
 

 

（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 

那須塩原市では、「子どもの最善の利益を第一に考え、生きる喜びと力を育てる。家庭や地域

とともに子どもの育ちを支援する。」という理念、「養護と教育が一体となった保育を通して、

健やかな心身の発達を促す。保護者の子育てを支える。」という基本方針、「元気よく遊べる

子・思いやりのある子・豊かな感性をもった子・自分で考えて行動できる子」という保育目標

を掲げて、公立保育園における保育事業の展開を行っている。そうした理念・基本方針・保育

目標は、保育のしおり（市作成）やさきたま保育園概要（園作成）に明文化されており、園の

保育室・職員事務室・玄関口にも掲示されている。 

そうした理念等を朝の打ち合わせ時に職員全員で読み合わせを行い、職員会議の際にも随時

確認を図るなど、職員に周知し理解を深めるための取り組みを行っている。しかしながら職員

の勤務時間が非常に複雑で、職員間の連携や意思疎通・情報共有を図りにくい体制であること

などもあって、管理者層は職員の理解が十分図られているか懸念を持っている。 

理念や基本方針等について、保護者には入園時や保育参観後の懇談会等で伝えているが、地

域住民や関係機関等への周知の取り組みは積極的には行われていない。 

保育課程や年齢別の年間指導計画・毎月の指導計画等の文書の中にも、子ども一人ひとりに

配慮した保育を目指すことや、人権に配慮していることが窺える内容の記載が見受けられる。

日常の保育でも、職員は子どもの思いや意見を受け止め、可能な限りきちんと一人ひとりに向

き合う姿勢を見せることで、子ども同士がお互いを大切にする気持ちを持てるようになるよう

努めている。特に、３歳未満児や支援児については個別計画を作成して保育を行い、その状況

を職員間でも話し合って情報共有を図り、その子に合った適切な保育が実践できるよう意欲的

に取り組んでいる。 

 
 
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 

 

