
 

（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 

基本方針は公立時代のものを引き継いでいます。職員への周知も週一会議や月末会議など

様々な場で行われ各職員が実践できる工夫をしています。指導計画を作成して会議で職員が確

認しあうことで、一人ひとりの子どもを尊重した保育を行う取り組みも行われています。今

後、地域に向けて広報誌等を配布していくことを園の検討課題としています。法人全体として

の中・長期計画と合わせて検討されることが期待されます。 

 

 

 

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 

子どもの健康状態は早番メモや朝のミーティングメモなど、簡単な文書にして全職員が把握

できるような体制となっています。食育への取り組みも進められており、絵本や紙芝居で理解

を深めたり、畑で野菜を育てています。食事量は各クラス担任が一人ひとりの子どもに合った

量を調整し、調理員は残量なども毎回把握をしています。また、バイキング形式やリクエスト

給食なども取り入れ子どもが食事を楽しめるような工夫もしています。歯の模型を使って子ど

もにブラッシング指導を行い、検診（歯科・内科・眼科等）の結果は家庭に伝えて治療をして

もらうようにしています。 

 

 



 

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 

職員は子ども一人ひとりの特徴を捉えており、子どもに合った言葉掛けをしています。ま

た、支援を必要とする子どもに対しては、言葉かけなど工夫する事で集団の中に入り、みんな

との関わりを楽しめる様にしています。長時間保育を受ける子どもに対し、異年齢児が一緒に

過ごしたり、お腹が空きすぎないよう、自宅での夕飯に影響が無い範囲の量でおやつを出して

います。卒園児には夏祭りや運動会に元担任が担当になり、案内の手紙を出しています。卒園

前の園だよりで卒園後も色々な相談を受けることを伝えています。 

 

 

 

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 

公立であった時の保育課程をベースに、子どもとその背景を、個人懇談や日常の連絡ノー

ト、保護者からの相談などから把握し、一人ひとりの子どもの発達に即した指導計画（月案、

週案、日案）が立てられ、会議をしながら評価、反省、見直しがなされています。 

保育室内のロッカーの角には面取りが施され、クッションを貼り付けるなど、安全への細か

な配慮が見られました。乳児保育のための環境整備も、SIDS の予防として、午睡チェック表が

あり、姿勢、呼吸、健康状態を確認し記録しています。 

園全体に明るい雰囲気が漂い、職員と子供たちの伸び伸びした行動が見られました。子ども

たちからは、外来者に臆することなく、質問や挨拶が返ってきました。 

小学校との連携についても幼保小交換研修があり、学校見学も実施されています。 

各種会議結果の全職員への周知の徹底については、バラツキが見られます。直接関わらない

職員の関心を喚起するための、更なる工夫が望まれます。 

クラス懇談も保護者と担任、保護者同士の連携を図る上で、有効な方法と思われます。 

 

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 

園舎は年数が経っているものの、ペンキの塗り替えや、トイレの便座カバーなどに改善が施

されていて、優しい心遣いが感じられました。 

園庭が広く、運動遊びの研修を積んだ保育士が、各クラスの運動遊びの計画、指導にあたって

います。また絵本の充実が図られ、読み聞かせ、紙芝居など情操面にも力を入れています。お

店屋さんごっこなどのごっこ遊びでは、年長児が年少児をサポートする形で実施し、思いやり

の心が育つような配慮がされています。 

安全に配慮したお散歩マップを作成して、実施しています。 

幼稚園の大きなプールは子どもたちを喜ばせました。 

地域の人とのふれあいも、保育計画に取り入れています。公民館まつりや餅つきに参加、い

きいきサロンの地域公民館との交流会に参加するなど、取り組まれています。 

 さらに外部の人が気軽に保育園に来られるような取り組みをされると、幅の広い年齢の子ど

もたちが、地域交流に参加できる機会が広がるものと思われます。 

 

 

