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（別紙） 

第三者評価結果 

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-1-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

市立保育園全体としての保育理念、保育方針、保育目標が明文化されており、園内に掲

示しているほか、年度初めの職員会議で読み合わせして確認している。保護者に対して

は、入園のしおりに記載しているほか、４月に全保護者に書面で配付している。今後は、

保護者や地域住民、関係機関への周知を図るために、「園だより」に記載したり、保護者

総会などで分かりやすく説明したりする取組が期待される。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・

分析されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

市全体で「那須塩原市子ども・子育て未来プラン」や「保育園整備計画（後期計画）改

訂版」を策定し、保育に関する環境変化等について現状と課題を分析し、対応策がまとめ

られている。園長は、県の説明会に参加して保育の動向と現状について概ね把握するとと

もに、市内園長会議において待機児童等の状況の報告を受けている。今後は、地域独自の

保育ニーズ、潜在的利用者などに関する情報収集をより積極的に行う工夫が期待される。 

3 Ⅰ-２-（１）-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい

る。 
a・○b ・c 

<コメント> 

平成３１年４月からの民営化を控えて大幅な施設整備ができないところ、安全衛生面で

必要な対策に万全を期すなど、課題解決のための具体的な取り組みを進めている。朝や夕

方や土曜日の利用が増える中で、現在の施設では手狭になっており、民営化後は施設条件

の改善や必要な常勤保育士の配置等、保育体制の強化が期待される。 
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Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定され

ている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

市全体で「那須塩原市子ども・子育て未来プラン」「保育園整備計画（後期計画）改訂

版」「保育園における保育の質の向上のためのアクションプログラム第２期」などの中・

長期計画が策定されている。全体計画のもとで当園の取組が継続して実施されているもの

の、園独自の目標設定や中・長期計画の策定までは行われていない。平成３１年度の民営

化後は、地域ニーズに基づいた新たな福祉サービスの実施等も含めた中・長期的なビジョ

ンを明確にし、具体的な計画を策定することが期待される。 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されて

いる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 単年度の計画は、園独自のアクションプログラム、保育園改善計画、組織目標などとし

て個別に策定されているものの、全体的な事業計画として、まとめられた文書は作成され

ていない。今後は、数値目標や具体的な成果等を設定した年度の全体的な事業計画を策定

し、実施状況の評価を踏まえて、平成３１年度の民営化後の事業計画に引き継がれること

が望まれる。 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが

組織的に行われ、職員が理解している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

園独自のアクションプログラムについては、職員会議での年間の反省を踏まえて必要な

見直しを行い、策定されているものの、年度の組織目標や改善計画など、園全体の事業計

画として文書を作成し、職員の意見を集約して計画に反映させる取組は行われていない。

今後は、保育の質の向上のためのアクションプログラム以外に、園全体として取り組む重

点課題などについて事業計画を策定し、組織的に確認する仕組みの構築が期待される。 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい

る。 
a・○b ・c 

<コメント> 

年間の行事計画については年度初めに保護者に周知するほか、行事ごとに詳細な案内を

作成して知らせている。しかし、安全管理への取組等、園全体で取り組む重点課題など、

年間事業計画の内容全体について保護者に伝える取組は弱い。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、今後は園として取り組む重点課題等を含む全体的な事業計画を文書として配付

することにより、主な内容を保護者に理解してもらう取組の強化が期待される。 
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Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(１)-① 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機

能している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 平成２５年度にも第三者評価を受審しており、今回は２度目の受審である。前回の結果

を踏まえて、職員研修について短時間勤務職員も参加できるように時間帯や内容を工夫す

るなど、共通理解の促進を図る取組に力を入れている様子が窺えた。平成２９年度の改善

計画としては、前回の第三者評価結果を踏まえ、①食育への取組、②職員研修の充実、③

地域へ向けた取組の課題設定が行われ、食育講演会の開催など具体的な取組が着実に実施

されている。定められた評価基準に基づいて、年１回保育園全体の自己評価も行われてい

る。 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を

明確にし、計画的な改善策を実施している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 第三者評価の結果を踏まえて年度の改善計画を策定し、できるところから改善策を実施

しているものの、職員の参画のもとで改善策や改善計画を策定する取組は十分でない。今

回の第三者評価の結果を受けて、新たな改善計画を職員会議等の場で組織的に検討し、策

定することにより、職員間で課題の共有化を図るとともに、民営化後の法人に引き継いで

いく取組が期待される。 

 

評価対象Ⅱ 組織の運営管理 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(１) 管理者の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し

理解を図っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

園長の役割や責任については、年度初めの職員会議で職員に表明し、周知を図ってい

る。園長は就任１年目であり、業務の流れを理解し個々の職員がどのような思いで日々の

業務に当たっているか様子を見ながら、少しずつ組織内の信頼関係を深めてリーダーシッ

プを発揮しようとしている状況が窺われた。 

11 Ⅱ-１-(１)-② 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 

<コメント> 

 園長は、法令遵守の観点で契約事務その他、必要な研修会等に参加しているものの、職
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員への周知という点では、口頭で説明したり、資料等を回覧したりする程度にとどまって

