
（別紙） 

 第三者評価結果（乳児院） 

 

共通評価基準（45 項目） 

評価対象Ⅰ 養育・支援の基本方針と組織 

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>理念方針は、リーフレットや事業計画書に記載され明文化されている。事項につ

いては、配布のうえ、月１回の職員会議で確認している。保護者には児童相談所を通して配

布し周知を図っている。 

 

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 施設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>児童相談所や県・市の関係機関と連携し養育支援のニーズを把握し、分析を行な

い、また、市要保護児童対策地域協議会に参画し、地域における潜在的要保護児童等の把握

に努めている。 

 

3 Ⅰ-２-(１)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 
○a ・b・c 

<コメント>経営環境や養育・支援について、職員会議等で周知し、検討の場を設け共有を図

っている。また、毎月１回法人理事長及び業務執行理事による定例会議を行い、経営上の課

題の共有検討を行っている。 

 

 

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>法人執行理事や管理者等は、家庭代替え機能の充実を図るべく、組織体制や設備



の整備・人材育成等の重点目標を定め取組んでいるが、書面での明文化はされていない。今

後は、中・長期的なビジョンや計画の策定を期待する。 

 

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>単年度計画については、理念や方針の実現に向けた、事業計画書を毎年策定して

いる。 

 

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>事業計画及び処遇計画について、課長・主任・担当職員で協議・検討し策定して

いる。その計画も職員会議等で周知し毎年度見直しを行っている。 

 

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>面会に来られる保護者については、可能な限り分かりやすく口答で説明をして理

解を図っている。面会に来られない保護者についても児童相談所を通して、出来る限り伝え

てもらうよう努めている。 

 

 

Ⅰ-４ 養育・支援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 養育・支援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>養育・支援についての自立支援計画を策定し、実践を行い毎月のケース会議やリ

ーダー会議で検討し、見直し、再評価を実施している。第三者評価の受診は２回目である。 

 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を 

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>ケース会議等において、課題の共有や改善策の検討を行い、養育・支援の実践に

努めている。 

 

 

評価対象Ⅱ 施設の運営管理 

Ⅱ-１ 施設長の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 



Ⅱ-１-(１) 施設長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>施設長は、職員会議や必要に応じ、個別面談等において施設管理者としての役割

や責任について表明して明確にし、共通認識のもと運営すべく職員に対して理解を図ってい

る。 

 

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>遵守すべき法令等については、その目的や趣旨等を理解すべく、各種研修会等に

参加し理解を図り、職員に対しても周知している。 

Ⅱ-１-(２) 施設長のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 養育・支援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>養育・支援の質の向上については、最も重点事項として取り組んでおり、課題も

多く、改善策等について、職員と話し合いを重ね、職員からの意見や提案をもとに解決策に

取組んでいる。 

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>法人の定期的な施設長会議で各施設長より現状分析、人事管理などの経営改善、

業務の実効性の向上について情報交換し、取組む課題を明確にして施設運営に取り組んでい

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>子どもにとって、安心安全で健やかな養育環境を確保すべく人員体制の確保や、

職員の定着等について計画的に取り組み、各種加算職員配置も積極的に取り入れ、人員体制

の充実に努めている。 

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>人事管理は、法人施設長が中心に行われているが、必ずしも充分な人事管理がな

されておらず、定期的な人事考課も実施されていないが、職員の個別面談やキャリアパスに

ついても意向・希望を確認し検討している。 

 

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 

りに取り組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント>施設長による個別面談により、職員の意向を把握し、希望休みや年次有給休暇を

最大限反映させ職員のワークライフバランスに配慮している。 

 

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>定期的に個人の課題や改善に努めている事項について、職員一人ひとりから書面

で提出され、それらを個人の目標設定等に取り組んでいる。 

 

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>職員の年間研修計画に基づき、随時見直しながら職員の研修に実施している。 

 

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>研修計画に基づき、職員の経験や技術水準をふまえ、外部研修の参加の機会を設

けている。特に新任職員に対して、担当職員を配置し個別的に OJT研修を行っている。 

 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の養育・支援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 実習生等の養育・支援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>実習生受け入れマニュアルに基づいて、学校側と連携し、実習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを作成して

実習生の受け入れを行っている。 

 

 

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>施設のホームページや広報誌により情報公開がされ、地区の自治会にも加入し、

地域に向けた施設の活動等について周知を図っている。 

 

