
（様式第２号）

１　評価機関

２　事業者情報 【平成26年1月　1日現在】

　職員の配置

職　　種 人　数

英語講師 1

栄養士 1

評価実施期間 平成２５年　１２月　３０日　～　平成２６年　３月　　３１日

福祉サービス第三者評価結果報告書

名　　　称 社会福祉法人しおかぜ　しおかぜ保育園

所　在　地 岡山県倉敷市下津井吹上２１４

設置主体：社会福祉法人 代表者 職・氏名：理事長　合田　正

事業所名称：社会福祉法人しおかぜ サービス種別：保育所

 （施設名）しおかぜ保育園

管理者氏名：山口　満利子 開設年月日：昭和５６年６月１日

居室の概要 居室以外の施設設備の概要

経営主体：社会福祉法人しおかぜ 代表者 職・氏名：理事長　合田　正

定員：８０名 利用人数：９４名

所在地：〒711-0926　岡山県倉敷市下津井吹上２１４

連絡先電話番号：086-479-7346 086-470-4455

ホームページアドレス：http://www.shiokaze-ｇｒoup.jp E-mail：yamaguchi@shiokaze.or.jp

サービス内容（事業内容）

乳幼児保育事業

保育士（パート） 4

すみれ組　　５歳児　１８名
つき組　　　４歳児　　１５名
ほし組　　　３歳児　　２０名
れんげ組　１歳児　１１名　２歳児　１５名
ゆき組　　　１歳児　２名　０歳児　１３名

調理室　43.88㎡
事務所　３９㎡
園庭　871.９８㎡
幼児トイレ　19.75㎡

職　　種 人　数

園長 1

主任 1

保育士（正職）内育休１名含む 10

派遣保育士 1



３　評価結果総評
◇特に評価の高い点

４　第三者評価結果に対する事業者のコメント

○母体法人は下津井地域で初の福祉施設として昭和50年に設立。平成24年親しみやすさを持ってい
ただこうと「共愛会」から「しおかぜ」に改名し、地域に浸透してきている。伝統の継承と時世の需要を複
合し、高齢者介護事業や保育事業、公共事業１４事業所を多岐にわたり展開、地域福祉の発展に寄
与している。地域に愛され、ゆるぎない信頼される法人を目指し、充実を図るべく様々な取組みを行っ
ている。
○社会の変化や子育て世帯の現状、多用なニーズを積極的に把握し、園の特色と独自の取組みとし
て5つの教室を提供しており、保護者からも高い評価を得ている。特にアメリカ人の常勤職員による英
会話教室は全て英語で指導し、年齢に合わせた音楽やカード、踊り等の知育遊びやアルファベッドを
書く練習を取り入れ、自然に楽しく英語が身につくよう実践に取り組んでいる。さらに、専門講師による
体操教室、踊り教室、音楽教室、硬筆教室を保育内容に組み込んでおり、年齢・発達に応じた豊かな
活動が体験できる環境となっている。教室の料金は保育料の中に含まれており、追加料金が発生しな
い事も園の特色と言える。
○園長は法人本部や系列施設と連携、協同し、保育運営に取り組んでいる。さらに、倉敷市保育協議
会の役員として、保育環境の充実や向上、保育職員の研修等に向けて倉敷市の児童福祉の増進に協
力している。
○苦情受付については、苦情受付担当者、苦情解決責任者の設置、第三者委員の設置を行い、記録
や報告、解決に向けての話し合い、苦情を申し出た利用者に結果をフィードバックする仕組みが確立さ
れているので、今後は保護者への案内を更に徹底し、保護者に文書を交付したり等の工夫を期待す
る。
○個別な記録は具体的な子ども生活に即した記録がなされているが、記録内容や書き方の差異が生
じているため、記録要領の作成や指導の工夫を行い、保育計画の評価や見直しがより効率的になるこ
とを期待する。
○ボランティアの受け入れは、担当者の設置、個人情報の取り扱い、注意事項を記載したマニュアル
等を作成し、職員と保護者への事前説明をする体制を確立することで、地域社会と園を繋ぐ柱となるよ
う期待する。

今回いろいろな視点から客観的評価をしていただき、大変参考になりました。
評価結果についても、とても高い評価をしていただき、うれしく思っております。
いくつかご指摘いただいた改善点については、すみやかに対処してまいりたいと思います。
この結果に慢心することなく、職員一同気持ちをひとつにして、より一層地域の皆様に愛され
る保育園となるべく、努力をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。