いる。今後は、消費者保護関連法令、労働安全衛生、環境への配慮などを含む幅広い分野

について遵守すべき法令等を把握し、園内研修を定期的に実施するなど正しく理解するた

めの取組の強化が期待される。 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を

発揮している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 園長は、日誌や月末の職員会議等で保育状況の確認を行い、必要に応じて助言指導を行

っている。プール遊びのマニュアルを見直したり、感染症対策の園内研修を実施したりし

て職員への周知を図っているものの、短時間勤務の職員も増える中、書面の回覧にとどま

る傾向もみられる。今後は、職員会議で確認した内容を各クラスのリーダーが全職員に周

知しているか、園長や副園長が確認する仕組みを作るなど、工夫が期待される。 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を

発揮している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 保育士不足の中、可能な限り補充対応を行う一方で、職員同士協力してやりくりしてい

るものの、事務量や研修内容が増える中、常勤職員が休憩を取りづらい状況にあるなど、

人員配置、職員の働きやすい環境整備という点では、課題も見られる。今後は、コンピュ

ータやネットワーク等の情報通信技術を積極的に活用して事務処理を効率化するなど、経

営の改善や業務の実効性を高める取組の強化が期待される。 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計

画が確立し、取組が実施されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

必要な人材や人員体制に関する計画は市全体の保育園整備計画の下に作成されているも

のの、常勤保育士の採用が難しく、短時間勤務者や補助職員の採用でつないでいる状況に

ある。保育園の民営化が進む中で、臨時職員や再任用職員の活用を進める方針とはいえ、

採用を現場の保育園任せにせず、優秀な人材の確保に組織的に取り組んでいくことが求め

られる。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

期待する職員像等については、「明るい職場作り」に明記されており、年度初めの職員会

議で読み合わせをしている。正規職員については市が行う総合的な人事管理システムがあ

るものの、臨時職員は対象となっていない。様々な課題に応じた専門性が求められる中、
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職員の職位や職務内容に応じて任用要件や必要な研修内容、資質向上の目標を明確化し、

着実にキャリアアップしていける仕組みづくりが重要となっている。制度改正により民間

保育園における保育士の処遇改善が着実に進む中、市の臨時職員についてもキャリアパス

の明確化を図り、個々の職員の技能や経験を評価して処遇改善を進める人事管理制度の整

備が求められる。 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づ

くりに取組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

園長と職員との個別面談を行うことにより職員の就業状況を把握し、休暇を取りやすい

よう工夫するなど、改善に努めている。健康や安全については、必要に応じて園長がアド

バイスを行っているものの、臨時職員はカウンセリング等の市の福利厚生制度を利用でき

ないなど課題もあり、働きやすい職場作りに向けた改善が期待される。 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 正規職員については、組織目標とすり合わせる形で個人目標が設定され、期首・期末面

談で進捗状況を確認するなど、目標管理制度が運用されている。臨時職員については市の

目標管理制度の対象外となっているため、園独自の仕組みとして保育士等の「自己評価

票」に各自が個人の年間目標を設定し、記入する取組を始めたところであり、今後の運用

の定着が期待される。 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ

れ、教育・研修が実施されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 職員研修年間計画、職員会議及び園内研修年間計画が策定されており、正規職員、臨時

職員、短時間勤務職員それぞれが必要な研修を受けられるよう、計画に基づいて教育・研

修が実施されている。教育・研修成果の評価・分析までは実施していないため、今後は、

評価結果を踏まえて次の教育・研修計画の策定に反映する仕組みづくりが期待される。 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい

る。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 個人別研修計画を策定して一人ひとりに必要な研修を列挙するとともに、研修会の案内

は全職員に回覧し、希望する研修を受講させるよう配慮している。平成２９年度より個人

別研修履歴を記録する仕組みを整備したことにより、一人ひとりの研修実績を把握しやす

くなり、今後、研修成果の評価・分析、研修計画の見直しに活用していく方針である。 

 園内研修を充実させる方針であり、平成２９年度は事故対応訓練、保護者支援事例検討

会、折紙講習会、感染症対策等を実施している。短時間勤務職員を主な対象とした園内研

修を、時間帯を工夫し特別な体制をとって実施しており、毎年継続して実施する計画であ 
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る。短時間勤務職員が自分の役割を認識し、向上心を持って職務に従事する上で意識付け

につながっている。 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の保育に関わる専門職の教育・育成につい

て体制を整備し、積極的な取組をしている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 平成２９年度に「実習生受入に関するマニュアル」の見直しを行ったばかりであり、職

員全体への周知が当面の課題となっている。実習生を指導する担任の保育士に対して個別

の達成目標を伝えることにより、効果的な研修が行われるよう配慮している。 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われて