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>法人の顧問会計士により、定期的「２ヶ月に１回」にチェックを受けるほか、取

引等についても助言指導を受け、適正な運営を図っている。 



 

 

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>地域のお祭りに参加したり、散歩や公園・保育所の無料開放を利用して地域との

関わりを持つよう努めている。 

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>中学生の職場体験や高校のインターシップは積極的に行い、ボランティアの受け

入れの際にはオリエンテーションを実施し、事前説明を十分に行い受け入れしている。 

 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 施設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>児童相談所を始め、市町の関係機関と情報の共有やケース検討を通して、協働し

て子どもの養育・支援を実施し連携が行われている。 

 

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 施設が有する機能を地域に還元している。 
a・○b ・c 

<コメント>市と防災協定を結び、施設の建物の一部を開放する取り決めをする等、施設が有

する機能を地域に還元している。 

 

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>県・市や関係機関と連携して福祉ニーズの把握に努めているが、施設独自の公益

的な事業の取り組みをするまでには至ってない。 

 

評価対象Ⅲ 適切な養育・支援の実施 

Ⅲ-１ 子ども本位の養育・支援 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(１) 子どもを尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 子どもを尊重した養育・支援提供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>子どもを尊重した養育・支援については、倫理綱領を心に止め、理念や基本方針



を理解し、常に職員会議にて評価・検討が行われている。また、「より適切なかかわりをする

ためのチェックポイント」を活用し、各自職員が意識と評価を行うと共に、研修の共有や小

まめなケース検討を実施するなど、定期的に状況の把握と評価を実施した対応を行っている。 

 

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 

養育・支援提供が行われている。 
○a ・b・c 

<コメント>子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した養護については、プライバシ

ー保護や権利擁護の規定・マニュアルを全職員が理解して養育支援が行われ、虐待防止に関

する研修会にも、毎年全職員の参加により安心した取り組み支援が行われている。 

 

Ⅲ-１-(２) 養育・支援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 保護者等に対して養育・支援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>保護者に対しては、パンフレットや、ホームページでもわかりやすく情報提供を

しているが、児童相談所と連携して丁寧に説明を行っている。 

 

31 Ⅲ-１-(２)-② 養育・支援の開始・過程において保護者等にわかりや 

すく説明している。 
a・○b ・c 

<コメント>養育・支援の開始・過程においては、保護者にわかりやすく説明と同意を得てい

るが、さらに面会時などにも分かりやすく説明している。また、児童相談所と連携して、困

難な保護者についても丁寧に説明している。 

 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 措置変更や地域・家庭への移行等にあたり養育・支援 

の継続性に配慮した対応を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント>措置変更や地域・家庭への移行は、事前に変更先の見学・引継ぎを実施し、子ど

もにとって著しい状況や不利益が生じないように配慮し、家庭への移行にあっても、支援担

当者と詳しく会議を実施し、移行後の相談に応じるなどに対応している。子どもの発達状況

などの記録やアルバムの作成を行い、移行への情報提供と支援の継続に配慮した対応をして

いる。 

 

Ⅲ-１-(３) 子どもの満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 子どもの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>子どもの満足向上については、ケース会議・リーダー会議において、共有・分析・

検討が行われ、毎日の養育支援に繋がるよう行っている。時々面会に来られる保護者との意

向確認の取り組みも行われている。 

 

Ⅲ-１-(４) 子ども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>苦情解決の体制については、保護者との面会談話室が設置され、苦情解決の仕組

みを分かりやすく説明した文書の掲示と、アンケート用紙や意見箱を整えるなど苦情受付の

体制が行われている。 

 

35 Ⅲ-１-(４)-② 保護者等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>保護者が話しやすいように面会室には、意見箱や相談できる方への文書を掲示し、

意見を述べやすい環境づくりに取り組んでいる。 

 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 保護者等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>職員は日々の養育支援において、保護者との良好な関係を築いており、相談や意

見が述べやすい環境にある。相談・意見は各担当職員を含め連絡・報告・相談が行われ、其々

が迅速に対応する取り組みが行われている。 

 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な養育・支援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・安全な養育・支援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>安全環境整備委員会を主として安全管理マニュアルが作成され、リスクマネジメ

ント体制が行われている。職員会議においては、各事例の報告と共に、改善策や再発防止の

検討が図られている。安全確保の事故防止に関する内部研修も行われている。乳幼児突然死

症候群（SIDS）については、リスクマネジメントとして最善の注意が行われている。 

 

