
（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 

 園の開設に当たり法人理念である「利用者の権利擁護、利用者中心のサービス、地域に開か

れた施設」から、子ども達に自分で考えていく子に育ってほしいとの思いを込め、「子ども一人

ひとりを大切にし、保護者からも信頼され、地域に愛される保育園を目指す」との保育理念が

園開設当初、職員も交え作成された経緯がある。 

 「心の育ち、心のふれあい、心の豊かさ、心と体の基礎的な部分の育ちを大切に」との思い

を入れ、理念から「心身ともに豊かな人間性を持った子どもを育成する」との基本方針が作成

されている。 

 理念や基本方針は、入職時及び年度末の会議で全職員に伝え周知を図っている。しかし、職

員の理解を深める取り組みが弱い点が課題である。 

 保育園のしおりを通して保護者に入園時などの機会を活用し、理念や基本方針を伝えてい

る。また、子育て支援室に限られるが園のしおりを置き、地域に向けて理念を発信している。 

 法人理念、保育理念ともに、一人ひとりを尊重した保育について方針が明示され、各年齢、

指導計画の中に盛り込まれている。特に、個別に支援の必要な子どもの対応の周知や、保護者

が外国人の場合の連絡方法を工夫するなど配慮がされている。 

 

 

 

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 

 看護師が常勤で配置され、子どもの健康管理と集団の状況に応じた管理がなされている。

日々の保育においても、体調不良によりプールに入れない子が他のクラスで過ごすなど柔軟に

個別の健康状態に合わせた保育を実践している。分かりやすい園のしおり、健康管理の日々の

実践及び管理記録、各種マニュアルの整備など健康についての実践が充実しているので、それ

らをまとめて、総合的に援助するための保健計画の作成が望まれる。 

 園の畑から収穫した野菜が給食に使われ、バイキング形式の給食で食事の楽しさを感じ、月

１回行うクッキング活動ではクッキー、ジャム作りなどの楽しさを味わっている。個人差や食

欲に応じた食事の量、おかわりすることで食事の満足感を感じてもらい、保育士や友達と話し

ながら楽しく食事をしている。給食時、子どもから「先生、このなすはコメットのなす？」と

の質問があるなど、日常の中で作物を育てて給食に活かす実践が行われている。 

食事制限のある子に対しては、トレーの色分け、名札をつけるなどして、間違いが無いよう

工夫されている。また、制限食の内容も他のメニューと見た目が変わらないよう調理に工夫が

され、ほかの子と違うものを食べていると子どもが感じないように、細やかな配慮がなされて

いる。おやつは手作りを基本として、おやつも制限食と同様に個別対応している。 

月末の会議では給食室からは献立や食品衛生の注意を伝え、各クラスの保育士からは園児の

喫食状況を報告し、給食の担当職員と保育士が連携した取り組みを行っている。 

年２回の内科検診・歯科検診は定期的に行われ、結果について、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、各職員は周知された健診等の情報を考慮し保育に反映させている。 

 

 

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 

 子どもがのびのびと遊び、要求や思いを保育士に伝えている雰囲気があり、信頼関係の構築

が見て取れた。保育士の語りかけは穏やかで優しく一人ひとりを受容している姿がある。 

 個別支援が必要な子どもには、担当保育士が支援の方法を専門機関で研修を受け、絵カード

や予定をボードに書くなど、対応方法の工夫を行っている。また、会議の場で他の保育士にも

伝え対応を統一している。 

 早く登園した子には、好きな玩具で遊べるよう環境が整えられ、保育者が絵本の読み聞かせ

などを行っている。夕方の時間は園庭やホールで遊び、最後の一人になったら事務所で、大勢

ではできない遊びをして過ごしている。 

 転園などの場合、児童票への保育経過の記入、必要に応じて記録の写しを提供したり、市内

の保育園であれば、担当保育士が転園先に出向いて状況説明など行っている。  

 

 

 

 



