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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 

栃木市は合併後、市全体で保育園の「基本理念」、「基本方針」、「基本目標」を定めていま

す。本園ではそれらを「入園のしおり」や「保育園入園案内」、「保育課程」に明記していま

す。また、職員室や各保育室などにそれらを掲示し、さらに職員全員が携帯する「保育手帳」

にコピーを添付し、日頃、職員が確認することができるようにしています。職員アンケート調

査結果では、理念や方針の理解を深める取り組みについて、「できている」との回答率が

89.5％と非常に高く、十分に周知活動が行われていることを確認することができました。 

保護者に対しては「入園のしおり」、保育参観資料などに掲載し、入園式や、懇談会、子育て

サロンなど保護者との集まりの際に説明するなど、周知を図っています。また、見学者などの

来園者には、玄関等に園のパンフレットを置き、配付しています。また、館内の子育て支援セ

ンターの窓口にも置き、来館者へ配付し、地域に向けた周知活動を行っています。園が地域の

中で成長するために地域の理解、協力は必須であり、地域の自治会や小学校、公民館、児童相

談所など関係機関などに配付するなど、今後さらに、地域への園の理解を深める活動が望まれ

ます。 

 基本理念、方針の中には、一人ひとりの園児を尊重することが明文化されており、昼礼や職

員会議などでの個々の園児についての情報交換や「すくすくシート」による特別支援児に対す

るきめ細かな保育の実践など、日頃の活動から一人ひとりを大切にすることへの理解、実践を

確認することができました。 

 



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、児童票の健康記録に個人の状況を記録し、毎年保護者に確認及び予防

注射等の状況を記録してもらうとともに、園では年 2 回の健康診断・歯科検診を行い、その結

果を保護者に報告し、必要に応じて受診等を進めるなどの対応がとられています。日々の健康

管理については、登園時に保護者からの聞き取りや視診により子どもの状況を確認するととも

に、0 歳及び 1 歳児は園でも体温を測っており、特に 0 歳児は午前、昼、午後の 3 回計測し、

連絡帳にも記載し保護者に伝えています。体調が悪くなった場合には、事務室のベッドで休ま

せるとともに、保護者に連絡して迎えに来てもらうなどの対応をとっています。このような対

応が、利用者(保護者)アンケートの高い評価につながっていると思われます。 

園の給食は、栃木市全体で栄養士が献立を立案し、それをもとに園内で調理し、子どもや職

員に提供しています。園長と主任保育士が毎月交代で検食を行うとともに、各クラス担当も食

材の切り方等を確認し、確認結果を園長に報告しています。訪問調査日には「マカロニを半分

の大きさに」との報告・相談があり、その内容を調理師に伝え、半分の大きさにして調理し提

供されることとなりました。提供後には、喫食状況等を把握し、園内の給食会議(毎月 1 回実

施)で報告・反省し、それを市内全園が持ち寄って市の給食会議で報告し、今後の給食献立に活

かす体制がとられています。飲み込みによる事故の再発防止に向けて、何重ものチェック体制

がとられていることを確認しました。アレルギー児に対しては、医師の指示書のもと、毎月の

献立表をもとに保護者と代替食について話し合い、保護者の承諾のもとに提供する体制がとら

れています。配膳室にはその日使用したマヨネーズの袋が貼ってあり、卵を使用していないこ

とを職員も確認できるようにしています。配膳する際は専用の代替食メモと一緒に専用のトレ

イに分けて置かれており、担当保育士が内容を確認し、クラス担当保育士に報告の上、子ども

に配膳されており、アレルギー食に関しても、何重ものチェック・確認体制のもとで提供され

ていました。 

食事を楽しむための取り組みの一つに、園庭での野菜栽培があります。プランターを用いて

ピーマンやナス、オクラなどの簡単な野菜を育て、収穫の喜びを味わう機会をつくったり、野

菜の皮むきなどの下ごしらえの体験活動も行われています。また、絵本を通して知った「ひじ

き」を、実際に水で戻して見せてあげ、大きくなる様子に驚いたりする体験もありました。こ

のような取り組みは、食育活動計画として年齢ごとに“栽培・収穫”、“行事食”、“クッキング

活動”、”家庭への食育“などの取り組み目標を定めており、これに基づいて行われています。 

 

 

 

 

 