いる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

公立保育園であるため、保育園の事業や財務等に関する情報公開は市全体として実施し

ており、園独自の保育の内容や事業計画、事業報告の情報公開は限られた内容となってい

る。第三者評価の受審結果は第三者評価推進機構のホームページ上で公表されているもの

の、苦情・相談の内容に基づく改善・対応の状況についての情報について公表する仕組み

は設けられていない。地域へ向けて、当園の活動内容を知らせるために、地域の公民館に

園だよりを掲示してもらう取組を実施している。 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取

組が行われている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

園における事務、経理、取引等については市の管理システム、ルールのもとで実施して

おり、公正かつ透明性の高い経営・運営のための取組が行われている。公立保育園であ

り、行政組織として定期的な監査が行われているものの、外部監査形式によるチェックは

受けていない。 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 子どもと地域との交流を広げるための取組を行って

いる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 毎年、①地域の実情を知ることと、②子どもの社会性を育てることを目的とした「地域

交流計画」を策定している。職員配置や安全性の問題から、日常的な散歩にはなかなか取

り組めていないが、企業からの招待による「カブトムシを見る会」や高齢者施設への訪
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問、ＡＬＴ（外国人英語教師）の保育園来訪、サッカーの巡回指導、幼児誘拐防止巡回指

導等、子どもたちには保育園以外の大人との交流や社会体験の機会が設けられている。ま

た、地域の公民館祭りへの作品の出品や、公民館のふれあいコンサートへの参加なども、

子どもの経験を広げる機会となっている。 

 入園のしおりには、家庭の役目として「地域社会とのふれあいの中で、人とのかかわり

を学ぶ」を掲げており、公民館や行政等が開催する行事や催し物、お知らせの文書を配布

し、家庭でも社会資源からの情報を積極的に活用するよう促している。 

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の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 

<コメント> 

 園独自の「ボランティア・マニュアル」を作成し、ボランティアの意味や受け入れ手

順、ボランティアへの注意事項などを定めて、高校生のインターンシップや中学生のマイ

チャレンジ（職業体験）、中学生のボランティア・サマースクール（ボランティア体験）

等の受け入れをしている。ボランティアの受け入れに際しては、副園長が中心になってオ

リエンテーションで注意事項などを説明し、クラスに入って活動する場合はクラス担任が

指導をすることにしている。保育等への個人ボランティアの受け入れは考えていないが、

サッカーの指導者とたる太鼓の指導者が子どもたちの活動を指導し、折り紙講師が職員を

指導している。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関

等との連携が適切に行われている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 常に連携を保っている関係機関の一覧表が作成されている。障害のある子どもや気にな

る子どもについて、相談にのってもらったり、治療に通ったり、保護者に紹介したりする

相談機関や医療機関として、市の保健センターや子ども・子育て総合センター、言語相

談、国際医療福祉大学の言語聴覚センターやリハビリテーションセンターなどがある。保

育活動の中で気になる子どもがいれば、保護者とも相談しながら、適切な専門機関を紹介

し、必要があればクラス担任も同行して相談や治療に通っており、子ども・子育て総合セ

ンターを介して要保護児童対策地域協議会（要対協）とも連携を保っている。 

 また、幼保小連携会議では講演会や研修会が実施され、職員が相互に訪問し合い、情報

交換を行って、子どもたちが小学校にスムーズに適応できるような下地を形成している。 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 保育所が有する機能を地域に還元している。 
a・○b ・c 
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<コメント> 

 地域の公民館が主催する子育て講演会の会場として、園の遊戯室（ホール）を提供し、

主に小学生の保護者が参加している。園児の安全性を考慮して、普段の園庭開放を積極的

には行っていないが、夏休みのラジオ体操のために地域の子ども会に園庭を貸し出してい

る。園舎が耐震基準に達していないこともあり、災害時の避難場所としての適用にはなっ

ていない。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が

行われている。 
a・b・○c  

<コメント> 

 園独自では地域の福祉ニーズを把握する取り組みはしていない。子育て相談事業の案内

看板も玄関に掲げているが、利用者はいない状況である。一方で、利用者の中に困難な事

情を抱えていると思われる家庭があれば、市の子ども・子育て総合センターや福祉事務所

につないだり、市からの要請で緊急入園の措置をとったりすることもあり、公立保育園と

して一定の役割を果たしている。園として参加の希望を伝えている学社連携融合事業へ加

入し、要保護児童対策地域協議会やＮＰＯなどと連携しながら地域情報を収集して福祉ニ

ーズに基づく地域貢献活動に積極的に取り組むことを期待したい。 

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 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 

<コメント> 

 入園に際して配布される「保育園のしおり」には、「保育園では、児童憲章の『児童は

人として尊ばれる』『児童は社会の一員として重んぜられる』『児童は良い環境の中で育て

られる』を基本理念に．．．保育が行われる」と書かれており、児童憲章を前提とした保育

理念や保育方針、保育目標および「全国保育士倫理綱領」を各クラスや廊下に掲示して、

保護者への周知を図っている。職員は年度初めにこれらの読み合わせをして、子どもを尊

重した保育を心がけることの認識を新たにしているが、子どもの尊重や子どもの人権をテ

ーマにした職員の勉強会や異文化に対する理解を保護者に広める取組などは実施していな

い。那須塩原市では「子どもの権利条例」も定められていることから、次年度の保育所保

育指針の改訂で「保育課程」が「保育の全体的な計画」として改められるのに伴い、人権

尊重を謳うことが期待される。 

29 Ⅲ-１-(１)-② 子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した

保育が行われている。 
a・○b ・c 

<コメント> 
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 今年度、「プライバシー保護マニュアル」を策定したところであり、標準的実施方法に