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 
 

保育士は子どもの家庭環境や生活リズム、特性や発達の様子などを保護者とのいろいろな方

法でのやりとりから把握し、それらは、クラス会議・職員会議で情報を共有し、一人ひとりに

合った援助をしている。自分の気持ちをうまく言葉で伝えられない子どもには、保育士が優し

く思いを受け止めて、安心して集団の中で活動できるよう配慮する場面が窺えた。 

発達支援児の保育については、必要に応じて地域の「国際医療福祉大学クリニック 言語聴覚

センター」「なす療育園」「子ども・子育て総合センター」等の専門機関と連携し相談や助言を

受け、保育の方法や内容について個別の指導計画を作成している。保護者とは、連絡帳や話し

合いなどを通して子どもの発達状況・課題について情報を共有し、認識の相違をなくすよう努

めている。また、平成２７年度から市子育て支援課の新規事業として、宇都宮大学大学院から

助言者を迎え、発達支援巡回訪問事業を年３回実施している。生活や課題のある集団活動の中

健康管理についてのマニュアルや保健計画が作成されている。子ども一人ひとりの日々の健

康状態については朝夕の送迎時に保護者と丁寧に伝え合い、早・遅番連絡ノートへの記録やミ

ーティングを通して全職員への周知を図り、適切な健康管理に努めている。また、子どもの既

往症や予防接種状況等、保護者から得られた情報についても個々の健康記録簿へ記載し保育に

活かしている。 

乳児から５歳児までの食育計画が作成され、食に関する豊かな経験が出来るよう保育に反映

させている。特に、園庭の片隅を利用して、ジャガイモやナス・キュウリなど夏から秋にかけ

て収穫できる多種類の野菜を育て、食への関心を促している。大量に収穫できた野菜は放射線

検査で安全を確かめた上で、給食の食材として活用することもある。また、食事をする場所を

変えたりテーブルに花を飾ったり、音楽を流したりといろいろな雰囲気づくりをして、食を楽

しむ工夫がされている。子どもたちは食事を無理強いされることなく、食事の遅い子どもは

「待っているからね」と優しく声を掛けられ、自分のペースで落ち着いて食事をする様子が窺

えた。おかわりも用意され、食事量の個人差や食欲に応じた対応がされている。 

食事の見直しや改善についての取り組みとして、日々喫食簿に記載されている状況を基に、

園内の月末会議においては提供された給食の固さや調味料の加減などを具体的に検討し、乳幼

児に相応しい食の提供に繋げている。調理員は日常的に保育室を回り子どもの食事の様子など

を把握するよう努め、月に一度開催される市担当課の栄養士・園長・調理員等による給食会議

において、献立の見直しや改善に反映させるしくみが構築されている。 

健康診断・歯科健診・眼科検診等の結果については、保護者（治療を要する子どもの保護者

に個別に連絡し、治療後の報告を求めている。）や職員に周知すると共に、児童票や園児健康

診断綴りに記載し、日々の保育に反映できるよう配慮されている。 



 

で、子ども同士の関わりに配慮したうえでの具体的な援助の仕方等の助言を活かし、子ども達

が共に成長できるような保育に取り組んでいる。 

年間指導計画の中に長時間保育についての位置づけがされており、朝 7：30 からの早番保育

では、登園してくる子どもを一人ひとり丁寧に受け入れ、保護者からの連絡もれがない様留意

しながら聞き取り笑顔で見送っていた。午後 4：30 からの遅番保育については①ねらい②活動

③留意点④保育の実際⑤反省を「遅番保育週誌」に記載している。子どもの欲求・興味を満た

し発展させて遊べるよう、コーナーにはカードやおもちゃ等の手製の遊び用具も用意されてお

り、家庭的な雰囲気の中で異年齢の子ども同士が落ち着いて遊ぶ姿が見受けられた。 

保育サービスや保育所の変更にあたっては、市内保育園への転園の場合のみ児童票の内容の

引継ぎをし、子どもの保育に連続性を持たせている。保育サービス終了後に、来園して相談を

受けたケースがあり育児相談記録簿に記録されているが、実際には相談の手順等が定められて

いない。今後は、サービス終了後もいつでも相談できるよう担当者や窓口を明示し、書面で保

護者に伝える取り組みが求められる。 

 

 

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 



 