５　評価分類別評価内容
評価対象Ⅰ

１　理念・基本方針

２　計画の策定

３　管理者の責任と
　　リーダーシップ

評価対象Ⅱ

１　経営状況の把握

２　人材の確保・養成

４　地域との交流と
　　連携

理念・基本方針・保育方針は法人のホームページに記載されており、園の姿
勢や保育内容、特色がわかりやすく明記されている。
国際感覚豊かに自分で考えて行動する子（知）友だちと心を通わせ合ってい
きいきと元気に遊ぶ子（徳）心身ともに健康でたくましい子（体）を保育目標に
揚げ、事務所内や各クラスに掲示しており、職員への意識付けと周知を図っ
ている。次回の総会で保護者に園の基本方針や方向性を説明、報告する計
画を進めている。

３　安全管理

法人全体で、安全衛生委員会、事故防止委員会を設置しており、安全確保
に関する研修を実施。火元責任者を明記した予防管理組織編成表や消防組
織編成表、避難経路図を事務所内に掲示し、地震や火災・不審者等を想定
した避難訓練を毎月実施している。さらに、非常持ち出し袋の整備や玄関に
防犯カメラを設置し、未然防止策をとっている。園医による内科の健康診断
や歯科、耳鼻科検診が定期的に実施されている。感染症の時期には、毎月
配布される「園便り」で保護者に情報提供を行い、協力を得ている。事故や
災害、感染症等のマニュアルを整備し、トイレにはペーパータオルと共に消
毒薬が設置され、感染症への対策が徹底されている。

一時保育、育児相談事業、親子お楽しみ会、祇園神社夏祭り、園解放事業
等、計画的に様々な活動が行われている。内容をパパママ情報誌ＳＵＮＳＵ
Ｎキッズに記載し、保護者や地域の方に配布する等、園の様子や活動を地
域に提供している。下津井魚島フェスティバルで踊り教室の成果を披露した
り、鷲羽山ビジネスセンターでの七夕会に参加する等、子どもが地域の行事
や活動に積極的に参加する機会を設けている。お月見会には、保護者だけ
でなく地域の方々の参加を呼びかけ、毎年多くの参加者を得ている。複合施
設の利点を生かし、高齢者との世代間交流も行われていた。

事業計画は、基本方針に向けたビジョンが明確にされており、保育目標、顧
客満足向上、地域貢献、職員教育向上の方針が各項目別に策定されてい
る。園の独自性や地域性を分析し、課題や問題点の解決に向けた具体的な
内容となっている。事業計画は年度初めに全職員に配布し説明している。保
護者にはわかりやすく説明した保健計画表や食育計画表等を配布し、理解
と周知を図っている。さらに、事業計画は法人のホームページで開示されて
いる。

園長の役割と責任は管理規定に明記している。園長は園の良さや課題を把
握すると共に、率先して研修や勉強会に参加し、専門性の向上に努めてい
る。職員から出た提案や課題は職員会議で活発な意見が出やすい環境作り
を行う事で、討議し、結果を得、運営改善に繋げている。平成２７年度から予
定されている子ども・子育て新システムの情報を収集し、園での方向性を計
画的かつ着実に実践すべく取り組んでいる。

保育に関する需要の動向を始め、コストの分析や在園時の推移等を組織全
体で把握している。専門家による外部監査が実施されており、適切な財務管
理や会計処理を行い事業運営の安定化を図っている。平成23年度より80人
定員となっているが、全職員の協力の下、在園園児数の確保ができており安
定した経営運営がなされている。

人事考課は、全職員が半期ごとにＰＤＣＡの自己管理表を用いた目標設定を
行い、自己評価と園長による実績評価を行う方策がとられている。さらに、園
長と職員が個別面談を行い、職員の意向や意見を聞く機会を設けており、職
員が相談しやすい工夫ができている。施設内外の研修は充実しており、新人
研修を始め、経験に応じて研修参加を行い、資質や専門性の向上を図って
いる。研修後は復命書を作成し、回覧すると共に職員会議で報告している。
働きやすい環境と職員間の友好な関係が定着率の高さに繋がっている。