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 

指導計画は、保育課程、保育所の保育の方針や目標に基づき、園長、主任、副主任が作成

し、保育、行事の実施状況を鑑みながら保育後の評価を行っている。作成された評価は年度末

会議で職員に示される。保育士の個別ケース会議への参加は実施しているものの保育課程の編

成への参画は行われていないため、今後は関係職員全員での検討が期待される。 

保護者の意向等を確認するため、保護者に年に一度、個人面談表を記入してもらっている。

その中から保育士が課題を抽出し個別計画、保育目標に反映させ、日々の保育にあたり、評

価、次計画への反映をサイクルとしている。 

指導計画は保育所保育指針や保育課程に基づき、家庭環境、発育状況、面談用紙、生活状況

など鑑みながら作成され、子どもの成長や保育の経過が記入されている。個別計画を作成して

いる子どもについては、子どもの姿、月のねらい、援助と配慮・保護者支援、担任の自己評価

と反省が書かれている。 

指導計画は随時見直しが行われ、子どもの心の育ち「自分でできたという達成感が味わえる

よう援助していく」など見直し後の再計画が実施されているが、見直しは各クラスに任されて

いて､組織的な評価の仕組みが未整備である。 

デイリープログラムが作成され、活動毎、注意事項が書かれており、支援時の動きがスムー

ズにできるよう配慮されているが、標準的な実施方法として体系的に整備されていない。今

後、保育場面ごとの保育の方法や保育士等のかかわり方の基本的な技術に関することだけでな

く、子どもの人権尊重、子どもや保護者のプライバシー保護等の配慮事項も加えた標準的な実

施方法を定め、全ての保育士等が一定水準以上の保育サービスを実施するための手順書として

確立することを期待する。 

児童票、個別計画など一人ひとりの記録は各クラス担任の話し合いで作成される。個別記録

は半月毎一枚で記入され、一年をまとめて児童票へ綴ることで統一されている。 

管理係区分、所掌事務に担当者が決められ文書管理責任者が文書等管理している。個人情報

の扱いについて家族から入園時に同意を得ている。法人の機関誌での保育園の写真や、行事で

のクラス写真の販売も対象の園児については家族に確認し同意を得ている。児童票、日誌はク

ラスリーダー、クラス担任が管理している。但し、個人情報の保護や開示に関しての規定等が

未整備なので、園独自に整備されることが望まれる。 

一人ひとりの子どもの状況について、毎日の朝礼で必要に応じ確認し、職員会議においても

子ども毎に伝達事項を確認し情報を共有している。 

保育室は明るく風通しの良い広くゆったりとした環境で、睡眠・食事・遊びのスペースをう

まく使い分けて快適に過ごせている。衛生面の配慮として、テーブルはアルコール消毒され、

物品に合わせて消毒等の種類も変えて対応している。洗濯機も汚れの状態や洗うものによって

変えている。外に出る時の身支度など、見守ったり必要に応じて声をかけたりなどで、考えて

行動できるよう支援している。子ども一人ひとり基本的生活習慣が定着するよう保育してい

る。  

乳児クラスでは子どもが眠いときには睡眠を、目覚めたらおやつを、というように一人ひと

りのリズムに寄り添って保育している。 

１・２歳児ともに保育室に隣接してトイレが整備され、一人ひとりに応じて排泄の援助がで

きるようになっている。保育者に見守られながら、安心して探索活動や興味のある遊びを自発

的にしようとしている姿が見受けられた。個々の発達の状況に応じ、基本的な生活習慣が次第

に身につくよう働きかけている。 

５歳児の年間指導計画には就学に向けた取り組みや配慮事項が記載され、保育室には「小学

校からの要望」として・自分の名前が書けるように。着替えができるように。傘の開閉ができ

るように。など就学までに身に付けて欲しいことが具体的に記載されているものが掲示してあ

る。週計画に中には、文字を書く前々段階として、正しく鉛筆を持ち、安定した筆圧を身に付

けるとの目的から、鉛筆を持って線を引く練習も入っている。あいうえお表や手製の時計（１

５分ごとに読み方が書かれているもの）を掲示し活用し、計画に添って工夫して実施されてい

る状況が見て取れた。 

 



