
（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 

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「保育課程」の冒頭に明記し、職員室や各保育室な

どに「保育目標」を掲示するなど、日頃、職員が確認することができるようにしています。ま

た、毎朝の朝礼や毎月の職員会議において話をするなど、職員に対して理解を深める活動を行

っています。しかし職員アンケート調査結果では、残念ながらその取り組みは低い評価結果と

なっており、周知を図るためのより一層の活動が求められます。 

保護者に対しては入園の際に「入園のしおり」などの資料を配付し、説明するとともに、入

園式や運動会、発表会などの主な行事の際にも説明しています。地域の住民や関係機関に対し

ては地元小学校に毎月の「園だより」を配付し、また、園への見学者に対して園のパンフレッ

トを用意しています。地域の公民館や集会所への園のパンフレットの配付や、地域住民との交

流事業の際に園の基本理念や方針、目標を説明するなど、より地域住民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、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 

子どもの健康管理については、入園時及び年度初めに保護者に健康記録票を配付し既往歴や

身体的特徴等を記載いただき、子ども一人ひとりの状況を理解します。その上で、0～2 歳児は

それぞれ異なる連絡帳を用いて、毎日家庭における体温や排便、朝食などの連絡があり、その

日の子どもの状況を確認するとともに、0 歳及び 1 歳児は登園後に、園でも子供の体温を計測

し、子どもの状況を再確認しています。３歳以上児については、朝の登園時に保護者から口頭

により子どもの状況を連絡いただく他、夏季のプール利用期間は毎日、各家庭において「プー

ル健康調査カード」に体温等を記載・提出いただき、園と各家庭で健康状態を確認していま

す。 

年 2 回行われている健康診断及び歯科検診では、検診結果を児童票等に記載するとともに、

気になる点があった場合には「検診結果通知」に内容を記載し、保護者に伝達・話し合いをし

ながら、その後の対応を行っています。 

食に関心を持ち、楽しんで食事をするために、園庭の一画で“さつま芋”の苗を植え育て、

収穫を体験し、収穫の喜びを味わうようにしています。また、年長児では、毎日の給食の食材

について、「体をつくる食材」など食の 3要素を説明・理解する取り組みも行われているほか、

配膳や後片付けを行う当番制も取り入れるなど、食への関心を高める取り組みが行われていま

す。 

また、園の給食は、栃木市全体で栄養士が献立を立案しています。献立が決定すると園内の

献立会議で食材の切り方などを年齢ごとに話し合い、それをもとに園で調理し、子どもや職員

に提供しています。園長や主任が毎日検食を行うとともに、各クラス職員は喫食状況等を把握

し、園内の給食会議(毎月 1 回実施)で報告し、食材や切り方などを反省します。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。 

 

 

 

 

 



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 

保育理念に「子ども一人ひとりの人格を尊重し、健やかな成長・発達を図る」と定めてお

り、これを実践するために、具体的な接遇等を記載した努力目標を掲げて保育に取り組んでい

ます。日々の活動においては、子ども一人ひとりについて、発達の状況等を児童票に記録する

とともに、成長等に応じて保育計画に反映し実践につなげています。子ども一人ひとりを受容

することの実践の一例として、落ち着きのない子どもがいた際に、職員を一人つけて「思いを

じっくり受け止めたことにより、落ち着きを取り戻した」ことがありました。 

配慮が必要な子どもについては、年 3 回行われる巡回相談や 5 歳児発達相談などの定期的な

相談等体制を基本として、市や関係機関との協力・相談により支援方法等を検討しています。

市独自の「すくすくシート」を用いて、生活等の基本情報や短期・長期目標、支援の手立て、

成果等を記録する体制がとられています。 

早朝及び夕方は、畳のある部屋で保護者の送迎を受けており、長時間にわたる保育の中で、

くつろげる場・環境を確保しています。当番の職員が保護者とのやりとりの中から、子どもの

健康状態や与薬などの重要な伝達事項があった場合には、専用の記録様式に記載しています。

当番職員はこの記録をクラス職員に渡すとともに、与薬については、別途、与薬受付簿に記載

し専用の箱に保管することで、確実な情報の伝達が行われています。また、朝夕の送迎時に

は、異なる年齢の子ども達が集まることで、異年齢交流の機会ともなっています。 

退園し市内の他の公立保育園に移籍する場合には、児童票の受け渡しを行い、情報を伝達す

ることによりサービスの継続に努めています。また退園・卒園児には、園の行事等の連絡をし

てつながりを感じられるような取り組みも行っています。 

 