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 

子ども一人ひとりの違いを十分に理解し、発達に合わせた関わりが持てるように、発達や成

長を児童票に記録するとともに保育計画に反映し、援助や働きかけを行っています。また、子

ども一人ひとりの理解を深めるために、子どもの様子を見るだけでなく、“保護者は仕事が忙し

く疲れている”というような家庭を含めた育ちの背景を理解することとし、その上で子どもの

行動等を理解するように努めています。 

配慮が必要な子どもについては、保護者との話し合いを密に行い、専門家や関係機関の助言

を踏まえて配慮していくこととし、市様式の「すくすくシート」を用いて目標を設定し、記録

する体制がとられています。また、子どもの状況を踏まえて、必要な場合には専門の保育士を

配置することとし、専門的な知識を得て理解を深めるために定期的な研修に参加し、園に報告

し、職員間でも情報を共有化するよう取り組んでいます。 

早朝及び夕方の送り迎え時は、延長保育や時間外保育の子ども達は 1 か所(朝はその後乳児と

幼児の 2箇所に分かれる：夕方は 2箇所から 1か所に)に集まり保護者の送迎を待ち受けていま

す。部屋には畳もあり、くつろげる環境への配慮がなされている他、特に夕方は、あたりが暗

くなるにつれ子どもの人数が少なくなることから、さびしくならないよう子どもに接するよう

に配慮することとしています。延長保育の年間指導計画では「家庭的な雰囲気の中で、異年齢

児との交流を持つ」との保育目標を掲げており、これらの時間帯は、異なる年齢の子ども達が

集まって生活することで、異年齢交流の機会ととらえ支援を行っています。 

他の保育園等に転園する場合には、保育サービスが継続されるよう配慮することとし、特に

配慮が必要な子どもについては、保護者の了解のもと、資料の提供も行われています。また、

保護者の相談に応じ、引っ越し先の情報を収集し保護者に伝えるなど、サービスの継続性に配

慮した対応が行われています。 

 

 

 



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、それまでの取り組みを踏まえて毎年 3 月に見直しを行っており、保育指針の趣

