
（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 

保育理念・保育方針・保育目標が明文化され、職員に配布して職員会議等で周知し、共通理解

を図っている。地域の住民や関係機関等の周知は不十分であるが、保護者には「しおり」や

「園だより」を配付し周知している。一人ひとりの子どもを尊重した基本方針が定められ、効

果的に行き届いた指導が出来るよう職員会議で確認し、日々の保育実践の中で共通理解を図っ

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 

子どもの健康管理は申し込み時や入園時の提出書類、また、日頃の健康状態を把握し管理に

努めている。食事は家庭菜園の手入れや収穫において、子どもの感性を活かし食の楽しさに努

めている。年齢に即した食事を提供し、毎月の給食会議においても行事食提案や食の関心にと

献立に工夫をしている。健康診断・歯科健診は年間計画で予定され、実施結果をもとに歯科医

の指導と健康安全について分かりやすく説明し、保育の反映に努めている。 

 

 

 

 

 



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 

子ども一人ひとりに心身共に健やかな気持ちに対応し、家庭との連携において連絡帳は入園か

ら卒園まで活用し保育援助をしている。障害のある子どもも積極的に受け入れ、障害に添った

援助を保育参観等で確認を得て、さらに、保護者に専門機関の紹介をする等し、また、ケース

会議で全職員情報の共通理解をしている。家庭的な雰囲気と心の豊かな優しさを願い、さら

に、コミュニケーションノートを活用し情緒安定のある保育に配慮している。保育園の変更に

ついては町役場と児童票をもとに口答で連携をしている。転園等や相談についてもサービスの

継続性に配慮したマニュアルの整備の検討を望みたい。 

 

 

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 保育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 

保育園では児童憲章を基に保育方針が立てられ、さらに、４つの保育目標が掲げられ、児

童・保護者・地域社会により「夢・希望」が持てるよう保育の実践に努め、また、保育課程は

保育の根幹であり、発達過程を踏まえ、全職員の参画により作成している。アセスメントにつ

いては保護者からの相談や日頃の子どもの状況から判断し記録と連携に努めている。保育計画

は３歳児未満においては月案会議で個別の計画を立て、３歳以上についても集団の中の個の成

長を考え月案・週案で作成している。保育の実施状況の見直しについても自然環境や子どもの

状況において柔軟にされている。保育の実施記録及び情報開示については、プライバシーへの

配慮から個人情報保護に関する基本方針が明示され、適確に管理されている。保育環境は一人

一人の月数に応じた語りかけや表情を見ながら家庭的な雰囲気に心がけた保育を行っている。

また、発育の状況についても家庭との連絡を蜜にして、子ども自ら達成感が得られるよう援助

し、集団での活動が幼児個々の一体感に繋がるように取り組みがされている。小学校の就学に

見据えた人数編成と掃除・配膳・当番などを取り入れた保育を実施し、さらに、職員と小学校

教員との相互交流を行い、保護者との関係に配慮して就学を見通した支援をしている。 

 

 

 

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 

環境保健に採光・換気・保湿・清潔に配慮し、子どもが安心して自由に過ごすことが出来るよ

う物的環境が整備されている。子どもが基本的な生活習慣を毎日行い身につけ、積極的に身体

を動かすことができるように努めている。人的・物的環境にも職員との信頼関係が築かれ、さ

らに、発達段階に応じた玩具や遊具が整備され、また、年齢に即した役割を設けるなど子ども

が安心して心地よく過すことが出来るよう心掛けている。子どもが身近に触れ合う自然や社会

においては、散歩時に木々に触れたり公共機関を利用し、様々な伝統文化を見学・体験するな

どの支援が整備されている。子どもが遊びの中で自由に歌や言葉が表現できるように、毎日の

保育の中で絵本の読み聞かせや紙芝居などを行い表現の楽しさを整えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

子どもの食生活を充実させるために、園としては献立表を作成し、事前に配布している。     

家庭と子どもの保育が様々な機会を活用して子どもの成長の喜びを共有できる様保護者支援を

行っている。子どもの発達や育児などについて、年４～５回開催されている保護者会や保育参

加等で、保護者との共通理解を図っている。虐待については早期発見を心掛け関係機関等と連

携を図り、予防に努めている。 

 

 

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 

子どもと地域との交流を広げるための地域への働きかけは行っていないが、地域の社会福祉協

議会からの受け入れについて、中学のマイチャレンジ、高校のインターシップを受け入れてい

る。地域の福祉ニーズの把握等には不十分であり、今後は町と連携を図りながらニーズの把握

に努め、活動に結べるよう期待します。また、社会資源や関係機関等の明確化についても、地

域の社会資源・関係機関等の一覧表の作成や提示についての検討を望みます。 

 

 

 

 

 



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 

感染症マニュアルが整備され、事故災害防止点検表をもとに子どもの安全確保に努め、災害時

に対する子どもの安全確保については月１回避難訓練を実施して子どもの避難通路の確認を行

い検証している。遊具等の危険箇所の点検は点検表をもとに点検し、事故防止に努めている。   

アレルギー疾患の子どもについては入園時にアレルギー疾患について医師の診断書（検査結

果）を提出し、保護者と連携を深め、栄養士との面談を行っている。           

調理場、水回りは管理委託業者による衛生管理が実施され、園においても共有し、衛生管理マ

ニュアルをもとに共通理解と安全管理に取り組んでいる。 

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 

保育サービスの質について、保育所の自己評価を行っている。改善策については目標設定をし

たり、自己評価チェックリストを行ったが定着できず、日々の保育の改善点に反映されていな

い。人事考課については人事考課表に基づき個人面談を行っているが、客観的人事考課でな

い。職員の教育・研修については個別の研修計画は策定されていないが、本年度は自立型人材

育成研修を 1 年間通して取り組んでいる。実習生の受け入れは積極的に行っているが、マニュ

アルが整備されておらず、実習生にはオリエンテーション時に心構え等について説明を行って

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 

事業計画は策定されているが、組織的で策定されてなく職員・保護者に配布されておらず周知

されていない。今後は職員等が参画のうえ策定し、職員や保護者に配布し周知が図られるよう

期待します。利用者満足の向上については、保育参観時にアンケートを実施し、保育の反映に

取り組んでいる。プライバシーの保護については個人情報規定に基づき適正に取り組んでお

り、職員には個人情報保護法に関する宣誓書を提出している。苦情解決の体制が整備されてい

るが、保護者に対しての周知が不十分であり、せめて「園のしおり」には記載することを望み

ます。                                                                                 

施設長は役割分担表により自らの役割を明確にしており、職員全員に共通理解を図り質の向上

に努めている。経営や業務の効率化や改善については、物品購入のコスト削減や事務光熱費の

節約等に取り組んでいる。                               

外部監査は実施していない。保護者からの意見等に対しての迅速な対応について対応マニュア

ルが整備されていないが迅速に対応するよう努力している。 

                                        

 