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 

給食時、クラス担任は、子どもの食事の様子を見て状況を把握し、その結果を個別に家庭に

伝えています。保育参加で給食の試食をしてもらったり、手作りおやつのレシピを掲示板に貼

り出すなどして、保護者にも食への関心を持ってもらう努力をしています。今後は、「給食だよ

り」の発行など食に関する園としての情報発信に期待します。年に 1 回、幼児組、乳児組に分

け保育参加を実施し、ほとんどの保護者が参加するなど、保護者の関心の高さが伺われます。   

個人面談も定期的に行われ、必要があればその都度実施されています。一人ひとりのアセスメ

ント表には個人面談での課題がきちんと整理されており、保育実践に生かされています。クラ

スだより等が定期的に発行され、園長自らも「園長だより」を発行し、保育内容や保育方針に

ついてのメッセージを発信しています。また、定期的にアンケートも行われており、民営化に

関するアンケートでは、結果についてのフィードバックもきちんと行われています。3 歳未満

児には、連絡帳によってきめ細かな家庭とのやりとりが行われています。3 歳以上児の連絡帳

を希望する家庭にも、連絡帳による家庭との連携が行われています。虐待防止への取り組み

は、マニュアルや初期対応ガイドが整備され、関係機関とも連携を図っています。虐待防止の

外部研修にも職員が参加し、全職員に研修内容をフィードバックしていますが、職員間で温度

差がないような取り組みを期待します。 

 

 

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 

地域の餅つきに参加したり、公民館の文化祭に園児の作品を出展したりして、地域との交流

に努めています。ふれ合い交流会や中高生の職場体験学習には、計画段階から職員が参加し、

主体的に係わっています。 

保育園には子育て相談所の看板が掲げられており、相談日も掲示してあります。 

地域交流や要保護児童対策地域協議会に出席するなど地域ニーズを把握する機会は設けられ

ています。 

子育て相談等の相談援助や、施設の開放など地域ニーズに応える形での保育活動は不十分で



あり、地域に開かれた保育園として、今後の活動に期待します。 

必要な社会資源は一覧表にして職員にも周知されていますが、職員間の意識には温度差があ

るようです。また保護者に対しては、一覧としての周知でなく、必要に応じて職員が紹介する

という方法を取っています。ボランティアの受入は、中高生を対象としたサマーボランティア

の受入が中心です。 

ボランティア受入担当者が決まっており、マニュアルや企画書に沿ったかたちで受入が行わ

れています。 

支援児保育、虐待児対応等、必要な都度関係機関と連携を密に図りながら保育実践を展開し

ています。幼児保育から学校教育への連携や地域との連携も図られています。 

また、感染症対策やアレルギー除去食に関しては、保健所や病院との連携も図っています。 

利用希望者に対しては、那須塩原市で市内の保育園を網羅した形で、保育園ガイドブックを

作成しており、ホームページも活用されています。ゆたか保育園では、随時見学を受け入れ

ており、中途入園児にも担当者を設け説明や見学が行われています。入園前のオリエンテー

ションや入園式で「入園のしおり」を使った細部に渡る丁寧な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 