保育課程は、保育所の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえ、平成２３年

度に市立保育園で統一して作成されている。本園では、独自に平成２６年度末に保育課程の見

直しを行い、より保育園の実態に即したものとして「健康支援」や「特色ある保育」など８項

目を新たに加え作成した。この取り組みは職員全員が参画して編成されたものではなく、園長

から案として示されており、平成２７年度は試行段階と捉えられている。今後、全職員による

定期的な評価を実施し、それに基づいた改善への取り組みが期待される。 

子どもの身体状況や生活状況、必要に応じた保護者の状況等について、組織が定めた様式に

基づいて計画的にアセスメントを行い記録されている。 

平成２７年度の年間指導計画は従来の那須塩原市として統一した保育課程に基づいている。

月の指導計画は３歳未満児においては、子ども一人ひとりの特性や発達状況を見据えたうえで

個別に作成されている。作成した指導計画については月末及び年度末に評価・見直しを行い、

自らの保育実践について振り返り、次の計画作成に反映させたり保育の改善に活かしたりして

いる。保育は家庭と綿密に連携して進めることが大切であることから、「今年の目標」をクラ

スごとに分かり易く示し、年度当初に保護者に配付し協力を求めている。 

提供する保育の標準的な実施方法については、保育するうえで職員が共通の認識を持って当

たれるよう文書化されているが、今後は、おおむね１歳以降の実施方法において、子どもの発

達状況に応じた保育の方法や保育士の関わり方・配慮事項等に関した更なる検証が望まれる。

実施方法はクラスごとに内容を検討し、意見等が反映されているが、見直しの時期やその方法

について組織として定める等の取り組みを期待する。 

子ども一人ひとりの発達状況・保育目標・生活状況等の経過が記録要領に基づいて児童票や

個別計画表に記載され、職員会議やケース会議の場で職員間の情報共有が図られている。 

記録管理の責任者が設置され、保管の場所や方法について適切な取り組みがされている。個

人情報保護の観点から職員教育や研修が行われている。 

子ども一人ひとりの状況や保護者支援のあり方について、クラス会議や定期的な職員会議・

ケース会議等で検討され、出席できない職員については書面で確認するなどの方法で全職員に

周知し、情報の共有が図られている。 

当園は生後３ヶ月からの子どもを保育出来るよう、調乳室や沐浴室などが整備されており、

各室や保育室の床・おもちゃ等は毎日消毒するなど衛生的な環境整備に努めている。調査に入

った８月は満１歳を過ぎた乳児３名が、保育士に個別に優しい言葉をかけられゆったりと過ご

していた。また、椅子に座れるようになった子どもには、厚手のキルティング布地で手製のベ

ルトを用意し、温かな雰囲気に心掛けるとともに安全面での工夫がみられる。家庭では母乳で

育った乳児が多く、入園後の授乳や離乳食の進め方については保護者・保育士・調理員間で十

分に話し合い、家庭での様子を確認しながら進めるなど一人ひとりの状況に応じた取り組みを

している。睡眠に関しても、個別の状況に応じて静かな環境を用意するよう努めている。 

１・２歳児の保育においては、探索活動が活発になったり自分でやりたい気持ちが育ってき

たりする時期であるため、特に怪我のないよう安全面での配慮や、自分で出来たという満足感

を味わわせるための工夫や見守りを心掛ける姿が窺えた。また、活発な自己主張の場面も見ら

れ、おもちゃをめぐってのトラブルが生じたりするが、職員間のチームワークを図りながら、

かみつき行為を回避したり、子どもの気持ちを受け止めたうえで少しずつ自制の気持ちが芽生

えるよう援助している。３歳未満児クラスでは、個別計画を立て、連絡帳を通して保護者と子

どもの育ちについて伝え合うなど、家庭と連携した保育が実践されている。 

３歳児クラスの自由遊びの場面では、保育士が一緒になって遊びに入り、子どもが興味を持

っていることや思っていることを汲み取り、思いを言葉でうまく伝えられるよう援助しながら

集団の中での安定した活動へと繋げる姿が窺えた。４歳児クラスでは、グループ編成に重きを

置き、親しい友達との関係づくりにじっくりと時間をかけたうえで、集団の中で自己を発揮し

ながら遊びや活動に取り組めるよう配慮してきている。５歳児クラスでは、子ども同士が思い

やりの気持ちを持ち、自分で考えて行動できるよう、保育士は適切なかかわりに努めている。 

就学に向けた取り組みとしては、就学を見通した年間指導計画に基づき、小学校や教育委員



 

  

 