旨のもと子どもの最善の利益を踏まえた内容とし、保育方針や保育目標には保護者との関わり

や、地域との関わりについても定められています。 

子どもの支援に際しては、入園前に担当保育士が子どもと保護者の面接を行い、その際に生

活状況や子どもの様子等を観察し、支援が必要と判断した場合には関係機関と調整を図りなが

ら受け入れ準備をし、入園後も継続的に観察を実施しています。 

指導計画は、始めに各クラス担当職員が計画案を作成し、主任保育士及び園長が確認し、必

要に応じて助言・修正を行い、取りまとめています。毎月実施されているケース会議では、指

導計画のほか、気になる子どもについて話し合い、職員の共通理解のもと支援を実施する体制

がとられています。 

各指導計画では反省・評価の上で次の指導計画を作成する仕組みとなっており、月別指導計

画では、その月の指導計画内容（ねらい、養護・教育の内容、食育、家庭との連携など）を担

当保育士が反省・評価し、その内容を主任保育士が確認した後、園長が評価・助言しており、

評価・助言を踏まえて翌月の指導計画に反映する体制が確立されています。また、保護者が参

加する保育参観及び運動会では、開催後に保護者にアンケートを実施し、結果をとりまとめ、

全意見を記載した文書を保護者に報告し、その後の事業の見直しにつなげています。 

全職員は「自己評価チェックリスト」を用いて年 2 回、各自の取り組みを自己評価し見直し

しています。これに加え、今年度より「プロミスカード」への記載を毎月行っています。これ

は事故の反省を忘れずに取り組みを約束するとの思いから作られたもので、「気づき」、「今から

実践すること」、「振り返り」に分かれて、その月の取り組みを振り返り、気づきをもとに実践



につなげ、事故を未然に防ごうとする思いが記されています。 

子ども一人ひとりに関して、児童票や指導計画、個別指導計画、健康記録、給食関係記録な

ど、支援の内容に応じて適切に記録され、市の文書管理システム（ホルダーガイド）にもとづ

き適正に管理がなされています。また、毎月行う職員会議に加え、毎週行う打合せ会議、カリ

キュラム会議(毎月)などの会議において、特に気になる子を中心に子どもの状況や支援の内容

等の情報の共有化が図られています。個人情報に関しては、市の条例に基づき守秘義務等の厳

守・徹底に努めています。今後は、市の条例をもとに、取り扱いの具体化を明記したマニュア

ル等を作成し、より厳格な徹底に留意していくことが望まれます。 

今年度、1 歳及び 2 歳児を月令で２クラスに分けたために、保育室の配置が大きく変わりま

した。２つに分けたことにより１クラスが少人数となり、子ども一人ひとりと向き合う時間が

増え、子どもを丁寧にみることができ、個人別指導計画でも、一人ひとりの育ちの状況に応じ

た支援が行われています。この配置換えによって 5 歳児クラスが 2 階に移ることとなったこと

から、教室の移動は全員で移動し、途中降園でも必ず職員が付き添うなど細心の注意が払われ

ています。また、3 歳児以上では当番の役割をもたせるなど、発達に応じた保育の内容・方法

がとられています。乳児クラスは床暖房が設置された部屋で、一部は畳敷きとなっています。

検温や 5分置きの午睡チェックなどきめ細かな対応が行われています。 

小学校との連携については、幼保小職員相互職場交流が実施されており、研修・交流・話し

合いの場が持たれており、就学時教育の情報交換が行われています。また、就学間近には「保

育所児童保育要領」により情報の提供が行われています。 

 

 