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 

 建物は床暖房が完備され、衛生面・安全面に配慮されたゆとりのある造りになっている。ま

た、テラスの素材は適度なクッション性があり転んでも擦り傷などができにくく、良い遊び場

所にもなっている。玄関と各保育室には特殊処理を施した次亜塩素酸水の加湿器を設置し、ノ

ロウイルス等感染症予防に役立っている。 

 広い園庭には充実した固定遊具が整備され、砂場には法人の理事長が全国から探して取り寄

せた「砂場に適した砂」が使用されている。全クラスが積極的に戸外活動（遊び）をし、３歳

以上クラスでは、運動教室やリトミック教室・サッカー教室などを通し、ルールのある身体活

動が取り入れられている。トイレには一人ひとりのリズムに合わせて行かせており、排泄に失

敗したとき等は、人権に配慮して後始末や着替えをさせている。また、手の洗い方を身につけ

させたり、食後のうがいを丁寧にさせている。 

 子どもたちは、朝夕の送り迎えの時間や長時間保育時間帯を園庭やホールに集まって過ご

し、思い思いの遊具で遊びながら、自然に他のクラス（異年齢）の子どもに声を掛け楽しそう

に遊ぶ姿があちこちで見られる。 

 畑でいろいろな野菜を育て、３歳以上児はクラス毎に園庭に花の種をまき、世話をし、成長

を楽しみにしている。観察記録として描いた絵が保育室に貼られている。また、市内の企業内

ビオトープにおいてホタルの幼虫の放流や観察会に参加するのは、子どもたちにとって楽しみ

な行事となっている。 

 一日の流れを文字で示し、４・５歳児クラスでは保育室の壁に季節の歌等の歌詞が貼られて

いる。また、言葉遊びの詩が子どもの目線の位置に貼ってあり、自然な形で興味を引き出して

いる。どのクラスも、手遊び歌・季節の歌などを積極的に保育に取り入れ、子どもたちは自信

を持って歌っている。４歳児クラスから鍵盤ハーモニカを使って演奏する取り組みを始めてい

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 

 事務所前にその日の給食のサンプルが掲示され、それを見て降園時に親子で楽しそうに会話

する様子が見受けられた。また、新しいメニューのレシピが用意され、自由に持ち帰れるよう

になっている。保護者からの要望により給食の試食会が実施され、保護者や卒園児も参加して

いる。 

 送迎時の保護者との対話のなかで、家庭や保育園での子どもの様子について情報交換をして

おり、子どもの変化や保育に関すること等必要なことは記録に残している。早番・遅番等で直

接伝えられない保護者には、連絡帳に記入して情報伝達をしている。 

 年１回の保護者会総会において保護者から意見を聴取する機会を設けている。また、個人面

談以外にも保護者からの相談には随時対応しており、いつでも保育の様子を見学できることを

伝えているが、園としては保護者との共通理解を得るための取り組みが不十分と認識してい

る。 

虐待等が疑われる事例を発見した場合、担当職員が対応し、関係機関につなげることになっ

ているが、虐待に関するマニュアルは整備されていない。今後マニュアルの整備とともにそれ

に基づく職員研修の実施や園長の役割を明確にした体制づくり等が望まれる。 

 

 