 



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、本園の保育方針や目標に基づき、各年齢の発達に沿って編成しており、毎年度

見直しを行っています。内容については職員会議等により報告、全職員に伝達されています

が、見直し等の検討に際し、全職員が参加する会議形式は開催が難しく、どのように職員間で

検討・議論するかの工夫が課題となっています。 

入園前の面接や、毎年度始めに家庭状況票等の記載を保護者にお願いし、家庭状況を把握・

確認した上で子どもや家庭の支援を行っています。子どもの成長に合わせて指導計画を作成

し、特に３歳未満児については一人ひとりの個人別配慮を確認し、子どもの状況に応じた支援

を行うよう取り組んでいます。 

年間指導計画は毎年度末に見直し・作成を行っており、月の指導計画は毎月、週案及び日案

は週 1 回作成・提出しています。各クラス担当職員が作成し、園長及び主任が確認し、必要に

応じて修正・改善などのアドバイスを行っており、さらに、前月や前週の反省を踏まえて翌

月・週等の計画に反映・見直しを行う体制がとられています。 

また、保護者に対しては、朝夕の送迎時の話や連絡帳による情報交換のほか、保育参観や運

動会、生活発表会についてのアンケートを行い、次回開催等にあたって保護者意向を参考に見

直しを行っています。 

子ども一人ひとりに関して、出席簿や児童票、健康記録票などに記載し、定期的に提出を受

け、必要に応じて関係職員には職員会議や文書等回覧することにより情報の共有に努めていま

す。また、栃木市の個人情報保護条例や書類等の保存年数等が定められているホルダーガイド

にもとづき、守秘義務等の厳守・徹底とともに適切に管理が行われています。 

0～1 歳児については、複数の担任を配置するなど、子ども一人ひとりの日々の状態の把握に



配慮するとともに、10 数年続く本園独自の研究会活動があり、「ほほえみ通信」という形で、

毎月保護者に子どもとの関わりについてのアドバイスなどを行っています。 

3 歳以上児については、異年齢交流に力を入れており、運動会や園外活動、生活発表会など

に絡めて実践に取り組んでいます。 

また、全園をとおして、絵本の読み聞かせによる育成を大切にしており、園内の中央玄関近

くのホールの一画には絵本コーナーを設けており、また、10 月からは園の絵本の家庭への貸し

出しも始まっています。 

小学校との連携については、小学校教諭との交互職場交流が実施されており、研修・情報交

換・話し合いがもたれ、就学を見据えた保育への取り組みも行われています。 

 



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 

平成 13 年に完成した園舎であり、0 歳及び 1 歳児のクラスは床暖房が設置されており、小さ

い子どもにとって冬場でも安心な環境となっています。他の各クラスにおいては、暑さや寒さ

を感じることも子どもの成長には大切との考えとの判断もありつつ、一方では酷暑の状況もあ

り、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。なお、室温等の確認体制（確認時間の設定や記録など）や目標設定など、指針等を明確に

することで、より確実に室内環境の確保が行われるものと思われます。また、遊具等について

は安全管理自主点検マニュアルに基づき、担当職員による定期的な点検が行われています。 

指導計画等においては、子どもの年齢に応じた目標を設定しており、自分でやろうとする気

持ちを大切にし、成長を促すよう配慮することで、基本的な生活習慣を身につけられるよう取

り組んでいます。 

また、子どもの好奇心に応えるよう図鑑を購入し、自然や社会に対する理解や感情の育成を

図っています。また、園内ではさつまいもの栽培や、朝顔などの育成を行い、朝顔を用いた

「色水づくり」では 1 歳から 5 歳の子どもまで、楽しみながら取り組んだようです。この他、

近くで取ってきたドングリを題材に絵を描いたり、子ども達が自分で取ってきたザリガニやカ

ブトムシなどを園に持ち寄り、みんなで観察することもありました。 

園の周囲には自然と触れ合う場所は多くないものの、園庭や子ども達の持ち込む昆虫観察な

どにより、ふれあいの機会を確保している様子がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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は、毎月の「こんだて予定表」が保護者に配られています。この

