
 

（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 

那須烏山市では、次世代育成支援行動計画（すくすくこどもプラン）（後期計画）を策定し、

「1.子どもの成長や発達を支援 2.親が自信をもって子育てできるよう支援 3.子育てがしやす

い地域環境づくりを推進 」という子育て基本理念を掲げ、子育て支援の施策を推進している。 

園としては、市で策定した基本理念の下、市内保育園３園合同で保育理念を作成し、園独自

で保育方針、保育目標を保育課程の中に盛り込んだ。職員が保育理念に基づく保育ができるよ

う、各クラスに理念が掲示されているだけでなく、年度初めはもとより、年に数回職員会議の

中で各理念について振り返る機会を設けている。 

 園に備え付けのパンフレットには子育て基本理念、保育理念、保育方針、保育目標が書かれ

ており、見学者や入園希望者が園の理念等を確認することができるが、地域への積極的な理念

等の周知はやや弱い。 

 一人ひとりの子どもを尊重した保育の考え方や、保育上の取り組み方など、会議で折に触れ

園長より職員にコメントを出したり、月間指導計画では「お互いの気持ちの尊重」など保育実

践上も子ども一人ひとりの尊重に力を入れている。また、支援の必要な子どもに対しての保育

士の接し方を他の園児が見て自然にやさしく接したり、保育の中で、子どもそれぞれの個性の

大切さなどを保育士が伝えている。 

 

 

 

 

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 

入園申請と同時に提出される質問書の回答や保護者との事前話し合いで子どもの健康状態を

把握し、発育状況と健康に関する記録は児童票で管理され、日々の子どもたちの健康状態は朝

のミーティングで職員に周知されているが、保健計画を策定して健康管理をするまでには至っ

ていない。 

どのクラスもマナー良く楽しく食べる子どもたちの姿があり、苦手な食べ物を少しでも食べ

ようと努力する子どもと、無理強いすることなく優しく受け止める担任の様子が見られた。魚

を使った献立も子どもたちが食べやすい工夫がされ、検食簿には子どもたちの反応も書かれて

いる。市内３園を担当する栄養士と各園の調理員によって月１回合同で開催される給食会議で

は、喫食の状態が話し合われ、献立等の改善に結びつけている。 

内科及び歯科健診の結果は、個別に児童票等の記録に残し、保護者に伝えて受診、治療に役

立て、園や家庭での日常生活の健康管理に結びつけている。また、園では食後の歯磨きや食育

にも取り組んでいるが、保健計画として保育に活かす取り組みまでには至っていない。 

 

 

 

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 

 保育士が子どもたちに掛ける言葉は穏やかで、急かす言葉や、強い制止の言葉を使う場面は

見うけられなかった。保育士としては現在の言葉掛けなどを再確認し、更に受容的な援助がで

きるように努力している。 

 市が実施するのびのび発達相談やすこやか巡回相談で、発達状況や課題を把握し、今年度か

らの取り組みで、子どもの特性に配慮した支援を行うための個別応援計画を立てているが、保

護者の充分な理解を得て策定することが課題となっている。計画では、「こんな子に育って欲し

い」との目標を掲げ、スモールステップで課題を設定し、支援の方法を工夫している。年 3 回

振り返りを行い、目標がクリアーできなかったら、目標の再設定や、支援方法の再検討など細

やかに子どもの育ちを見ていけるツールとして活用している。また、在園中の支援に留まら

ず、小学校へ引き継ぎ、最終的には 18歳まで本人の成長を応援できるものとして活用が始まっ

ている。今後、取り組みの発展が期待できる。 

 保育が長時間にわたることもあり、子どものいつもと違う様子は、担任が遅番の職員にメモ

書きを渡し、保護者へ伝えるべき事柄が必ず伝わるようにしている。必要に応じて、担任が残

って保護者に直接伝える場合もある。 

 市外への転出に伴う保育園の転園に関しては、市の主管課を通して情報が引き継がれるが、

引継ぎ文書等は整備されていない。家庭保育となるなどで保育サービスが終了した事例はない

が、終了後も保護者からの相談に園として対応することになっている。  

 

 

 

 



 