も、プライバシーの保護に留意して保育を実施することが明記されている。職員には会議

等で周知を図っており、保護者アンケートでもプライバシーが守られているとの結果が出

ている。ただ、マニュアルや標準的実施方法では、具体的な場面に言及して配慮や気を付

けるべき内容を示してはいない。子どもの羞恥心に配慮した保育の実施や、職員や園関係

者による虐待や不適切なかかわりの防止に向けた、きめ細やかな取り決めなどをあらため

て明記し、周知することが望まれる。 

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極

的に提供している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 保育園のパンフレットに代わるものとして、那須塩原市の「教育・保育ガイドブック」

があり、市のホームページで閲覧できるほか、市役所の窓口および各教育・保育機関で入

手できるが、その他の公共機関等には設置していない。以前は、市のホームページで公立

の各保育園の保育内容や第三者評価の結果を見ることができたが、ホームページのリニュ

ーアルに伴ってガイドブックの掲載のみとなっている。 

いなむら保育園では入園が決定する前の見学段階では、他の保育園も見学するようにと

勧めている。また、平成３１年度には民営化されることが決まっており、入園希望者には

そのことを説明して了承して貰っている。 

31  Ⅲ-１-(２)-② 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく

説明している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 入園の際には、那須塩原市が作成した「保育園のしおり」を配布し、保育園について説

明するとともに、市に提出する諸手続（保育時間や土曜保育の希望その他）について書面

を渡して説明している。入園時の個人面談も実施しており、個別に質問などに答えてい

る。保護者の勤務時間の変更や延長保育、土曜保育の必要性、あるいはアレルギー対策の

変更など保育等の変更が生じた場合は、申請の仕方や対策の実施方法などを保護者と個別

に話し合って支援している。 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対

応を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 園の変更に当たっての仕組みについては園長会議などで話し合いを重ね、公立保育園か 

ら公立保育園への転園の場合は、保護者の了承を得た上で、児童票を伝達して保育の継続 

性に配慮している。また、地域小規模保育施設からの転園に際しては、児童票を伝達する 

仕組みになっている。公立保育園から民間保育園への転園や民間保育園からの転園では、 

個人情報保護の観点から児童票の伝達はしていないが、保育の継続性の観点から検討を要 

すると思われる。また、退園する場合の引き継ぎ文書や保護者に引き続き相談対応するこ 

とを伝える文書についても作成を検討することが期待される。 

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 
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33 Ⅲ-１-(３)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取

組を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 保護者が保育をどのように感じているかを知る仕組みとして、各行事後に実施されるア

ンケート調査が挙げられる。保護者の保育参加や夏祭り、遠足、運動会等が終わった後、

実施内容の感想や意見をアンケートに記入してもらい、その回答を職員会議で検討して、

次回の実施のための参考にしている。アンケートに書かれた感想や意見、意見等に対する

回答は園だよりに掲載して保護者に伝えている。また、保護者懇談会や保護者会において

も、園や保育に関する意見を求め、提出された内容を運営や保育に活かすようにして、保

護者に納得してもらえる園運営を心がけている。 

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能して

いる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 那須塩原市として「苦情解決マニュアル」が定められており、保護者には年度はじめに

「苦情申し出窓口のご案内」を配布し通知している。苦情解決責任者は保育課長、苦情受

付担当者は園長、第三者委員は地域の主任児童委員と定められている。また、園舎の廊下

に苦情解決制度の案内を掲示し、意見箱も設置している。この仕組みを通した苦情はほと

んど寄せられていないが、保護者アンケートによると、苦情解決の仕組みは保護者におお

むね認知されていることが窺われる。 

35 Ⅲ-１-(４)-② 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護

者等に周知している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 「相談対応マニュアル」を作成し、面談の機会、相談の手法、環境作り、迅速な回答な

どを定めている。園だよりやクラスだよりに「いつでも気軽に相談ください」と記載して

保護者に知らせている。受け付けた相談内容と経過、結果は記録表にまとめ、日誌ファイ

ルに綴って職員間で共有している。保護者アンケート結果によれば、「意見を述べやすい

ように日常的に職員からの声かけがなされているか」との問いに対する「はい」という回

答が８３％にのぼっており、保護者が気兼ねなく相談できる環境が整っていると言える。

また、職員室からは子どもや保護者が保育室に出入りするベランダが見通せないため、園

長と副園長は出来るだけベランダに出て保護者と顔を合わせ、会話や相談対応が出来よう

に努めている。 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に

対応している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 「相談対応マニュアル」に則り、保護者からの相談は園長、副園長、クラス担任等々が