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 

本園は平成 13 年に建設された新しい園舎であり、良好な環境のもと、各クラスにおいては温

度や湿度、換気について留意し、子どもの活動に適した室内環境の確保に努めています。また、

「安全管理自主点検表」にもとづき、防犯・安全・火災・衛生・施設管理の各項目において、

安全等の点検が行われています。特に低年齢児の玩具の消毒や、危険個所が無いよう注意が払

われています。 

子どもの発達に応じて、段階を踏んで生活習慣等を身につけられるよう指導計画等では子ど

もの年齢に合った目標を設定し、自分でやろうとする意欲を大切にしながら、成長を促すよう

配慮がなされています。排泄に関しては、本人の気持ちに寄り添いながら無理なく進めるよう

取り組みがなされています。 

リズム遊びや自由な遊び時間では、他の年齢の子どもと一緒になる場面も用意され、年長児

が遊びのお手本となったり、小さい子どもの面倒を見たりする場面も見受けられます。「お店屋

さんごっこ」では 3 歳以上児が自分たちで企画して開くお店を決めており、子ども達の自由な

発想のもと「映画館をやりたい」といった声もあったそうです。 

園庭では、プランターを使った花や野菜の栽培や、ゴーヤを用いたグリーンカーテンにも取

り組みました。年長児はバケツでの稲作に取り組み、無事に収穫できたことを喜び合いまし

た。自然の中にいる虫（ダンゴ虫やアリなど）の観察なども行われています。 

本園の特徴ある取り組みとして、「和太鼓」や「伝承遊び」があります。いずれも長年続くも

ので、「和太鼓」は年長児になると習得に励み、様々な場面で発表します。卒園式には 5歳児か

ら 4 歳児に「ばちの引渡し式」が行われ、次の代に引き継がれます。お兄さんやお姉さんの演

奏をみて、「自分も早くやりたい」と思いを膨らませる子が少なくないそうです。「伝承遊び」

は“わらべうた”や“こままわし”、“はねつき”、“だるまさん”などの昔ながらの遊びを行う

もので、「親子で楽しむ伝承遊び」が開催されています。 

自然や人など様々な関わりの中で、伝承遊びやリズム遊びなど、様々な表現活動が取り入れ

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

園で提供する給食について、献立表を毎月各家庭に配付するとともに、その日の給食はサン

プルを展示し迎えに来た保護者にも見てもらえるようにしています。献立表にはレシピなども

記載してあり、家庭でも料理の参考としてもらえるように取り組んでいます。また、食育計画

では「家庭での食育」として家庭への働きかけの内容が記されています。 

子どもの食事の状況については入園面接の際に確認・把握していますが、離乳食やアレルギ

ーのある子どもについては、日々保護者と密に連絡を取り合い提供することとしています。離

乳食では、家庭での喫食の経験を確認しながら提供し、家庭と園とで協力して子どもの成長に

取り組んでいます。アレルギー食については、医師の指示書をもとに保護者と面接を行った上

で、除去食・対応食については毎月の献立表をもとに保護者の確認を得た上で提供する体制が

とられています。このように園では、事故等の防止に細心の注意を払い提供するとともに、家

庭と一体となって食生活を充実するよう取り組みが行われています。 

家庭との連携については、0～2 歳児については連絡帳を、3 歳以上の子どもについては出席

ノートを用いて日々保護者との連絡がとられています。また、毎朝・夕の送り迎え時には、朝

遅担当保育士が保護者と子どもの様子を確認し合い、体調や与薬などの重要事項は受付連絡簿

に記載しています。連絡事項については各クラスには受付簿のコピーが配られ、担当職員が確

認するように取り組んでおり、確実な情報伝達のために取り組みを工夫している様子がうかが

えます。また、保育園の役割や相談に際してのポイントなどを記載した「子育て相談につい

て」という文書を今年作成し、職員全員に配付しています。保護者支援の必要性・重要性を再

認識するとともに。保護者が話しかけやすい雰囲気づくりなどに改めて取り組むきっかけにな

ったと思われます。 

毎年、「子育てサロン」の名称で、クラス懇談会を開催しています。開催にあたって、事前に

「話題にしたいこと」、「心配なこと」、「聞いてみたいこと」を記載する参加申込書を配付し、

当日はその内容を主に懇談が行われるようにしています。また、決められた日時に参加できな

い保護者に対してはできるだけ都合に合わせ、全保護者との懇談が出来るよう取り組んでいま

す。また、今年度は「ハッピー子育て講座」を 6月と 11月の 2回開催しました。子どもの発達

や育児などについて保護者の理解を深める取り組みであり、6 月に行った講座では「2 つのささ

やき デビルとエンジェル」などが保護者に好評だったようです。また、年間を通じて保護者

参加の行事を計画し、子どもの様子をみてもらうとともに、職員との良好な関係づくりを築く

機会としています。 

虐待については、職員に「虐待マニュアル」を配付し、日々の変化に気づき早期に対応でき

るよう周知を図るとともに、保護者との信頼関係を築き、些細な事でも相談できる体制づくり

に努めています。気になる状況が生じた場合には、市役所本庁や家庭相談員との連携を密にし

たり、巡回相談で情報を交換するなどの体制がとられています。また、研修にも参加し、その

内容は記録として全職員に回覧され、情報の共有化を図っています。 

 

 



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 

本園周辺の自治会で組織される「第 5コミュニティ」とは、“文化祭”を通して交流が持たれ

ており、第５地区をはじめとする旧市内の老人クラブの老人スポーツ大会では子どもが大会等

に参加し高齢者と一緒に演技を行ったり、集団演技の発表を行ったりしています。園が独自に

行う活動では、納涼祭において地域の方々や地元小学校のよさこいグループとの交流があり、

また、地域のデイサービスセンターを訪問し、高齢者との歌や交流遊びなども行われていま

す。さらに、本園に併設されている「子育て支援センター」では、日々利用者が園庭を利用し

ており、園児と一緒に遊ぶ場面もあります。このように本園では、様々な地域との関わりを大

切にした中で保育が行われています。 

本園のある「とちぎコミュニティプラザ」では、同館内にある“コミュニティセンター”や

“子育て支援センター”、“ファミリーサポートセンター”、“児童センター”とともに、毎月定

例の会議を開催し情報交換が行われています。“子育て支援センター”は市内で最も利用者の多

い支援センターであり、子育て相談では、相談件数 536 件の中で食事に関する相談が 106 件で

最も多くなっています。このような保育園以外の多くの利用者動向などを会議で確認したり、

交流を通して直接利用者から話を聞くなどにより、地域の福祉ニーズの把握に努めています。

また、最近では一時預かり希望が多くなっている状況を踏まえ、「ファミリーサポートセンター

等の利用も紹介する」、といった取り組みも見られ、併設する他施設の利用も含めて、ニーズを

踏まえた事業の実施・見直しが行われています。 

子どもや子育てに関する地域資源として、本園の情報とともに併設する児童センターや子育

て支援センター、ファミリーサポートセンターの情報、さらに、就学や特別支援関連情報を一

つのファイルに整理し、「子育て情報ファイル」として、玄関脇の棚に置かれており、保護者も

自由に閲覧できるようになっています。 

本園では、読み聞かせボランティア「九輪草の会」との交流があります。受け入れに際して

は、“ボランティアを受ける前のポイント”と題する文書を今年度作成しています。この中に

は、受け入れの意義や方針や注意事項など、ボランティア受け入れの基本姿勢を明記してお

り、より有意義なボランティア受け入れが出来るよう職員への周知に努めています。 

利用希望者に対しては、全市的に行う入園受付・説明会以外にも、年間を通して見学希望等

を受け入れ、園で作成した入園のしおりやパンフレットを配付し説明しています。入園のしお

りには、本園の保育理念・保育目標や、保育時間・一日の流れ、年間行事などに加え、園から

のお願いとして、登降園時の駐車場や扉の開閉の注意事項などについても記載されています。

また、持ち物については、年齢毎に図入りで記載され、一目でわかりやすいよう工夫されてい

ます。入園が決まった子ども・保護者に対しては、一日体験保育が実施され、園の様子を知っ

てもらうとともに、保育サービスの内容や手続きなどを詳しく説明し、理解を得るよう取り組

んでいます。 

 