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 

保育課程の保育理念は平成２１年度に策定され、保育方針や目標は年度ごとに園独自に立て

られているが、正規職員だけで検討されている。今後は、全職員の参画のもと保育課程が編成

され、定期的に評価、改善されることが望まれる。 

入園申請書と合わせて提出する保育の参考とする質問書と新入園事前話し合いでの聞き取り

などで子どもに関する情報は把握され、児童票によって管理されている。今後は、子どもや保

護者の個別の具体的なニーズが明らかになるアセスメントを行い、定期的な見直しの時期と手

順を定めることが期待される。 

指導計画は、保育課程を基に、年間指導計画、月間指導計画がクラス毎に作成され、０歳児

から２歳児までは子ども一人ひとりの個別計画が策定されている。また、保育日誌には週案の

ねらい、子どもの活動内容と保育士等の援助、保育の実際と反省が記録されている。 

各指導計画に対して反省・評価が担任を中心に行われているが、特に個別の指導計画におい

ては保護者の意向の把握や説明等にも配慮した評価の仕組みを組織的に定めて、定期的な見直

しを実施することが望まれる。 

子どもの活動や保育士等の援助・配慮事項は指導計画に盛り込まれ、今までの保育の経験や

研修によって職員は共通の認識を持って日常の保育にあたり、保育の方法や注意点など必要に

応じて文書化しているが、標準的な実施方法として体系的に整備されていない。 

子ども一人ひとりの発達状況は児童票によって管理され、個別の指導計画やのびのび発達相

談や巡回相談の結果を受けて立てられた個別応援計画に基づいて、保育が実施・記録されてい



る。健康診断、予防接種、疾病、アレルギーに関する記録、乳幼児突然死症候群対策の毎日の

午睡チェック表など健康管理の基本的な記録を整備し、職員会議や朝のミーティングで関係す

る全職員への周知を図っている。 

園が保有する子ども等に関する様々な記録に関しては、園長を責任者として、個人記録保

管、保存・廃棄規程により、適切に管理されている。個人情報の保護や開示に関しては、入園

時に保護者に説明している。 

個別応援計画が立てられている子どもに関しての情報は全職員が職員会議や定期的なケース

会議で共有している。それ以外の子どもに関しても一人ひとりの状況についてアセスメントの

結果や指導計画の実施状況を様々な立場の職員で話し合うようなケース会議とすることが期待

される。 

乳児クラスの保育室は、床暖房で調乳室があり衛生的である。０歳児と１歳児が混合保育で

ほふくスペースが狭いため、保育士は安全に最善の注意を払っている。保育士は一人ひとりに

優しくゆったりと話しかけており、子どもたちの安心しきった様子が見て取れた。ドアを開け

るとトイレと沐浴シャワー室で、反対側のドアからは２歳児が利用できる構造で、トレーニン

グ用となるオマル式のトイレも整備されている。寒い季節であっても体調を管理して乳児のク

ラスも外気に触れる機会を設けており、子どもたちが元気に外から戻ってくる姿があった。午

睡チェック表では気温、室温、呼吸や健康状態がクラス毎に適切に記録されている。特に乳児

クラスの連絡帳は園での過ごし方が家庭に伝わるように丁寧に書かれていた。 

２歳児の４月の月間指導計画では「スプーンやフォークを使って自分で食べようとする。椅

子に座って落ち着いて食べる。」との活動内容に、「自分で食べようとする気持ちが持てるよう

にする。」との援助の配慮が示されていた。訪問調査時には椅子に座って一生懸命自分で食べて

いる子どもの姿があった。自分でしようとする気持ちを大切にして基本的な生活習慣を身につ

けられるように配慮した結果が見て取れた事例である。 

３歳児以上のクラスでは子ども一人ひとりが持っている「運動がんばりカード」から、遊び

と運動を取り入れた活動の中から自分で選んで取り組む子どもの姿があり、保育士は無理強い

することなく興味や関心を引き出す工夫をしている。５歳児の発表会の劇では、台本を自分た

ちで考えた台詞に変えたり、アイデアを取り入れて、友だちと協力して作り上げる達成感を経

験させている。 

小学１年生が来園し踊りや歌で交流し、５歳児は就学前には小学校を訪問し校内を見学する

等で入学をイメージできるようにしている。 

 

 