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>感染症の予防や発生時の安全確保のために、感染症マニュアルがあり、さらに保

育・健康管理マニュアルにより看護師指導のもと、日常的に感染症予防に対応し、発生時に

は医療機関との連携と医師の指示のもと適切な処置を行うなど、安全確保のための取り組み

が実施されている。 

 

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 

<コメント>災害時における安全確保については、安全管理マニュアル、危機管理対応マニュ

アル、地震等災害対応ガイドラインが作成され、災害時の対応体制を実施している。毎月夜

間想定を含め、上階の自立援助ホーム職員や、入所児も一緒に参加する等の避難訓練を実施

した取り組みが行われている。備蓄も整備されている。 

 

 

Ⅲ-２ 養育・支援の質の確保 

 第三者評価結果 



Ⅲ-２-(１) 提供する養育・支援の標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する養育・支援について標準的な実施方法が文書 

化され養育・支援が提供されている。 
○a ・b・c 

<コメント>養育・支援の標準的な文書化について、毎年見直しが実施され、職員間での養育

支援に差異が生じないように、共有された支援が行われるよう、職員会議を通じ研修報告が

行われている。職員全員で養育支援にあたり、再確認を行い周知徹底が図られている。 

 

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>実施方法の見直しについては、保護者からの要望・意見をもとに、担当ワーカー

と協議し、支援方法について検証・見直しを実施している。さらに、担当職員からの意見に

より再検討会議が実施され、毎年４・５月にはケース会議が行われている。これに関わらず

随時見直しの検討が実施されている。 

 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより養育・支援実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別的な養育・支援実施計画 

を適切に策定している。 
a・○b ・c 

<コメント>養育支援計画は、家庭状況や生活・健康面を把握し、入所２ヶ月後に作成されて

いる。子ども一人ひとりの養育の中で成長に応じて随時見直しが実施され、ケース会議が検

討されている。支援困難ケースについては、積極的に医療機関への相談を行う態勢でいる。 

 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に養育・支援実施計画の評価・見直しを行って 

いる。 
○a ・b・c 

<コメント>養育支援計画は、作成後６ヶ月を目安に支援目標の評価が実施され、子どもの成

長に応じた見直しが実施されている。計画の内容に変化が生じた時には、速やかにケース会

議が行われ、内容変更を全職員に周知徹底が図られている。 

 

Ⅲ-２-(３) 養育・支援実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 子どもに関する養育・支援実施状況の記録が適切に行 

われ、職員間で共有化さている。 
○a ・b・c 

<コメント>養育・支援の記録は、子ども一人の様子が体調・生活などわかりやすく適切に記

録されている。職員間での毎日の申し送りや保育日誌も細かく記録され、情報の共有が行わ

れている。さらに、職員会議やケース会議・回覧にて情報の共有が周知徹底が図られている。 

 

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>個人情報保護規定により、記録管理については適格に管理者が保管管理されてい

る。また、職員には、個人情報保護規程を状況に応じた説明を行い、周知徹底が行われてい

る。 

 



 

 

内容評価基準（22 項目） 

※「共通評価基準評価対象Ⅲ 適切な養育・支援の実施」の付加項目 

 

Ａ-１ 子ども本位の養育・支援 

 

 第三者評価結果 

Ａ-１-(１) 子どもの尊重と最善の利益の考慮 

Ａ① Ａ-１-(１)-① 社会的養護が、子どもの最善の利益を目指して行われ 

ることを職員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践して

いる。 

○a ・b・c 

<コメント>社会的養護が子どもの最善の利益を目指し「乳児院 倫理綱領」を心得、職員会

議・ケース会議において職員が共通の認識を得て、毎日の保育日誌や申し送り・資料「より

適切なかかわりをするためのチェックポイント」回覧等で全職員への情報の確認が実施され

ている。 

 

Ａ-１-(２）被措置児童等虐待対応 

Ａ② Ａ-１-(２)-① いかなる場合においても体罰や子どもの人格を辱め 

るような行為を行わないよう徹底している。 
○a ・b・c 

<コメント>保育中での言動については、早急にその場で確認と話し合いを実施している。「 

全職員に対する周知徹底及び遵守事項」をもとに職員会議を行い、いかなる場合においても

人格を辱める行為が行われないように全職員に周知徹底が行われている。 

 

Ａ③ 

 