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 

会学校教育課等と連携し、就学への期待が高まり自信を持って生活や遊びを展開できるよう配

慮されている。保護者に対しても、年度後半はクラス懇談を実施し、小学校以降の子どもの生

活について見通しを持てる様、具体的な話し合いの機会を設けている。 

築後３４年の古い園舎ではあるが、衛生管理が行き届き、壁のクロスの色も明るく、夏季はテ

ラスに遮光ネットを張り照り返しを和らげたりするなど、子ども達が気持ち良く過ごせるような

工夫をしている。保護者アンケートからも窺えるように、職員の明るい挨拶や態度・表情なども

信頼出来る人的環境となっている。平成２３年３月の東日本大震災以来、放射線量を毎月測定し

公表してきたが、線量も以前より低く安定してきているため、平成２７年度より３ヶ月に一度の

測定となった。 

健康で安全な生活に必要な基本的生活習慣を身につけられるよう、子ども一人ひとりの気持ち

を大切にしながら援助している。排泄の失敗があった時などは、「恥ずかしい」という気持ちや

周りにいる子どもの言動などを考慮するなど人権に配慮した対応をしている。同様の観点から、

以前に取り外されていた女児用トイレのドア部分にはカーテンが付けられている。また、戸外遊

びや体操、幼児集会でのフォークダンス・ふれあい遊びやゲーム、年長児対象の年３回のサッカ

ー教室が開催されるなど、のびのびと運動遊びが出来るよう様々な機会を設けている。 

子どもが主体的に活動しながら友達との関係を広げたり、遊びを発展させたり、協同して活動

ができよう、年齢に応じて保育士が上手く関わる姿勢が窺える。また、朝夕の戸外での自由遊び

や土曜保育・幼児集会等では自然な形で異年齢児の交流が見られる。毎月行われる誕生会では、

幼児クラスを縦割りでグループ編成し、年長児がリーダーの役割を果たせるよう援助している。 

 当園は、小学校や障害者施設に隣接しており、小学生が来園し絵本を読んでもらう機会や、２

月には年長児が中心となり、施設で作ったクッキーを仕入れて「カフェ きりん」を開いて楽し

むなど、地域と関わる体験ができる環境にある。また、近くの牛舎や自動車教習所・神社・小学

校・施設等まで散歩し、動物や地域の人々と接する機会も多い。散歩に出かけても、放射線量の

関係で木の実や葉で自由に遊べない状況だが、保育補助として採用されている「おじいちゃん保

育助手」による野菜や木の実などを使った作品が玄関先にさりげなく飾られるなど、自然物の造

形を見て楽しめる環境が用意されている。 

絵本や紙芝居の読み聞かせは、全クラスで毎日行なわれている。毎週木曜日には全園児対象に

絵本を貸出し、家庭でも親子で絵本に親しめるよう働きかけている。黒磯地区の伝統行事として

「巻狩り太鼓」が演じられているが、年長組になると樽太鼓演奏を保育の中に位置づけ、卒園ま

でに４曲を習得できるよう積極的に取り組んでおり、夏祭りや運動会・地域交流会・発表会など

の席で披露している。また、年齢に応じて歌・楽器遊び・遊戯・制作などを楽しむ環境が整備さ

れており、保育士は子どもの自由な発想を受け止め、そこから更に遊びを発展させられるよう援



 

 

 

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 

園では年間食育計画を作成しており、毎月の園だよりや年数回の食育だより・給食だよりに

折に触れ食育について掲載しているほか、クラスだよりの中にも食育コーナーを設けて情報発

信するなど、保護者に食育への関心を持ってもらうよう積極的に取り組んでいる。保護者を対

象とした保育参加事業（１日１人ずつ保護者が日常の保育を体験）の際に、子どもたちと一緒

に給食を食べてもらっており、参加後のアンケートに寄せられた保護者からの意見や提案等を

受けて、その後の献立や食事方法等に反映するようにしている。献立表については、保護者に

事前に配付していて最後の欄に家庭で食べてほしい食材をイラストで表示するなど工夫も見ら

れるが、献立に使用している食材が書かれていないので、今後表記内容について検討すること

を期待したい。 

 朝夕の送迎の際に保護者からの意見や要望を聞いたり園からの情報を伝えたり、連絡帳（３

歳未満児に使用）を通して子どもの様子を伝えているほか、保育参加終了後の個別面談や保育

参観後のクラス懇談等の機会を設けて情報・意見交換等を行い、保護者の子育てを支援してい

る。その他にも、随時子育てに関する相談に応じていて、園長等がじっくり話を聞いて受けと

めた上で養育上のアドバイスを行い、必要に応じて専門機関への紹介等もすることで万全を期

している。また、職員には研修（アサーショントレーニング等）を実施して、他者との適切な

関わり方等を学んでもらい、保護者の求めや相談に十分応じることができる力やスキルを身に

付けるよう取り組んでいる。 

 保育参加事業については、保護者からの意向に配慮して実施時期の検討や日程の調整を行

い、できるだけ多くの保護者に参加してもらえるように工夫している。保護者は、園での日常

的な子どもたちの様子を直接目にすることで、様々な子どもがいることを知ったり保育の大変

さや楽しさを実感している。保護者は園の保育状況について認識を新たにすると同時に園に対

する安心感や信頼感を深めており、事後アンケート結果を見ても保育参加事業については高い

評価となっている。また、たくさん寄せられたアンケートを全て記載したものを保育室に掲示

して、保護者にも見てもらうようにしているが、主だった意見・提案や意見等を保育に反映し

た事例を紹介するような更なる情報発信も期待される。 

虐待防止マニュアルを作成済みで、職員の外部研修への参加や園内会議の際に周知伝達等を

行うことにより、子どもの心身の状況や保護者等の養育状態の把握を徹底して、園全体として

予防や早期発見に努めている。不適切な養育状況が窺える場合は、速やかに関係機関とも連携

を図り、出来るだけ早く保護者への支援を行うようにしている。 

 

 