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 

園舎は、統廃合によって使われなくなった小学校を改修した１階を使用し、２階は公民館と

なっている。保育園としての衛生面や安全面に配慮されて整備されているが、幼児組のトイレ

が１カ所なので、午睡直前にはトイレに長い列ができることがある。園庭は小学校の校庭であ

ったため外遊びには十分な広さで、園舎に近い所に固定遊具が備え付けられている。 



 どのクラスもマナーの良い食事で、食後は歯磨きを済ませ、午睡の準備へと日課に従って進

み、保育士は急かすことなく子どもの自主性を尊重している。就学前で昼寝をしない年長児

は、午睡直前のトイレが込む時間帯を避けて、トイレが空いている時を選んで使用するなど自

主的に工夫している。幼児クラスは運動がんばりカードで子どもが自ら進んで体を動かすよう

に誘導し、乳児クラスは保育士が積極的に外遊びに連れ出している。 

 卒園間近の５歳児クラスから４歳児クラスに引き継がれた午睡時の布団敷き当番、花壇や菜

園作り、小さいクラスとの散歩などで年下の子の面倒をみるなど、年長児としての役割を果た

すことが多い。保育士は、子どもたちのトラブルの対応や介入では、子どもたちがお互いの気

持ちを確認しながら解決へ結び付けられるように援助している。 

 年長児は、バスに乗って図書館に出かけ図書カードで本を借りる。また、近くの高齢者のデ

イサービスセンターで一人ひとりにプレゼントを渡し、手遊びなどで直接ふれあうことで交流

を深めている。更に、地域の農家の協力でブドウ狩りや芋掘り、観光農園でのみかん狩りな

ど、子どもたちにとって様々な体験ができる機会が計画されている。日常的な散歩では、ドン

グリが拾えるコース、電車が見えるコース、小さな公園で遊べるコース、山羊に会えるコー

ス、お花畑のコースと、子どもが身近な所で興味が持てるものや動植物に接する機会を作って

いる。 

 ５歳児のクラスの指導計画の中には文字に興味を持つような活動内容が盛り込まれ、一日の

流れや季節の歌の歌詞も文字で示し、小学校入学の準備としての文字の学習も行われている。

当番活動をはじめとして様々な場面で自分の意見を述べる機会が作られ、子どもたちは考えて

発表する経験が豊富である。 

 

 

 

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 

食育計画として、各年齢別に年間計画、四半期計画があり、それぞれ「ねらい、内容」「環境

構成、援助」が記されている。毎月発行される献立にはレシピが紹介されることもある。子ど

もが「今日の給食おいしかった」と自宅で伝え、後日保護者からレシピを聞かれ調理員に確認

し教えたこともある。また、楽しく食事ができるよう、くじ引きで席順を決める「くじ引きレ

ストラン」、テラスで食べる「青空レストラン」など子どもたちが楽しみながら給食を摂れる工

夫を行っている。給食で出した料理を写真に撮り掲示することで、給食の内容が見てわかるよ

うな工夫をしていて、迎えのときなど興味深そうに写真を見ている保護者の姿も見受けられ

た。 

 送迎の際の視診や保護者からの様子の聞き取りや連絡ノートを活用し、更には保護者からの

相談ごとなど、細やかに保護者とコミュニケーションをとっている様子が伺えた。その他、保

育中に起きた出来事の保護者への報告は遅番の職員へメモで引き継いだり、必要に応じて担任

が保護者の迎えまで残って直接伝えるなど、コミュニケーションを大切にした保護者とのかか

わりを行っている。保護者からも、「話しやすい、相談にのってくれる」など好意的なコメント

が寄せられている。 



 保護者と共通の理解を得るため、個別懇談を全園児に実施している。その中で、園での様

子、自宅での様子、気になることなどゆっくり話す時間を設定している。今後は、個別懇談や

年２回の保育参観に留まらず、保育参加の実施も検討している。 

 虐待対応についてはマニュアルが整備され、必要時には、保健師や、必要な関係機関と連

携が取れる体制が整っている。 

 

 

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 

園舎の２階が地域の公民館となっており、交流の一環として、ハーモニカを練習していた地

域の方の演奏をみんなで鑑賞した。園児の散歩コースの中に牛を見に行くルートがあったが、

飼い主が牛を手放した後、牛がいないので子どもたちが寂しがっていると聞き、子どもたちが

喜んでくれればと山羊を飼い始めてくれたエピソードがあった。地元の神輿も毎年園に来てく

れ、子どもたちも楽しみにしている。 

 公立ということもあり、すくすく子どもプラン策定時に地域の福祉ニーズは把握され、園で

の事業に展開されているが、園独自で地域ニーズの把握は行っていない。 

 すくすく子どもプランで把握されたニーズの中、園においては、一時預かり保育、延長保育

として事業展開されている。園舎が元小学校ということもあり、園庭が広いため、休日にはゲ

ートボール場として、地域に開放され喜ばれている。 

 保育において必要な機関（くれよんクラブ、いちご教室、みかん教室、医療機関等）との連

携が図れるようになっており、定期的な情報交換も実施している。また、保護者からの相談に

より必要に応じ関係機関と連携を図ったり、資料を集めるなど適宜対応できる体制が整えられ

ている。 

 ボランティアの受け入れの際は、園長が窓口となり、事前のスケジュール調整、オリエンテ

ーション等を行い受け入れている。ボランティア受入れについて、園としての考え方や注意事

項等を明確に示し、受け入れるに当たっての意義、方針等の明文化が求められる。 

 関係機関とは必要に応じて個別の園児ごとに連携を図り、報告書のやり取りや、情報交換会

等行っている。 

 入園のしおりを使用し、全体、個別で利用についての説明を行っている。食事や健康状態、

入園に際しての心配事など具体的に記入する様式を用い、不安なく利用が始められるよう工夫

している。また、所持品などはクラス別にイラスト入りで説明しており、初めて子どもを入園

させる保護者にも分かり易い配慮がなされている。 

 