Ａ-１-(２)-② 子どもに対する不適切なかかわりの防止と早期発見

に取り組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント>不適切なかかわり防止と早期発見については、様々な施設の状況を把握し職員会

議等で事例検討を実施し、全職員に情報と共有を行い、子どもの保育支援に取り組んでいる。 

 

Ａ④ Ａ-１-(２)-③ 被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備 

し、迅速かつ誠実に対応している。 
a・○b ・c 

<コメント>子どもの虐待防止については、マニュアルが整備され、日頃から子どもに対して

の言動を職員同士話し合いと確認を行い、さらに、マニュアルに反映させる取り組みが行わ

れている。行政や児童相談所等からの虐待防止の情報についても迅速に職員に伝わるよう周

知されている。 

 

 

Ａ-２ 養育・支援の質の確保 

 第三者評価結果 



Ａ-２-(１) 養育・支援の基本 

Ａ⑤ Ａ-２-(１)-① 子どものこころによりそいながら、子どもとの愛着関 

係を育んでいる。 
○a ・b・c 

<コメント>子どもとの関わりには、決め細やかにふれあいと愛着を持って、子どもが安心し

ておんぶや抱っこの要求が出来るよう、さらに、行事や担当外出などの支援にあたるなど担

当養育制（１対１）をとる工夫がされている。 

 

Ａ⑥ Ａ-２-(１)-② 子どもの生活体験に配慮し、豊かな生活を保障してい 

る。 
○a ・b・c 

<コメント>安心して家庭的な雰囲気が得られるように、家具や家電製品が設置してあり、子

どもの発達段階に応じて乳児・幼児グループに分け玩具や遊具が安全に使用できるようにな

っている。玩具については、個別の収納ケースが備えられ、自由に取り組める配置に図られ

ている。日々の戸外遊びにおいても、興味や好奇心が幅広く楽しめる配慮がされている。 

 

Ａ⑦ Ａ-２-(１)-③ 子どもの発達を支援する環境を整えている。 
a・○b ・c 

<コメント>子どもの心身の状況や生活状況・保護者の状況・家庭環境について、全職員が共

有と把握につとめ、子どもに安心感が得られるよう寄り添いと言葉かけを行っている。発声

や要求においても、愛情のある言葉かけで支援している。 

 

Ａ-２-(２) 食生活  

Ａ⑧ Ａ-２-(２)-① 乳幼児に対して適切な授乳を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント>授乳は、発達に応じた量や時間の間隔で乳児の目線に合わせ、穏やかに一人ひと

りにかかわっている。授乳後の排気に注意しながら、乳児が安心した満足感の笑顔が見られ

る支援がされている。 

 

Ａ⑨ Ａ-２-(２)-② 子どもの生活体験に配慮し、豊かな生活を保障してい 

る。 
a・○b ・c 

<コメント>子どもの月齢・発達・体重・哺乳量を考慮し、離乳の時期と食生活への新たな楽

しさを、咀嚼と嚥下機能の発達状況を観察し、食べる喜びと安心した養育支援が行われてい

る。 

 

Ａ⑩ Ａ-２-(２)-③ 食事がおいしく楽しく食べられるよう工夫している。 
○a ・b・c 

<コメント>食事は家庭的な雰囲気で、乳幼児と職員が一緒に美味しい食事を、ゆっくりと話

し合いながら楽しく食べられるよう取り組みがされている。栄養士・調理員も一緒に食事に

関わり一人ひとりの嚥下や咀嚼・嗜好の様子も理解することができ、楽しみある食事になっ

ている。 



Ａ⑪ Ａ-２-(２)-④ 栄養管理に十分な注意を払っている。 
○a ・b・c 

<コメント>給食会議が、２・３ヶ月に１度栄養士や調理員・保育士・看護師が参加して献立

作成が行われている。一人ひとりの発達状況により調理方法も考慮されている。院庭では、

野菜に触れたり果物の収穫では季節を感じ、それらを使い行事食につなげる等、食育への興

味となるよう取り組みが行われている。 

 

Ａ-２-(３) 衣生活 

Ａ⑫ Ａ-２-(３)-① 気候や場面、発達に応じた清潔な衣類を用意し、適切

な衣類管理を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント>衣類は担当職員が子どもの成長に応じ、吸湿性や通気性に富み着脱しやすい、季

節や気候にも注意を払いながら一人ひとりの引き出しに用意されている。職員は子どもの活

動状況により速やかに着替え等の援助が行われている。 

 