受けており、軽微な場合はその場で回答し、内容の検討が必要な場合は職員会議等で話し

合い、回答や改善策を保護者に速やかに伝えている。園だよりやクラスだよりでは、気軽

に相談できることを知らせているが、入園のしおりにも苦情受付や相談対応の仕組みなど

を丁寧に記載する必要があると思われる。 
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Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク

マネジメント体制が構築されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 「危機管理マニュアル」が策定されており、基本方針、指揮権、危機管理対策、火災対応

と防止、自然災害対応等が定められ、必要に応じて内容を検討し改訂がなされている。定

期的な戸外遊具の点検、施設設備点検、砂場の消毒、トイレの点検などを行い、また、クラ

ス内で頭を打って怪我をしないよう、家具等の角にクッション材を貼り付ける対策や器具

の転倒防止策をとっている。交通安全教育や不審者対応訓練を実施するとともに、園児の

けいれん発作への対応についても話し合い訓練を実施している。市内や県外で発生したプ

ール事故を受けて、プール遊びについて実施方法や事故対応の仕組みを見直し、事故を起

こさないような体制をとった。職員は市が主催する危機管理に関する研修に参加し、園内

研修も実施している。 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の

ための体制を整備し、取組を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 那須塩原市で統一した「感染症対策マニュアル」と「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」「食中毒対応マニュアル」「排泄物処理マニュアル」があり、二次感染を防ぐための対

応フローが作られ、排泄物や吐瀉物の処理用具が用意されている。毎年、研修を実施する

とともに、さまざまな感染症・伝染病の罹患状況一覧表を作成し、季節ごとの推移を確認

して事前に対応策を話し合っておく材料としている。保護者に対しては「保健だより」に

感染症に関するお知らせを記載して家庭での感染症予防に役立ててもらっている。感染症

が発生した場合には、その都度お知らせを出すとともに園内に掲示し、一斉メール配信で

知らせている。メールに加入していない保護者には口頭等で連絡している。 

 体調を崩した子どもを隔離・休養させるための静養室がなく、職員室の簡易ベッドで休

ませる対応にならざるを得ない実状が課題である。 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組

織的に行っている。 
a・○b ・c 
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<コメント> 

 「危機管理マニュアル」の中に「火災対応マニュアル」があり、火災、災害に対応した

避難訓練を毎月実施している。実施に当たっては避難訓練計画書を作成し、訓練のねら

い、避難場所、災害想定、指導内容・方法（不意打ち訓練も実施）を明らかにし、訓練後

には実施記録簿を作成して、見直すべき点を職員間で確認している。実際の災害等が起こ

ったときの指揮系統も明確にし、園長・副園長が不在の場合の対応についても話し合って

いる。園舎の耐震化が十分でないため、地震の際の避難対応については特に気を配ってい

る。最近では、竜巻に対する避難訓練も行い、Jアラートへの対応は竜巻への避難対応と

同じであることを確認している。 

 保護者への連絡方法として、緊急メール配信の仕組みを作っており、災害に限らず何か

変更することがある場合や連絡が必要なときには、こまめにメール配信で連絡するように

している。備蓄品としてパンの缶詰、水、ブリックパック麦茶、おやつ、さらにアレルギ

ー対応用の米粉パン、加えて乾電池や紙コップ、除菌ウェットティッシュなどをストック

している。 

 

 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 保育について標準的な実施方法が文書化され保育が

提供されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 那須塩原市立保育園共通として作成された「標準的な実施方法」を基本として、子ども

の状況、園の環境や地域性を考慮した実施方法を検討し保育を行っている。しかし、園独

自の実施方法で記載されていない点があるので、今後は園の実施方法として全てが文書化

されることを期待する。保育の提供については、全体会議、乳児・幼児・クラス会議、記

録等で状況を確認し、園長・副園長から指導・助言が行われている。標準的な実施方法は

各クラスに配布されいつでも確認できるようになっているが、短時間保育士に対しての周

知がまだ徹底されていないと認識し、現在周知・研修方法が検討されている。  

41 Ⅲ-２-(１)-② 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 

<コメント> 

 園での保育の実施方法は必要に応じ職員や保護者の意見を反映させ見直しが行われてい

る。今年度はプール遊びの実施方法や戸外遊びの時間について見直しを行っている。公立

保育園共通の標準的な実施方法については副園長会議で見直しがされているが、基本とな

る園内の見直しについては明確でないので、見直しの時期や記録を含めた仕組みを確立す

ることを期待する。 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 
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42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定して

いる。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 入園前の面談と毎年行っている保育参加後の面談、日々の送迎時の会話や連絡帳で園児

一人ひとりの状況と保護者の意向が確認されている。３歳未満児と発達支援児については

個別計画を作成しているが、３歳以上児については一人ひとりのアセスメントの結果が指

導計画に反映されているかが明確でない。現在、保育所保育指針の改定により、公立保育

園全体で指導計画の策定について見直し検討が行われているので、今後は子どもの状況や

クラスの状況に合わせた指導計画が適切に策定されることを期待する。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 年間指導計画は５月までにその年度の状況に合わせて作成し、年度末に評価を行い翌年