 

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 

危機管理マニュアル、感染症マニュアル、安全点検チェックリストなど活用し、子どもの安

全を常に確保できるよう日々チェックを行っている。また、きずなメール（登録者一斉配信メ

ール）を活用し、感染症の発生や急を要する連絡など細やかに保護者に周知している。 

 毎月の火災避難訓練に加え、東日本大震災を教訓とし園が想定できる災害として、地震に対

する避難訓練や起震車体験を実施している。また、市として「風水害対策・震災対策・原子力

対策」を策定し、危機管理マニュアルも作成済みである。また、被災時、園児を安全に保護者

へ引き継げるよう「引き渡しカード」も作成した。園舎は元小学校ということもあり、耐震構

造で、園庭及び２階の公民館は地域の避難場所に指定されているなど、安全安心な環境となっ

ている。 

 ヒヤリハットカードを活用し、日常の保育などで起きた事例を集積して会議の議題とし、改

善、危険防止、危険予測に役立てている。運動会のときにテントの支柱にぶつかった子どもが

おり、「ヒヤリハット」事例として会議に挙げ議論し、支柱に水道管の凍結防止パイプを巻いて

危険防止に努めた事例があった。 

研修の一環としてAEDの研修を受けたり、今後は、特に重篤な食物アレルギーでは子どもの生命

にかかわるアナフィラキシーを発症する可能性があるので、エピペン（アナフィラキシー補助

治療剤）についての学習も考えている。 

 入園時に食事についての留意事項を確認したり、主治医から食物除去の指示書をもらったり

している。献立には食事制限の園児向けの印をつけたりと工夫している。献立に配慮の必要な

子どもには代替食や除去食など個別に対応している。 

 衛生管理マニュアル、調理員個人別のチェック表を活用し、日々の安全管理に努めている。

また、室内温度、湿度、冷蔵庫内温度も定時で計り記録に残している。月１回の給食会議では

衛生管理の議題を挙げ、衛生管理意識を徹底させている。市立の他園と連携して、各園で指導

監査を受けた際の指摘事項を共有し、改善に努めている。 

 

 

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 

全員の保育士が、自己評価表（年１回）と自己評価のためのチェックリスト（年２回）を用

いて、自分の保育の実践状況を振り返り、課題を把握して改善に取り組んでいる。自己評価表

の内容については、園長が保育士と個別に面接して評価結果を検討し、その後の保育の質の向

上に繋げている。しかしながら、園全体の運営や保育内容に対する組織としての自己評価につ

いては、取り組みが部分的なものに留まっており、評価結果の分析や課題の把握も十分とは言

えない。今回の第三者評価の受審を契機に、毎年組織としての自己評価を実施して結果分析を

行い、評価できる点や課題等を把握して、市主管課とも連携しながら園の運営改善への取り組

みを更に強化することが望まれる。 

 人員体制については、市の人事計画による職員の新規採用と３つの公立保育所間等での職員

異動により、運営に必要とされる人員の配置を行っている。園では、正規保育士が少なく臨時

保育士が多数を占めていて、一部ではあるが担任が臨時保育士だけのクラスがある。保育士の

数については、保育の現状に配慮しながら適切な配置がなされているが、今後安定的な保育体

制の確立にも配慮した人材確保が行われることを期待したい。 

 正規職員については定期的な人事考課が実施され、異動や昇任等への反映がなされている。

臨時職員については、園長が各職員と個別に面接を行い勤務状況や意向等を確認しているが、

毎年公募の採用試験を受け合格することが求められる制度となっている。 

 職員の福利厚生については、健康診断や福利厚生センターへの加入など総合的な事業が実施

されており、臨時職員も正規職員に準じた扱いとなっている。 

 職員研修については、年間計画が作成されていて、県北部地区保育研修会・県教育センター

研修・県社会福祉協議会研修・県保育協議会研修等に職員が参加し、会議等の場で復命研修も

行われている。しかしながら、職員一人ひとりについての研修計画が作成されていないこと

や、臨時職員が研修を受ける機会が少ない状況が見受けられるので、職員の意欲喚起や保育の

質の向上のために、今後研修体制の充実を図ることが期待される。 

 実習生については、養成校からの依頼を受けて年に数名の実習生を随時受け入れていて、

保育実践の場を通して職員が丁寧に対応・指導を行うなど、次世代の保育を担う人材の育成に

積極的に取り組んでいる。 

 