助している。平成２７年度から、市教育委員会の「語学指導等を行う外国青年招致事業」の一環

として、年長児クラスに外国（フランス）人を年３回招き、外国語を耳にし、違った文化に触

れ、違和感なくコミュニケーションが図れるよう、一緒に歌ったりゲームをしたりする取り組み

が始まった。 



 

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 

 園として、「厚崎地区学社連携融合推進会議（平成９年～）」のメンバーとなっており、その

活動の一環としての事業も含め、たくさんの地域交流事業を行っている。具体例としては、中

学生の職場体験（マイチャレンジ事業）・高校生の就業体験（インターンシップ事業）及び保育

体験事業・市主催サマーボランティア事業等の参加者の受け入れを行っているほか、隣接して

いる小学校児童との相互訪問事業・隣接障害者施設への訪問・近隣の高齢者に来園してもらっ

ての交流事業・「あつさきふれあい交流会」への参加などの取り組みを積極的に実施している。

こうした数多くの地域との交流の取り組みが、地域住民に園と子どもへの理解を深めてもらう

ことに繋がっていると同時に、身近な場での社会体験を積む貴重な機会を得ることで、子ども

たちの社会性を広げその後の成長に大いに役立っていることが各種記録や資料等から窺うこと

ができる。 

 地域の福祉ニーズの把握については、市担当課が主として行っており、関係機関や地域交流

事業・保護者等を通して地域ニーズの情報が園に入ってくることはあるが、園自らのニーズ把

握の取り組みは行っていない。園では、現在一時保育事業と支援児保育事業を行っており、市

の保育事業の上で大きな役割を担っている。しかしながら、より地域に密着したきめ細かい事

業の展開（例えば、子育てサロンや保育に関する研修会の開催、子育てサークルへの支援、園

庭開放等）までには至っていない。今後は、子育ての知識やスキルを有している専門組織とし

ての機能を、地域にできるだけ還元するような園独自の取り組みを行っていくことも期待され

る。 

 県内外の保育関係学校からの実習生を年間１０数名受入れて教育や指導を行い、今後の保育

事業を担う人材の育成に取り組んでいる。市の保育園マニュアルの中に「保育実習の受け入

れ」という項目があり、それに基づいて保育実習生には対応しているが、組織以外の一般的な

ボランティアに関する対応等について、明文化されたものが見当たらないので、今後マニュア

ルを整備することが望まれる。 

 園長は要保護児童対策地域協議会のメンバーになっており、児童相談所や他の関係機関や団

体との連携もきちんと取れるよう関係作りに努めている。また、市の子ども・子育て総合セン

ターや保健センターの行う５歳児発達相談事業・年長児巡回相談事業・発達支援巡回訪問事業

等を通して支援が必要と思われる子どもについて相談・協議を行っており、一人ひとりの子ど

もに応じた適切な養育が行われる体制が確立されている。 

 市では「０歳児から５歳児までの教育・保育ガイドブック」「保育園のしおり」を作成してお

り、その内容は広い範囲に渡って詳細に書かれていてイラスト等も活用して分りやすくしてい

るなど、利用希望者が保育所を選択するために必要な情報を提供している。保育園利用の開始

に当たっては、市作成の様式に基づいて保護者等に分りやすく説明しており、園への見学も随



 

時受け入れるなど、保護者が十分納得して保育園の利用ができるような体制となっている。 

 

 