に反映させるよう引き継がれている。月の指導計画は園長・副園長に毎月提出され助言・

指導が行われている。定例の月会議、乳児・幼児会議においても評価・見直しが行われそ

の後の保育に活かされている。職員の勤務体制が様々なため、会議の参加者が限られる中

で工夫をしながら評価・見直し等を行っているのが現状である。 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 子どもに関する保育の記録が適切に行われ、職員間

で共有化されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 児童票、個別計画、日誌、給食関係、避難訓練等は統一した様式で記録されている。子

どもの情報は朝のミーティングや会議等で共有されている。記録要領は副園長会議で検討

し職員に周知されているが、記録要領に基づいて記入されているかを確認はされていない

ので、それぞれの職員に合わせた研修や指導が行われることを期待する。 

45 Ⅲ-２-(３)-② 子どもに関する記録の管理体制が確立している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 市の「文書管理規程」や「個人情報保護規程」に沿って記録の管理が行われている。年

度初めに職員に対しては個人情報保護について周知しているが、保護者に対しては説明が

されていないので、周知内容や方法を検討し取り組むことを期待する。 

 

Ａ－１ 保育内容  

Ａ－１－（１） 保育課程の編成  

Ａ① Ａ-１-（１）-① 保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子ど

もの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて保

育課程を編成している。 

a・○b ・c 

<コメント> 

 「保育課程」は作成されているが、いなむら保育園の全体計画としては内容に不十分な

点が見られる。実際の保育では独自のテーマを決め様々な活動が行われ、保育園の自己評
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価や保護者アンケートを踏まえて年度末には見直しを行い翌年の保育に反映させている。

現在、保育所保育指針の改定により計画作成の見直しを行っているところであり、今後は

子どもの状況や家庭状況、地域の実態に合わせ保育園の特色を生かし、保育実践の拠り所

となる「全体的な計画」を作成することが望まれる。 

Ａ－１－（２）環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 

Ａ② Ａ-１-（２）-① 生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過

ごすことのできる環境を整備している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 園舎が古いため保育室が狭く、トイレや水道の設置数が少ない等の課題があるが、平成

３１年度に民間に移行する予定であり大きな環境整備は出来ない状況である。その中で安

全対策や日々の衛生管理を工夫して行っている。一人ひとりがくつろいだり落ち着ける場

所になるよう、幼児の入所数を抑えたり机の大きさを変えたりして配慮をしているが、さ

らに子どもが活動しやすい生活の場になるよう現状の中での工夫を期待する。 

Ａ③ Ａ-１-（２）-② 一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に

応じた保育を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 保育士は子どもが安定感を持ち、自分の気持を安心して表すことができるよう一人ひと

りを受け止め、個々の状況を把握しそれぞれに応じた保育を行っている。子どもへの言葉

づかいや声のトーンに注意し、トラブルやパニックを起こしている子には時間をかけ、必

要な時は別室で個別対応を行っている。子どもの発達や家庭環境等を十分把握し配慮して

いるかは、保育士自身が会議や記録等で確認するとともに、園長・副園長が日々の保育の

中で助言・指導を行っている。 

Ａ④ Ａ-１-（２）-③ 子どもが基本的な生活習慣を身につけることがで

きる環境の整備、援助を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 各年齢で身につける生活習慣を基本として、個々の成育状況や家庭環境等に配慮し個別

に援助を行うとともに、クラスの状況を捉え指導計画に反映させている。家庭との情報交

換は日々の会話や面談で行い、必要に応じて保護者への支援も行われている。乳児組では

トイレトレーニングや着脱を子どもの気持ちに添ってゆったりと見守り、幼児組では確実

に習得できるよう個別に手洗いや排泄時に声かけをしている場面が見られた。 

Ａ⑤ Ａ-１-（２）-④ 子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子ど

もの生活と遊びを豊かにする保育を展開している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 子どもがいろいろなことにチャレンジする気持ちが持てるよう、遊びの導入を大切に