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 

 園の近くには歩道の整備された道路があり、散歩コースとして利用している。子どもたちは

散歩の途中、新幹線や貨物列車の通過に歓声をあげ、近隣の住民と会話を交わすこともある。

駅前交番の警察官や駅構内の売店であいさつし、話を聞いたりする機会を設けている。また、

夏祭りの竹を近所の人が提供してくれたり、園向かいのコンビニエンスストアの駐車場を緊急

避難場所として、飲食店が運動会の職員駐車場として利用させて頂ける関係ができている。 

 一次預かり保育を実施し子育て支援室（サンサンひろば）を設けており、ポスターを市役

所、子育て支援センター、公民館に掲示している。サンサンひろばでは、参加者の相談に担当

職員が対応するとともに、参加した保護者同士が自身の保育経験を話すこともある。こうした

相談や経験を話すことによって子育ての不安が緩和されるなど交流の場にもなっている。 

ボランティアについては、主任が窓口となり、事前のスケジュール調整、注意事項等を示

し、ボランティアサマースクールや中高生の職場体験・福祉体験などを受入れている。しか

し、ボランティアに関するマニュアルは整備されていない。今後、マニュアルを整備しボラン

ティア受け入れに関しての意義、方針を明文化し、統一した対応がとられる取り組みが望まれ

る。 



 地域の医療機関・保健センター・子育て相談センター・児童相談所等と連携をとっており、

入口には、関係機関・団体の機能や連絡方法が掲示され、職員が共有している。 

 太陽の里福祉会として法人の理念等は法人案内のパンフレットに書かれているが、コメット

保育園としての事業所独自のパンフレットはない。現在、園独自のパンフレットを作成中であ

る。保育園の利用に際しては、保育サービス内容が分かりやすく書かれた園独自の保育園のし

おりにより説明している。  

 

 

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 

 定期的に避難訓練や様々な場面を想定しての不審者訓練を実施している。訓練実施後には、

場面毎に明らかになった問題点を把握し、解決策を検討する取り組みを職員が実施している。

避難訓練や不審者訓練は、園だよりによって保護者に知らせているが、地域住民や近隣商店に

は知らせておらず、今後地域の協力を求める取り組みを検討している。 

 屋内や園庭の遊具等を毎日点検し記録として残すとともに、不具合を発見した場合には速や

かに報告し処置をする対応がなされている。 

感染症が一例でも発生した場合、個人情報を考慮した範囲で速やかに情報を提示し、感染流

行の防止に努めている。 

 食物アレルギーを有する子どもの食事の提供は、主治医の診断の上、保護者確認のもと、個

別に対応している。その際、単にアレルギー食材を除去するだけでなく、代替食材により献立

を工夫し、外見上一般食と違いのない給食を楽しむことができるよう配慮されている。この点

が保育園を選ぶ決め手になったという保護者もいる。また、この様な配慮は給食のみでなく行

事等においても対応している。例えば、バターを摂取できない子どものために、夏祭りの模擬

店でのポップコーンをその子には植物油を使ったものを提供し、クッキング活動においても同

様の対応でみんなと一緒にお菓子を食べられるようにしている。 

トイレや流し台の清掃も行き届き、洗濯機も汚れの状態や洗うものによって変えるなど、衛

生面で厳しく管理されている。調理場は毎日点検を実施し結果が記録され、清潔に保たれてい

る。食中毒の発生が懸念される時期には、全職員が看護師による研修を受けて、対策を実施し

ている。併せて衛生管理マニュアルについても、関係職員以外に対して職員会議等を利用して

伝達研修を行っている。 

 

 

 

 

 