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 

市作成の保育マニュアルの中に、感染症マニュアルをはじめ各種危機管理に関するマニュア

ルが具体的な内容で書かれており、職員への周知も図られている。感染症が発生した場合は、

掲示物やメール等により保護者に最新情報を伝えることで、感染症の拡散防止を図っている。

また、保育中の子どもの事故や急病等緊急に対応する必要がある場合に備えて、「アクションカ

ード」を作成して各保育室に常備し、職員が速やかに的確に指示や行動ができる体制を作り上

げている。 

災害に関するマニュアルが作成され、状況に応じて適切な対応や対策が取られるようになっ

ており、職員への周知もなされている。園の建物は耐震診断で問題ないとの結果を得ており、

各保育室の設備や物品の落下防止についても対策済みで、毎月の避難訓練を通して子どもたち

が災害時に取るべき行動を習得できるよう取り組んでいる。ただ、現在の備蓄状況では品目

数・量ともに少ない印象を受けるので、市担当課とも協議して最悪の事態を想定した備蓄体制

について検討することも期待したい。 

子どもの事故防止に向けて、毎月の会議の中でヒヤリハット事例の報告を行い、状況や原因

の分析等をした上で防止に向けた対応に取り組んでいる。また、ヒヤリハット事例を月毎やク

ラス毎に発生場所や事故内容等を集計していて、事故防止に向けた検討資料としている。毎年

遊具施設安全点検や砂場細菌検査を業者に依頼して実施しており、不備が指摘された場合は市

担当課に報告し速やかに対応している。交通安全について、市のバンビクラブ連合会（市内の

幼稚園・保育園で構成され、交通安全事故防止の対策を行う）に加盟しており、交通安全年間

計画を作成し交通安全教室なども開催している。また、危険個所マップ（園庭・建物内・近隣

地域）を作成したり、交通指導員等による防犯指導や関係団体による防犯訓練を実施するな

ど、子どもの事故防止や安全確保に向けた取り組みを積極的に行っている。 

市作成の「食物アレルギーマニュアル」に則り、アレルギー疾患や慢性疾患を持つ子どもに

対しては、医師からの指示を元に保護者との連携を図りながら、会議等で職員への周知をして

適切な対応をするようにしている。食物アレルギーについては、通常献立とは別に除去食を作

り、黄色のトレイに乗せて名札も付け、職員間で必ず確認をするなどの工夫をして安全を図っ

ている。 

調理場、水周りなどの衛生管理については、衛生管理マニュアルに基づき調理職員が常に清

潔に保つよう心掛け、衛生管理日常点検表を利用してチェックし万全を期している。 

 

 



 

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 

 毎年、前年度の評価・反省を踏まえて園独自のアクションプログラムを策定するとともに、

年度末に保育園全体の自己評価を行うなど、保育の質について定期的に自己評価を行う体制が

整備されている。今回の第三者評価では、時差対応の非常勤職員を除く全職員をグループ分け

し、各評価項目を分担して自己評価し、どのようにしたら「ａ評価」になるかなど意見交換

し、すり合わせを行った。それにより、普段、保育実践で取り組んでいることを意味づけし、

自分たちの保育を見直す貴重な機会となり、保育の質の向上につながっている。 

職員全員が半期ごとに自己評価を行う仕組みが定着しており、自己評価結果をもとに個々の

職員とフィードバック面談を行うなどにより、個々の反省を踏まえた保育の改善が図られてい

る。一方で、組織全体の課題等について職員の意見が十分に反映されていないと考えている職

員も見られるため、今後職員参加により評価結果の分析や課題の検討を行う取り組みの強化が

期待される。 

市の保育園整備計画の下に、必要な人材や人員体制に関するプランが確立しており、それに

基づいた人事管理が実施されている。市の正規職員について人事考課の仕組みが整備されてい

るものの、臨時職員、短時間職員は対象外である。園として個々の職員の仕事ぶりを評価し、

その結果をフィードバックすることにより、個々の職員の意欲を喚起し、職場全体を活性化さ

せる取り組みの強化が期待される。 

保育士等の自己評価に対するフィードバックや意向把握を目的として、職員全員と定期的に

個人面談を行い、職員の就業状況や意向の把握に努めているものの、臨時職員の間で休暇や処

遇改善等の要望が出されており、今後は把握された意向・意見について分析、検討し、職場の

改善にいかす取り組みの強化が期待される。 

市のアクションプログラムには「保育士等研修の充実」が掲げられ、職員の教育・研修に関

する基本姿勢が明示されている。園独自の年間研修活動計画や個別研修計画が立てられ、計画

的に研修を実施できるよう配慮がされており、短時間職員も含めて外部研修に参加するよう働

きかけが行われている。職員が参加した外部研修会の内容については、職員会議で伝達研修を

行い、研修成果を共有する仕組みがつくられている。 

個々の保育士が研修で学んだ内容を実際の保育実践にいかし、成果や反省点を文書にまとめ

る取り組みが行われているものの、園長等が個々の職員の研修成果の評価・分析を行い、次の



 