中には、「食育だより」として食事に関するミニ知識やメニュー紹介（材料・作り方）も記され

ています。また、今年度より、給食のサンプル掲示も始め、保護者にも園での食事に関心を持

ってもらう取り組みを行っています。また、食事に関する家庭との連携として重要な点とし

て、アレルギー食や離乳食の提供があります。アレルギー食については、医師の診断のもと、

こんだて予定表をもとに、除去食・代替食について園から提示し、保護者が確認・押印した上

で、担任及び園長が確認の後、調理・提供する体制がとられています。また、アレルギー食を

調理する調理員は専任とし、他の子どもとは容易に区別できるよう専用トレイに入れて配膳す

るなど、徹底した管理が行われています。離乳食についても、家庭での状況を確認し、保護者

と相談の上で提供しており、家庭との連携が図られています。 

家庭との日々の情報交換としては、全児童に出席カードがあり、また、0～２歳児については

連絡帳により、園や家庭での生活の様子が日々情報交換されています。3 歳以上の子どもにつ

いては、連絡帳がないことから、毎月配付される園だよりやクラスだより、朝夕の送り迎え時

のあいさつ等が主な情報交換の場となっていますが、朝夕は時間がなくじっくり話ができない

などの状況もあります。このようなことを踏まえ、今年度は保育参観後に「ハッピー子育て講

演会」を開催しましたが、引き続き、保護者との話し合いや情報交換等の機会をどのように確

保していくか、より一層の工夫が求められます。 

虐待については、朝夕の送迎時の保護者との応対や子どもの様子を観察するなどにより、家

庭との信頼関係のもと相談できる関係づくりに努めるとともに、変化に気づいた際には職員会

議で話し合うなどの対応がとられています。しかしながら、基本的な確認事項や連絡・相談体

制などを明記した文書等は用意されておらず、確実な取り組みを行うためにも今後マニュアル

等の整備が望まれます。 

 

 



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 

地域との交流については、社会福祉協議会との連携のもと、毎年 1 回、地域の高齢者とのふ

れあいを楽しむ会が開催されています。園内の遊戯室に高齢者を迎え、歌や手遊びなどによる

ふれあい、手作りのプレゼントなどの交流が行われています。また、園内には「子育て支援セ

ンター」があり、利用する子どもや保護者との交流も行われています。 

園の利用者（保護者）との相談や、併設する子育て支援センターにおける相談記録などによ

り、地域の状況把握に努めていますが、それを分析し、事業や活動につなげるまでの体制には

至っておりません。支援センターでは、10 月中、利用者に対するアンケート調査を実施してお

り、その分析結果を活用し、地域への機能の還元などの展開を図ることが望まれます。 

園の周囲には公民館や図書室などの施設があり、菊の花の展示会を見に行ったり、絵本コー

ナーの利用などを行っています。このような地域の社会資源の情報を開発し、大いに利用する

ようにするとともに、保護者にも情報を伝達していくことが望まれます。 

ボランティアの受け入れについては、これまで地域の人たちにより二胡の演奏会やギニア音

楽の演奏会が行われるなど、単発的に行われてきました。今後は園としてのボランティア受け

入れの意義や目的を明確にし、その体制を整え、活動が継続的な展開になることが望まれま

す。 

利用希望者に対しては、市として翌年度の入園希望を募るとともに見学会の日を定め、集中

的に見学受け入れを行っているほか、入園決定者には一日体験入園を実施し細かな説明を行っ

ています。また、入園に際しては、本園独自の「入園のしおり」を作成しており、イラストを

用いてわかりやすい内容となるよう工夫しています。 

 

 

 

 



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 

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ようになるなど、

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ることが確認できまし

た。ただ、当園の入り口は東の端にあり、園の西にある玄関や職員室から遠く離れ、死角にあ

ることから、園の来訪者を確認することが難しく、不審者の侵入等に対する対策が早急に求め

られます。 

 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、

関係職員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、除去食のチェッ

ク、食器、配膳の区分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。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、職員会議で発表することで、園全体の周知を図っており、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後に評価がなされ、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、面談の際に悩みや心配

ごとを聞き、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、各学校との覚書を取り交わし、事前の打合せで園の実習に対

する趣旨、意向をはっきり伝え、各年齢の保育が経験できるよう実習計画を立て、実のある実

習活動が確実に行われ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、保護者にも入園時において、また定期的に発行する園だよりで通知されています。 

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、玄関に掲示をしていますが、

アンケートの結果ではその認識は低く、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、規定のもと職員服務規定、園の

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。 

 

 

 

 