Ａ-２-(４) 睡眠 

Ａ⑬ Ａ-２-(４)-① 乳幼児が快適に十分な睡眠をとれるよう取り組んで

いる。 
○a ・b・c 

<コメント>寝具は季節に添った物であり、温度・湿度・換気が適切に管理されている。職員

は一人ひとりが心地よく安心して良眠出来るよう、さらに、睡眠時には必ずブレスチェック

を行う取り組みがされている。 

 

Ａ-２-(５) 入浴・沐浴 

Ａ⑭ Ａ-２-(５)-① 快適な入浴・沐浴ができるようにしている。 
○a ・b・c 

<コメント>入浴は午前中に新生児・夕方に乳幼児の支援が実施されている。入浴が安心して

楽しみとなるように玩具で遊びながら職員も一緒に入浴をすませるなど、また、スキンシッ

プの時間と話しかけを大切にした配慮がされている。 

 

Ａ-２-(６) 排泄  

Ａ⑮ Ａ-２-(６)-① 乳幼児が排泄への意識を持てるように工夫している。 
○a ・b・c 

<コメント>一人ひとりの発達状況により、排泄サインを的確に受け止め、話しかけながら清

潔と心地よさを感じられるよう、さらに、年齢に応じた排泄のしつけや、それによる不快感

や排泄のサインにより、子どもが自立に繋がるよう配慮されている。 

 

Ａ-２-(７) 遊び 

Ａ⑯ Ａ-２-(７)-① 発達段階に応じて乳幼児が楽しく遊べるように工夫

している。 
○a ・b・c 

<コメント>乳児・幼児に分け、発達段階に応じた遊びや、安全で使いやすい玩具・遊具が配

置され、子ども其々が自由に遊べるように配慮されている。院外への散歩の機会も多く好奇



心と、様々な物に興味が得られるよう取り組みが行われている。 

 

Ａ-２-(８) 健康 

Ａ⑰ Ａ-２-(８)-① 一人ひとりの乳幼児の健康を管理し、異常がある場合

には適切に対応している。 
○a ・b・c 

<コメント>保育日誌に一人ひとりの健康状態が記されてあり、検温は毎日実施している。ま

た、病児についても、職員全員が申し送り表にて共有に努めている。嘱託医と連携を取り６・

１２月に定期健診を受診し、予防接種も受ける態勢の取り組みが行われている。 

 

Ａ⑱ Ａ-２-(８)-② 病・虚弱児等の健康管理について、日常生活上で適切

な対応策をとっている。 
○a ・b・c 

<コメント>日頃より嘱託医との連携により、病児経過表をもとに、職員間で健康管理が適切

に把握できるようになっている。内服薬の状況も的確に管理され、専門医や主治医との連携

も密に行われ、受診につながる体制になっている。 

 

Ａ-２-(９) 心理的ケア 

Ａ⑲ Ａ-２-(９)-① 乳幼児と保護者等に必要な心理的支援を行っている。 
a・○b ・ c 

<コメント>子どもの発達に応じ、児童相談所心理士に心理判定してもらい、尚且つ、心理的

支援を要する子どもについては、専門医に相談を行っている。保護者についても、心理的支

援を要する場合、児童相談所と連携を取り支援につなげている。 

 

Ａ-２-(１０) 施設と家族との信頼関係づくり 

Ａ⑳ Ａ-２-(１０)-① 施設は家族との信頼関係づくりに取り組み、家族か

らの相談に応じる体制を確立している。 
a・○b ・c 

<コメント>家庭支援専門相談員と職員・担当者は、一緒に家族との面会・話し合いを行い、

より良い信頼関係作りに努めている。 

 

Ａ-２-(１１) 親子関係の再構築支援 

Ａ㉑ Ａ-２-(１１)-① 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極 

的に取り組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント>児童相談所と連携を密にし、子どもと家庭の状況を見ながら・面会や外出などを

含め、親子関係の再構築となるよう、出来る限り面会の機会を設ける態勢に取り組んでいる。 

 

Ａ-２-(１２) スーパービジョン体制  

Ａ㉒ Ａ-２-(１３)-① スーパービジョンの体制を確立し、施設の組織力の 

向上に取り組んでいる。 
a・○b ・c 

<コメント>スーパーバイザーの体制が確立されており、職員が疑問を生じた時には、速やか

にアドバイス助言が得られる等、職場全体として質の向上に努めている。 

 



 