研修計画に反映させている様子が記録上、確認できなかった。今後、定期的に個別の教育・研

修計画の評価・見直しを行い、改善、向上を目指す取り組みの強化が期待される。 

実習生の受入れマニュアルを整備し、その中で意義・方針を明文化しており、実習生の受け

入れと育成について体制を整備している。 

 

 

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 
 

 
 

市の子ども・子育て未来プラン、保育園整備計画、行政予算管理の下に中・長期計画、収支

計画が策定されており、中・長期計画の内容を反映した園の事業計画が策定され、各計画は、

職員参画のもとで策定、評価・見直しが行われている。 

事業計画の策定は、毎年のアクションプログラムの振り返り、行事等に対する意見や要望等

に基づいて関係職員の参加のもとに組織的に行われているものの、時差対応等の短時間職員等

に対しては回覧のみで周知する場合もあり、より理解を促進するための工夫が期待される。 



 

 

 
 

保護者への事業計画の周知という点では行事計画にとどまる傾向があり、園として取り組む

年度の重点課題等を積極的に伝えるという点では十分ではない。家庭との適切な連携を図り、

保育を行っていくためには、保護者が保育の方針や意図について理解していることが望まれる

ため、様々な機会をとらえ保護者が理解しやすい情報や形で伝えていく取り組みの強化が期待

される。 

各行事の後には保護者アンケートを実施して保護者の意向を把握し、アンケート結果や要望

に対する回答を文書にまとめ、園内に掲示したり、園だより等で知らせたりする取り組みが行

われている。保護者会、個人面談、クラス懇談などの際に保護者の意向を聞く場を設け、分

析・検討を行って保育の改善にいかす取り組みが行われている。 

保護者の相談等に対する姿勢については、年度初めの園だよりに子育ての心配や悩みを相談

できる旨を掲載し、相談や意見を述べやすい環境を整備しているものの、相談方法や相談相手

を選べることなどを分かりやすい形で積極的に周知するという点では、更なる工夫が期待され

る。 

子ども・保護者のプライバシー保護については、園独自の守秘義務マニュアルを整備し、会

議で職員への周知が図られている。 

毎年、保護者に対して苦情解決制度に関する説明文書を配付するなど、苦情解決の仕組みは

整備されているものの、保育等に関する不満や苦情など直接職員に言えない場合は、第三者委

員等にも相談できることを知らない保護者も見受けられた。また、苦情を受け付けた場合に

は、申し出た保護者に対しては検討結果や対応策等を丁寧に説明しているものの、保護者全体

へのフィードバックまでは行っていない。保育の質の向上に向けた取り組みの一環として、一

定の配慮をした上で保護者等に対して結果公表等を行う取り組みが期待される。 

園長の役割と責任は職務分担表に明文化し、職員会議等で表明されており、職員に理解され

るよう積極的に取り組まれている。また、園長は研修参加等を通じて、遵守すべき法令等を正

しく理解するよう努めている。園長は、アクションプログラムの実施等を通じて保育の質の向

上に向けた取り組みを行っているものの、職員全体の意見を引き出し、反映させる取り組みが

弱いので、質の向上に向けた取り組みに対する更なる指導力の発揮が期待される。 

 市立保育園全体の園長会議等を通じて保育に対する需要動向や園の位置する地域の特徴が把

握されており、事業経営を取り巻く環境を的確に把握するための仕組みが確立されている。職

員に対して、コスト分析の結果を知らせ節電、節約に取り組んでいるものの、職員の理解が十

分に得られていない様子も見受けられたので、職員同士で意見を出し合い、検討する場を設定

するなど、管理者、職員間の共通認識の醸成を図る組織的な取り組みが期待される。 

外部監査という形式ではないものの、市全体として地方自治法に定められた監査委員（会計

の専門家を含む）による行政監査が実施され、監査結果に基づいて経営改善を実施する仕組み

が構築されている。 

 利用者の要望・意向の把握と活用に関する対応マニュアルを園独自で整備し、意見や提案等

が出た場合には職員会議の中で話し合い、保育の改善に反映しているものの、迅速に対応する

という点で十分ではない。今後は、意見への対応に時間がかかる場合には速やかに検討状況の

報告を行うなど、保護者からの信頼を高める取り組みの強化が期待される。 