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 

市統一の「緊急時対応マニュアル」が作成され、本庁所管課を中心に毎年、実践に即した見

直しが行われています。マニュアルは全職員に配付され、さらに職員が携帯する「保育手帳」

にも明記されています。昨年より「救命救急法」の講習を全職員が受講するなど、いざという

時の万全の体制を整えています。 

 災害時対応、遊具などの安全点検、「ヒヤリハット」の活動については、やはり市統一のマニ

ュアル、点検表、記録簿などが整備され、定期的な避難訓練、遊具の安全点検、散歩コースの

チェック、ヒヤリハットの励行、対策の検討などの活動を実践しています。園は複合施設のコ

ミュニティプラザの中にあることから、よその人が入りこまないよう管理が難しい面がありま

すが、入口の施錠管理、不審者対応についてのマニュアルを独自に作成するなど、危険防止に

対する意識は高く、活動していることが確認することができました。 

 アレルギーの対応についてはマニュアルに従って、医師の診断、指示書を提出してもらい、

栄養士との話し合いによる献立の検討、毎月の献立表の保護者への事前配付、食材のチェッ

ク、食器、配膳の区分、食札の添付など事故が起こらないように細心の対策が取られていま

す。また、調理室の衛生管理については、マニュアルに従って、調理員が安全管理自主点検表

により、毎日チェックを行っており、事故防止に努めています。 

 

 

 

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 

職員は「自己評価チェックリスト」を定期的に実施し、職員間で話し合い、改善課題を検

討、改善点を見出すようにしています。園独自の「プロミスカード」の制度があり、日々の保

育の気づき、振り返りを記入して、翌月の活動に活かす活動を行っています。また、改善点を

年齢ごとに話し合い、リーダー保育士が結果を報告書にまとめ、職員会議で報告、協議して、

確認、周知を図っており、園の資質向上の取り組み、意識は高いことが伺われます。 

人事考課については、市の制度のもとに統一の評価基準、書式により行われており、自己評

価、園長による個人面談をもとに評価がなされ、本庁にあげられています。また、職員の就業

状況や意向の把握については、出勤表、出勤簿、年次休暇簿などで管理し、休暇がスムーズに

取れるように配慮しています。また、職員との個人面談の際に就労意向の汲み取りが行われて

います。職員の健康管理、福利厚生については、定期健康診断を実施するとともに、メンタル

ヘルスケアニュースの回覧、面談の際に悩みや心配ごとの相談にのるなど、心のケアに努めて

います。職員間の互助組織として市全体の厚生会があり、職員の親睦のための活動を行ってい

ます。 

職員の資質向上のための研修については、職員携帯の「保育手帳」に職員の教育や研修に関

する基本姿勢・研修体制が明記されており、年間研修計画表のもとに確実に実行されていま

す。研修に参加できる職員数は限られますが、参加者は研修結果の報告書を作成し、それを職

員会議で報告、回覧することで研修成果の共有に努めています。 

実習生の受け入れについてはマニュアルを整備し、受け入れの趣旨、体制を明確にし、事前

の打合せを行い、各学校との覚書を取り交わしています。実習計画については、各年齢の保育

が経験できるよう計画を立て、より実のある実習活動が行われるよう配慮していることが確認

できました。 

 

 

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 

市本庁において、「次世代育成支援対策行動計画」、「保育所整備基本計画」が策定され、それ

らをもとに施設改修、人材育成が行われています。園では年間の目標を持って、それに沿って

年間計画を立て、保育活動に当たるようにしています。各種行事などの事業については職員会

議、各個別会議において検討され、年間の事業計画が作成され全職員に配付、周知されていま

す。また、保護者にも入園時の資料や定期的に発行する園だよりにより通知されています。 

保護者が相談や意見を述べやすい環境づくりについては、児童の受け渡しの際に保護者の相

談、意見を吸い上げるなど、保護者とのコミュニケーションを十分に取るよう心がけていま

す。第三者委員による苦情相談制度については保護者に通知し、玄関などに掲示をしています

が、アンケート調査結果では知っているとの回答は 25.0％と低く、今後の周知が望まれます。 

子どもや保護者のプライバシー保護については、市の条例、規定のもと園の方針や運営規定

が整備されています。しかし実際の園の活動の中でどのようにプライバシー保護を実践してい

くかについてのマニュアルがないのが現状で、園全体で統一した対応がとれるように、早急に

整備することが求められます。 

園長の指導については、各会議において保育現場の指揮、指導に当たっていることが議事録

や職員アンケート結果からうかがえます。また、職員組織体制、職務分掌、勤務体制を明確に

し、園の経営、運営に指導力を発揮していることがアンケート結果からも確認できました。 

 

 

 

 