 

 

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 

市における保育事業については、那須烏山市次世代育成支援行動計画（すくすくこどもプラ

ン）（後期計画）として、中長期計画及び収支計画が策定されており、プランの基本となる考え

方に基づいて園の運営及び保育サービスも実施されている。年度毎の事業計画については、年

間を通した保育計画・職員研修計画・行事計画・職員組織体制及び職務分担等、事業計画の構

成要素となる計画等が個々に作成されているが、事業計画として体系化されている内容とはな

っていない。また各計画の策定に当たっては一部の職員の関与に留まっており、実施状況の把

握や評価・見直しも十分でなく、園の職員や保護者等に周知する取り組みも弱い状況が見受け

られる。今後、園の運営全般についての計画・事業を網羅し体系化された内容の事業計画を作

成するとともに、職員の理解を図ることや保護者への周知にも取り組んでいくことが望まれ

る。 

 園長以下職員は、保護者等が運営や保育内容についての意見や要望等を十分述べてもらうよ

うに心掛けており、子どもの送迎の際も保護者等に気軽に声をかけて話しやすい雰囲気作りに

努めている。保護者との個別懇談会の際も時間をかけて話し合い、懇談記録をまとめて職員全

体で検討し、その後の運営や保育の見直しの機会としている。また、２５年度から主要行事

（生活発表会・運動会・個別懇談会・保育参観・親教室・親子バス遠足）終了後、アンケート

を実施して保護者等からの意見を募り、結果を分析して改善点を通知文で保護者等に周知して

いる。 

 現在、園には市の「個人情報取扱事務委託基準」に基づいた「個人情報保護方針について」

という内部文書はあるが、プライバシー保護に関する規程・マニュアルとして十分な内容とな

っていない。個人情報の保護については職員も理解し徹底するよう取り組んでいるものの、プ

ライバシー保護については、日常の保育場面等で徹底が十分でない状況も見受けられる。今後

プライバシー保護に関する規程・マニュアルの内容の充実を図り、適切な対応が行われるよう

全職員に周知徹底することが望まれる。 



 苦情解決の仕組みについては、苦情解決マニュアルが策定されていて、対応手順や記録方法

等も明記されている。また、「苦情申し出窓口設置についてのたより」を保護者に配付し、玄関

等に苦情相談のポスターも掲示して保護者等に周知を行っている。苦情解決の事例は２５年度

４件であるが、迅速かつ丁寧に対応しており、保護者も納得して解決したことが記録からも読

み取れる。掲示物が保護者等にとって気づきにくい場所にあることや苦情箱が未設置であるこ

とについては、今後改善する予定としている。 

 園長の役割と責任については、職務分担表や災害時役割分担表等に明示されており、園長も

自らの役割と責任について日常の保育場面や会議等の際に職員に伝えている。園長として必要

とされる法令や制度についても研修等を通じて理解を深め、副園長とも連携しながら職員の意

向を把握して職員間の融和と勤務意欲の喚起を図り、保護者や地域住民から信頼される園の運

営及び保育の実践に努めている。 

 公立保育所の事業運営と地域ニーズ等の環境要因の把握については市主管課が担っている

が、園からも保育現場の情報や住民のニーズ等をできるだけ主管課に伝えるようにしている。

また、園長は業務内容の効率化や経費節減にも積極的に取り組んでいるが、組織の役割分担と

して明確になっていないことから、今後職務分担表等に明記するなどして、更なる取り組みの

強化を図ることが期待される。 

 園に対する行政監査は実施されていて、適正な予算執行及び適切な運営が行われていること

は明らかであるが、公認会計士等の会計に関する専門家による外部監査が行われていないた

め、Ｃ評価となっている。 

 保護者からの意見や要望等については、苦情解決マニュアルと一体となった意見・要望等の

対応マニュアルを作成していて、その都度迅速かつ丁寧に対応している。今後は保護者等から

の苦情や意見・要望等について、より適切な対応を行うために、苦情解決マニュアルと苦情以

外の意見・要望等に対応するマニュアルを個別に策定しておくことが望まれる。 

 

 

 