安全確保、感染症対応、不審者侵入時対応等のマニュアルがあり、安全管理係や保健衛生係

を中心に組織的に取り組みが行われています。消防計画が作成されており、定期的に避難訓練

も実施しています。事故や感染症対応の記録が残されており、対応や対策など経過が判るもの

になっています。竜巻想定の避難訓練や不審者侵入時の避難訓練なども実施されています。係

により遊具の点検も定期的に実施されていますが、業者による専門的な点検整備は行われてい

ません。担任が中心となりクラス毎の危険箇所をヒヤリハットチェック表により毎日チェック

を実施していますが、具体的なヒヤリハット事例の積み重ねが少なく、検証も行われていませ

ん。チェックのためのチェックにならないよう、具体事例の積み重ねと、それを元にした施設

内研修を実施するよう期待します。アレルギー疾患や慢性疾患に対する対応は、保護者とのア

セスメントが確りと取られ、医師の診断や助言を元に対応しています。アレルギー除去食の確

認は、調理員から担任へ引き継ぎされ、担任は複数で確認をしています。保育園での些細な変

化も保護者にフィードバックされています。調理室は定期的に保健所の検査も受けています。

民営化後食洗機を導入するなど、衛生管理の徹底と合理化による職員の負担軽減を図っていま

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 

保育内容や保育サービスの質についての評価は、保育所保育指針に基づく保育内容の評価を

定期的に行う体制が整備されており、クラス単位での見直しや、職員会議での全職員での見直

しが行われています。その結果は年間指導計画や月案、週案に反映され、保育士は、自己評価

により自らの保育実践を振り返り、改善や専門性の向上に努めている姿が見られます。 

今回の第三者評価の受審は民営化後の初めての試みであり、自己評価の内容にはバラツキが

感じられました。しかし全の職員が自己評価に参加し、熱心にとり組まれた様子が評価結果や

職員アンケートからも覗われます。今回の評価結果を元に、課題の明確化や、改善計画の作成

に全職員でとり組むことを期待します。法人として、3 年に一度第三者評価を受審していく計

画があります。人事考課は、理事長と園長が実施していますが、客観的な基準の作成や結果の

職員へのフィードバックが必要です。 

平成 24年度は正職員を大量に採用しています。職員の有給休暇の消化率や時間外労働のデー

タ、疾病状況等は定期的にチェックしています。健康診断も実施されています。年２回理事

長・園長との面談やレポート提出により職員の意向の把握に努めています。職員の福利厚生と

して、リフレッシュ休暇制度を創設し、忘年会やおつかれ会への補助があります。 

研修は研修担当者を中心に計画的に実施されています。年に２回の園内公開保育がありま

す。研修を修了した職員は研修内容を発表する制度がとられています。実習生受け入れマニュ

アルが整備され、受け入れに関する意義・方針が明文化され、実習担当者が設置されていま

す。養成校との密接な連携のもと、実習内容全般を計画的に学べるよう配慮されています。 

 

 

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 

ゆたか保育園は、那須塩原市の福祉行動計画に基づき民営化された保育所です。民営化に当

たっては、幼稚園の経営母体である学校法人が社会福祉法人を立ち上げ、民営委託を受けてい

ます。今年度、中長期計画の一環として耐震化工事を実施しています。今後は、組織体制や設

備の整備、職員体制、人材育成のより掘り下げた中長期計画を策定していくことを期待しま

す。事業計画の策定は関係職員の参画のもと行われています。さらに、市の担当者や保護者の

意見も取り入れています。事業計画書は全職員に配布され、会議や研修において説明がされて

います。保護者総会の資料としても提出され、総会で説明がされています。園だよりとしても

各家庭にも配布されています。今後は、事業計画が長期計画の内容を反映したものになるよう

期待します。利用者満足度の把握は、定期的にアンケートよる意向調査を行、結果は、理事

長、園長、関係職員により検討会がおこなわれ、満足度の向上に向けた対応がされています。  

園長の役割と責任については園職務分担規定で明確にされており、会議や研修の場においても

表明しています。また、市の園長会の研修に積極的に参加し、組織のリーダーとしての専門性

の向上に努めています。園長は職員の月案・日誌等に目を通し、保育の質の現状について定期

的、継続的に評価・分析を行っています。法人の理事として理事会に出席し、人事、労務、財

務等の業務に関与し、経営や業務の効率化と改善に取り組んでいます。法人は専門家による外

部監査を受けており、施設運営管理、職員処遇、会計経理に関する監査報告を受けています。

監査報告書は経営改善の参考にしています。保護者からの意見等に関しては、対応マニュアル

が整備されており、迅速検討、迅速対応を基本として保護者からの信頼を得るように努力して

います。 

 


