未満児以外にも必要に応じ（約半数以上）個別計画を作成して
いる。実施状況の評価と見直しは毎月の月案会議にて行い職員共通理解のもとに計画の見直し
をしている。また、月案会議は毎月 20 日過ぎに行われ、見直しされた保育の実施は所長、主任
が確認している。尚、保育の実施方法等保育の検証については、保育士の自己評価を年２回実
施している。保育の実践記録及び管理については、個人情報保護と情報開示の観点から市で定
める諸記録記載の手引きに基づき記録され、守秘義務と併せて管理されている。

保育環境は乳児、幼児共に年齢にあった整備が各保育室に見られ、家庭的な雰囲気に心がけ
十分なスキンシップやゆとりを持った保育を行っている。また、家庭との連絡を密に取り一人
ひとりの発達に応じて援助し、集団での活動を通して人との関わりを深めながら自分でしよう
とする気持ちを受け止めている。なお、小学校との連携や就学を見通した保育に心がけ、小学
校の授業参観に参加する等年に４回小学校に訪問し就学を視野に入れた活動を計画に盛り込ん
でいる。幼保小連携会議に参加し、保育士と教員の相互体験研修等を行い年長児においては年
２回の個別懇談を行い、保護者との関わりも配慮して就学を見通した支援をしている。

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

環境保健、安全対策等子どもが心地よく過ごすことができるよう物的環境が整備されてい
る。人的にも全職員で保育従事者としてあるべき姿を確認し子どもが心地よく過ごすことので
きるよう心掛けている。子どもの成長、発達段階に合わせた玩具や遊具が整備され、使用の上
で安全を図るために毎朝の始業点検を始め職員による点検は日常的に行われている。市による
技能員の配置は環境整備の充実には非常に効果的と思われる。また、遊具の安全性の確保の観
点で年１回専門業者による遊具点検をしている。

年齢に応じた保育環境を整備し、各保育室に「あそびのコーナー」が設けられ生き生きとし
た活動ができるスペースも整えられている。また、地域に融合した取組も計画の中にあり、季
節により地域の人達や保護者と一緒に御輿祭りや花火大会を行っている。更には定期的に地域
の老人会との交流会を実施する等地域に溶け込んだ活動は十分評価に値する。



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

子どもの成長には食育は重要な要素の一つですが、献立表の配布は当然ながら保護者に食育
に関心を持つように栄養指導を行っている。保護者支援は送迎時の会話や個別懇談、保護者の
保育参加時を中心に行われている。ただし、保護者アンケートによると保育士により伝える内
容に差があるとのこと。特に子どもの成長記録に関する記録簿の記載にも差が出ないよう十分
注意を払うことを望む。

子どもの発達や育児については、保護者との個人懇談会を設けて情報交換を密に協働で保育
に努めている姿勢が窺える。また、虐待対応については、今回の訪問調査時点では対応マニュ
アルが整備され、市の担当課と情報を共有し予防及び早期発見に努めていることが窺える。子
どもの様子に細心の注意を払い、不適切な養育や虐待の疑われる事態が生じた場合は、第三者
機関である児童相談所等に報告し事態の把握と予防及び沈静に努めて欲しい。

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

地域活動事業計画により、地域の小・中学校、高齢者との交流が計画的に行われている。ま
た、保育所の地域還元として所庭開放、公開保育や納涼花火大会、運動会へのお誘いを行って
いる。地域福祉のニーズ把握は市の主管課が主体的に行っている。保育所としては、事業後に
保護者アンケートを実施し、改善点の検討等に役立てている。保育所の役割や機能を達成する
ために必要な社会資源は体系的に一覧になっているが、必要に応じて職員誰もが咄嗟に関係機
関との連携を適切に行う為に事務所等、適切な場所への掲示を望む。

利用希望者に対する情報の提供は、市のホームページのほか、担当課及び関係の施設にパン
フレットを置いている。また、次年度の保育所への入所案内は、８月１日付けの広報誌に掲載



している。保育サービスの開始にあたり、保育に必要な個人情報は児童票等に記入し、保護者
の確認と同意を得ている。保育理念、保育目標等の重要事項について保護者総会等で説明をさ
れているが、保護者アンケートによると昨年度発生した問題で、はじめて第三者委員の存在を
知ったという保護者もいた。重要事項について保護者への周知、そして理解度を高める必要が
ある。保護者がどの程度理解しているかを把握する取組を今後の課題として検討願いたい。

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

子どもの安全確保の為に安全管理・危機管理マニュアルが整備され、緊急連絡カードを作成
して、組織として安全の整備体制が図られている。災害時の対応については、毎月避難訓練を
実施して、全職員で話し合い共通認識を持っている。アレルギー疾患については、入所時に保
護者より聞き取り調査を行い、年 2 回のアレルギー食の再確認をしている。食物アレルギーの
研修に参加し、さらに、所内研究を実施し全職員に周知されている。調理場、水周りなどの衛
生管理マニュアルがあり、清潔に保たれている。年 1 回安足健康福祉センターによる防疫パト
ロールの検査を受けて食中毒の対策に取り組んでいる。

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

保育サービスの質について、年 2 回保育チェックリストを使用し自己評価を実施すると共に
職員全体で話し合い、課題を明確にして保育の改善策と共通理解を図り、改善計画に取り組ん
でいる。人事考課については年 1 回勤務状況報告書・自己申告書を提出して面接している他、
施設長は年 2 回面接や専門分野職の相談場を設け職員の意欲を高めている。職員の教育・研修
については足利市公立保育所としての保育の基本方針が明示され、職員は様々な研修を受講
後、研修の発表を行うと共に報告書は市１３保育所にも回覧されるなど研修の成果となってい
る。保育実習生の受け入れは、市保育実習受け入れ規定により、実習生の意向と計画的な学習
プログラムを整備して取り組みをしている。

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

市総合計画、市こども笑顔プランが策定され、保護者会を含め事業計画策定・反省が行われ
事業計画書は職員に配布され周知されている。利用者満足の向上には年 4 回の保護者役員会や
行事の際に保護者の意見やアンケートを実施し反映に取り組んでいる。苦情相談窓口の設置に
ついては、お知らせを配布している。プライバシーの保護については、足利市個人情報保護条
例に基づき適正に取り組んでいる。施設長は事務分掌を作成して、自らの役割を明確にしてお
り、職員全員に課題を明示し改善に取り組み、質の向上に努めている。事業経営として職場の
状況を担当課に報告し効率化や改善の為に体制構築すべく取り組み、また、経営分析して予算
執行状況を必要に応じ職員に知らせている。保護者からの意見に対して受付担当者が苦情マニ
ュアルに沿って速やかに対応している。