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 

昨年度、保育士全員による保育士の自己評価（年２回）を実施し、その集計を行っている。

その保育士の自己評価は、保育士個人のレベルでの保育の実践の振り返りになっているが、園

長が保育士と個別に面接して評価結果を検討し、保育の実践状況を分析し課題を把握するまで

には至っていない。今後は、第三者評価の受審の経験も加えて、毎年保育士・保育所の自己評

価を実施して結果分析を行い、園全体の運営や保育内容に対する組織としての課題等を把握し

て、改善への取り組みとすることが望まれる。 

 保育士や看護師等の採用に関する職員体制については、法人の本部が対応しているので、園

として人材に関する方針や具体的なプランの作成は行っていない。但し、園長としては必要な

人材や人員体制に関する基本的な考えの確立や具体的なプランの必要性は認識しているので、

園として具体的に取り組むことが期待される。 

 現在人事考課制度は整備されていないが、今年度の事業計画を協議する中で法人本部より人

事考課規程を作成中と報告があった。今後、人事考課が客観的な基準に基づいて行われるよ

う、園長を始め職員が人事考課の目的や効果を正しく理解出来るような準備を期待する。 

職員の福利厚生については、基本的な健康診断や親睦会など実施しているが、それ以上の取

り組みは十分ではない。 

 職員研修計画の目的、基本的な考え方は法人の事業計画に示されているが、研修内容が明確

でなく、職員一人ひとりについての研修計画も作成されていない。那須塩原市や県北健康福祉

センター、県総合教育センター等の関係機関の会議、研修等に参加しているものの、それらの

研修報告書からは、全ての職員に対して必要な研修を受けさせている状態でないことが伺え

た。今後、職員一人ひとりについて必要な研修を明確にして、職員の意欲喚起や保育士の専門

職としての質の向上のために、計画的に組織として職員研修の充実を図ることが期待される。 

保育士養成校からの依頼を受けて年に数名の実習生を受け入れている。実習では保育実践の

場で職員が丁寧に対応・指導を行っているが、実習生受け入れに関する意義・方針を明文化

し、実習が計画的に学べるようなプログラムは用意されていない。現在養成プログラムを作成

中とのことであるので、保育士養成校との連携により計画的に学べるようなプログラムを整備

されることを期待する。 



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 

中長期計画及びその収支計画が策定されていないため、年度ごとの事業計画は保育事業の実

績、運営状況等を基に見直している。事業計画には、保育事業（給食事業、特別保育、地域子

育て支援事業を含む）、行事計画、防災計画、職員研修計画等が盛り込まれている。その中の研

修計画は目的・基本的な考えが書かれているだけで、その年度に取り組む研修内容の記載はな

く、事業計画自体が体系化された計画になっていないことが伺えた。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、事業報告等での実施状況の把握や計画の評価・見直しも

十分とは言えない。今後、園の運営全般についての計画・事業を体系化して充実した事業計画

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。 

 園として保護者アンケート調査を実施し、保護者会の役員の参画のもと調査結果を検討し、

要望として出たことを具体化している。例えば、外部講師によるリトミックや保護者がかかわ

らず職員と園児が手作りで準備する夏祭りなどは、保護者の要望の具体化である。 

現在、園には、子ども・保護者のプライバシー保護に関する規程・マニュアルが未整備なの

で、早急に整備することが求められる。プライバシー保護については、日常の保育場面等で適

切な対応が図られるよう整備し、全職員に周知徹底されることが望まれる。 

苦情解決に関しては、苦情解決実施要領に従って、担当者を配置し対応し、第三者委員を設

置している。しかし、玄関内に張り出されている第三者委員に関するお知らせが、小さく高い

位置に掲示されていることと、周知が不十分であることから、第三者委員の制度があることを

保護者が認識していない。但し、苦情に関しては件数とその結果が入り口に掲示されるように

なっていて、迅速かつ丁寧に対応している。 

 園長の役割と責任については、所掌業務分担表等に明示されており、主任等との役割分担に

よって業務運営に当たることになっている。園長として必要とされる法令や制度についても研

修等を通じてより理解を深め、主任等との役割・責任の所在を再確認し、職員の業務が速やか

に遂行できるような工夫が求められる。更に職員の意向を把握する努力と職員との融和と職員

の勤務意欲の喚起を図り、質の向上を目指して園の運営及び保育の実践に努めてほしい。 

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。例えば、延長保育の利用

が開設当初予定していた人数より少なかったため保護者アンケートを実施し、３０分時間を短

縮することで職員経費を削減し、削減した分を主となる保育に回すことで充実を図っている。

また、園としては市の待機児童の状況を把握し、利用者のニーズを把握する努力をしている。

ニーズを把握した結果、２歳児クラスの受け入れ人数を調整して、兄弟が別々の保育所を利用

していた問題を解消している。 

 法人の本部会議である経営会議に園長が参加し、運営上の重要事項に関して話し合い、適正

な運営に努めており、市による行政監査も実施されているが、公認会計士等の会計に関する専

門家による外部監査は行っていない。 

保護者からの意見や要望等については、その都度対応しているが対応マニュアルは整備され

ていない。今後は保護者等からの意見・要望等について、より適切な対応を行うために、マニ

ュアルの策定が求められる。意見・要望等に対応するマニュアルは苦情解決マニュアルと別に

策定しておくことが望まれる。 

 