し、材料や玩具を準備して保育を行っている。保育士は子どもが自分の気持ちを言葉で伝

えることや人の話をよく聞くことができるよう、子ども同士の関わりを丁寧に見守ること

を心がけている。今年度は戸外遊び時間を見直し身体活動が十分できるようにしている。

訪問調査時には、発表会前の共同遊びが多いことや冬場の健康管理に留意しながら、子ど

もが好きな遊びを楽しめるよう時間の配慮が行われていた。園外保育や公民館主催のコン

サート等に参加交流することで、社会的体験やルールを学ぶ機会も作られている。 



15 
 

Ａ⑥ Ａ-１-（２）-⑤ 乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体

的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内

容や方法に配慮している。 

○a ・b・c 

<コメント> 

 子ども一人ひとりの欲求を受け止め、保育士との愛着関係が出来るよう特定の大人との

関係を大切に保育が行われている。子どもの記録は担当を決め年間を通して継続して行

い、保護者とは連絡帳や送迎時の会話を密にすることで連携をしている。衛生管理はマニ

ュアルに添って日々行われ、保育室の危険個所の対策も行われている。また２つの乳児保

育室は、子どもの気持の切り替えや子ども同士のトラブル対応に有効に活用している。離

乳食については、個別の対応について関係職員と検討会議を行い提供されている。 

Ａ⑦ Ａ-１-（２）-⑥ ３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護

と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整

備し、保育の内容や方法に配慮している。 

○a ・b・c 

<コメント> 

 １・２歳児は個別計画のもと安全面に留意し、身体を動かす遊びを多く取り入れ保育を

行っている。成長に合わせて玩具を変えるなど環境整備を行い、クラスの中でも月齢によ

るグループを作り発達に沿った活動を行っている。保育士は子ども同士の関わりを大切に

一人ひとりの探索活動を見守っている。今年度は後半から２歳児が幼児組遅番に合流する

ことで遊びの発展を促し、０歳児から２歳児までの合同保育も成長に合わせて計画されて

いる。短時間勤務の保育士もいることから、子どもの状況や保護者からの情報等を、制限

ある時間内で工夫して伝達し保育の内容や配慮すべきことを共有している。 

Ａ⑧ Ａ-１-（２）-⑦ ３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的

に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容

や方法に配慮している。 

○a ・b・c 

<コメント> 

 年齢やクラスの状況により各クラスのねらいを明確にし、一人ひとりの育ちに合わせ生

活習慣の定着を行い、子どもの興味関心を高める環境が配慮されている。幼児組保育室が

狭いため各クラスの園児数が調整され、外遊びを多く取り入れるなど工夫した保育を行っ

ている。今年度は３歳以上の３クラス合同保育を計画的に行い異年齢児の交流が多くな

り、より思いやりの気持やクラスの意識が芽生え、遊びを子ども自身が発展させている。

クラス会議や幼児組会議で保育内容の援助や環境整備について検討し共通の意識をもって

保育を行っている。 

Ａ⑨ Ａ-１-（２）-⑧ 障害のある子どもが安心して生活できる環境を整

備し、保育の内容や方法に配慮している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 特別な支援が必要な子どもも同じ生活の場で、子ども同士の関わりをもって生活をして

いる。個別支援計画を作成し毎月検討会議を行い、保護者とは連絡帳等を利用し連携をと

り保育を行っている。保護者の同意を得て関係機関へ同行することも多く、機関との連携

は日々の保育に活かされている。支援児保育については園だより等で保護者に周知してい

るが、今後はさらに積極的な理解を得られるよう取り組むことを期待する。 
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Ａ⑩ Ａ-１-（２）-⑨ 長時間にわたる保育のための環境を整備し、保育

の内容や方法に配慮している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 通常保育と早番・遅番保育の引継ぎの仕組みが出来ており、担当保育士の役割やデイリ

ープログラム等を作成している。コーナー遊びや季節の遊びを多く取り入れ、異年齢児交

流保育を行っている。子どもの人数や時期により職員体制や子どもの年齢構成に配慮して

いるが、合同保育の時間帯によっては、一人ひとりがゆったりと過ごせるような環境とは

言えないので、保育室の狭さ等建物上の制約はあるが、工夫して環境整備に取り組むこと

を期待する。 

Ａ⑪ Ａ-１-（２）-⑩ 小学校との連携、就学を見通した計画に基づ

く、保育の内容や方法、保護者との関わりに配慮 

している。 

○a ・b・c 

<コメント> 

 年間指導計画に基づいて就学に必要な保育を実施している。子どもの状況から生活習慣

の確立を重点にし、気持ちを言葉で伝えることや数字・文字への興味を誘うことが生活や

遊びの中で行われている。学校の就学児健康診断の時期には保護者面談の案内を行い個別

に連携をとり、１２月の発表会後にはクラス懇談会を行い、就学に対する見通しが持てる

よう取り組んでいる。就学児の小学校訪問や職員の公開授業・合同研修参加等も行ってい

る。今年度、「保育要録」についてはより適切に作成できるよう、記入方法等の検討が行

われた。 

Ａ－１－（３）健康管理 

Ａ⑫ Ａ-１-（３）-① 子どもの健康管理を適切に行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 「健康管理マニュアル」と、本年度見直しを行った「保健計画」により子どもの健康管

理が行われている。毎日の子どもの状況については連絡帳や送迎時の会話を通して保護者

と情報を共有している。年度末には健康記録を保護者に戻し、既往症や予防接種状況を確

認している。保護者には園だよりや保健だよりで健康に関する情報を提供しているが、ま

だ不十分な点があると認識しているので今後の取組に期待する。 

Ａ⑬ Ａ-１-（３）-② 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。 

 
a・○b ・c 

<コメント> 

 健康診断の結果は、関係職員に周知し、保護者には書面で伝え受診や治療に繋げること

ができている。今後は、健康診断や歯科検診の結果を日々の指導計画等に、具体的に反映

させていく仕組みを検討することを期待する。 

Ａ⑭ Ａ-１-（３）-③ アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもにつ

いて、医師からの指示を受け適切な対応を行ってい 

る。 

a・○b ・c 

<コメント> 

 「食物アレルギー対応マニュアル」に添って、保護者・担任・調理員が連携をとり適切
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に給食を提供している。緊急時に備えて「食物アレルギー緊急対応フローチャート」を作

成している。１歳児のクラスでは、誤食にならないよう座席の位置やタオルの使用にも注

意し、常に保育士が見守る体制が取られていた。慢性疾患児に対しては日々保護者と連携

し記録を含め対応し、突発的発作等への具体的な体制を職員間で共有している。職員は外

部研修等に参加しているが、その内容を全職員が共有するまでには至っていないので、必

要な情報・知識・技術が共有できるよう園内研修等の工夫を期待する。 

Ａ－１－（４）食事 

Ａ⑮ Ａ-１-（４）-① 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。 
○a ・b・c 

<コメント>  

 「食育計画」を作成し、子どもが食に関心を持てるよう簡単な野菜栽培や調理体験、誕

生会のレンストランごっこ等を実施し取り組んでいる。食事時間や量は年齢や個人差に合

わせ担任が調整し対応している。本年度は地域の公民館活動と合同で「給食に見る子ども

の食事」の演題で保育園を会場として食育講演会を行っている。「食育だより」や行事食

の写真掲示等を通して、季節の食材や献立のレシピの情報を提供している。 

Ａ⑯ Ａ-１-（４）-② 子どもがおいしく安心して食べることのできる食

事を提供している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 検食・喫食状況等は保育士が交代で記録し、定期的な園内給食会議や市の調理員会議で

検討され改善に繋がる仕組みになっている。市の栄養士が年２回来園して食事の状況を確

認しているが、今年度は離乳食に課題のある子について、さらに栄養士を招き、献立や調

理方法を継続的に検討し成長に合わせた離乳食を提供している。調理員は、幼児の３クラ

スに入り一緒に食事をする計画を立て実際の様子を見ている。献立には季節感のある食材

や地域の食文化としての「巻狩鍋」や「開拓汁」を取り入れている。 

 

Ａ－２子育て支援 

Ａ－２－（１）家庭との緊密な連携 

Ａ⑰ Ａ-２-（１）-① 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を

行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 職員は朝夕の送迎時や保育参加、個人面談等で子どもの様子を保護者と共有し、保育内容

の理解を得られるようにしている。乳児組と必要に応じて幼児組でも連絡帳を利用してい

る。連絡帳の意図や記入内容についての解説文書を各ノートに貼り保護者に伝え活用をし

ている。子どもの様子は担任から伝えることを基本に、担任が不在の早番・遅番の時間帯は

常勤の保育士が対応する仕組みになっている。保育の変更等（スケジュールや行事の変更

等）については、一斉メール配信や電話連絡等で情報に差が生じないよう配慮している。 

Ａ－２－（２）保護者等の支援 

Ａ⑱ Ａ-２-（２）-① 保護者が安心して子育てができるよう支援を行って

いる。 
○a ・b・c 



18 
 

<コメント> 

 今年度アクションプログラム目標の一つに「親も子も楽しく通える保育園を目指す」を掲

げ、保育園を身近に感じてもらうことで、育児に対する負担感や不安の軽減を図るよう支援

を行っている。職員は意識して保護者と会話をし、保護者の思いを受け止め、コミュニケー

ションの工夫をし、子どもの成長や子育ての情報を伝えるよう取り組んでいる。保育士が保

護者のニーズを的確に把握する資質を高め相談の対応ができるよう、幼児組・乳児組リーダ

ー保育士・副園長・園長が助言する体制をとり、園内研修として保護者支援の事例検討会を

行っている。相談内容は児童票や相談記録表に記録されている。 

Ａ⑲ Ａ-２-（２）-② 家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期

発見・早期対応及び虐待の予防に努めている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 日々の保育の中で子どもの姿や会話等から状況把握を行い、虐待等の早期発見と対応に

努めている。気になる状況については定例会議の中でも職員で情報を共有し、子ども・子育

て総合センターと連携して対応する体制も整っている。「虐待対応マニュアル」は作成され

ているが、職員に対して園内研修の機会が少ないので、今後は職員の虐待等権利侵害に関す

る理解を促す取組を行うことを期待する。 

 

Ａ－３保育の質の向上 

Ａ－３－（１）保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 

Ａ⑳ Ａ-３-（１）-① 保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評

価）を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めて

いる。 

○a ・b・c 

<コメント> 

 今年度は全職員が行う自己評価の内容について見直しを行った。職員は年２回各自に目

標を掲げ半年ごとに振り返り、前期は副園長、後期は園長が面談を行い保育の改善や意識向

上に繋げている。また園内で公開保育を実施し職員相互の学び合いも行っている。保育士へ

のヒヤリングから、それぞれが保育実践の課題を捉えていることや自らの保育を振り返り

改善していることが窺えた。 

 

 