評価対象Ⅲ

１　利用者本位の
　　福祉サービス

２　サービスの質の
　　確保

３　サービスの開始・
　　継続

４　サービス実施計画
　　の策定

サービス種別ごとの基準

　評価細目の第三者評価結果（別紙）

○「食育」を重点目標に置き、年齢に応じた適切な食育計画が作成され、実
践し成果が見られている。かみかみ献立や行事食、誕生日メニューが提供さ
れ、特に毎月行われるクッキングには定評があり保護者からレシピの希望が
でている。栄養士が子どもと一緒に食事を摂り、食事状況を観察したり、保
護者に食事のアンケートを実施する等乳幼児が食事の楽しさや関心を持つ
よう積極的な取り組みが行われている。一人ひとりの心身に応じた食事量の
提供やアレルギーに対する対応は徹底されている。
○乳児にはオイルを用いた全身のマッサージ、１、２歳児は、自我の育ちを
受け止め、褒めることを重視し取り組んでいる。３歳以上の保育については、
基本的な習慣や態度を身につけられると共に、就学に向けた取組みが行わ
れている。
○園舎や庭園は経年による課題はあるが、職員の目が届きやすく、異年齢
との交流も日常的に行われている。園児達は活き活きと過ごしており、楽し
みながら行事や教室に参加している。職員の対応や保育内容、育児支援、
食事や環境に関する、保護者からの満足度は全体的に高い評価結果が得
られている。

保護者にアンケートを実施したり、個別相談や日々の会話の中で保護者や
子どもの意向を把握している。園長、主任、クラス担任、栄養士がそれぞれ
の立場で相談に応じており、出された意見や要望は、職員会議で検討し、園
で出来る限りは取り入れ、保育サービスの向上に努めている。保護者の希
望で縄跳び遊びを取り入れた事例もある。

全職員参加の会議で保育課題の発見や見直しが行われ、改善策を立て実
施している。個別の記録は統一した書式で整備されており、必要な情報は職
員会議で共有し、保育や保護者支援に生かしている。子どもの写真の掲載
については保護者の同意を得、個人記録は事務室の鍵付きロッカーで管理
する等、個人情報の保護に留意している。

年間行事や毎月の園だより、英会話教室のニュース等を取り入れたホーム
ページを作成、公開している。さらに、写真や絵を用いた情報誌ＳＵＮＳＵＮ
キッズやパンフレットを地域に提供し、利用者が情報を簡単に入手できる取
り組みを積極的に行っている。サービスの開始にあたり、入園のしおりや保
育内容が具体的に記載された資料を準備し説明している。

入園前に身体状況や生活状況、意向等を保護者から聞き取り、具体的な年
間指導計画、月間指導計画、週案を策定している。指導計画は保育課程に
基づき、子どもの実態に即した具体的なねらいや内容が作成され実施してい
る。



（別紙） 保育所

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、基本方針が確立されている。

Ⅰ-１-(１)-①　理念が明文化されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(１)-②　理念に基づく基本方針が明文化されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-１-(２)　理念や基本方針が周知されている。

Ⅰ-１-(２)-①　理念や基本方針が職員に周知されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(２)-②　理念や基本方針が利用者等に周知されている。 ａ・ⓑ・ｃ

 Ⅰ-２　事業計画の策定

第三者評価結果

　Ⅰ-２-(１)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-２-(１)-①　中・長期計画が策定されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(１)-②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されて
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-２-(２)　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ-２-(２)-①　事業計画の策定が組織的に行われている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(２)-②　事業計画が職員に周知されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(２)-③　事業計画が利用者等に周知されている。 ａ・ⓑ・ｃ

 Ⅰ-３　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

　Ⅰ-３-(１)　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ-３-(１)-①　管理者自らの役割と責任を職員に対して表明し
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３-(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。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-３-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅰ-３-(２)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３-(２)-②　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

評価細目の第三者評価結果



評価対象Ⅱ　組織の運営管理
 Ⅱ-１　経営状況の把握

第三者評価結果

　Ⅱ-１-(１)　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ-１-(１)-①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されてい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１-(１)-②　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１-(１)-③　外部監査が実施されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅱ-２　人材の確保・養成

第三者評価結果

　Ⅱ-２-(１)　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ-２-(１)-①　必要な人材に関する具体的なプランが確立して
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(１)-②　人事考課が客観的な基準に基づいて行われてい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-２-(２)　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-２-(２)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(２)-②　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-２-(３)　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ-２-(３)-①　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示され
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(３)-②　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(３)-③　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-２-(４)　実習生の受入れが適切に行われている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(４)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ



 Ⅱ-３　安全管理

第三者評価結果

　Ⅱ-３-(１)　利用者の安全を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-３-(１)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-３-(１)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-３-(１)-③　利用者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。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅱ-４　地域との交流と連携

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。

Ⅱ-４-(１)-①　利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(１)-②　事業所が有する機能を地域に還元している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(１)-③　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・ⓑ・ｃ

　Ⅱ-４-(２)　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-４-(２)-①　必要な社会資源を明確にしている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(２)-②　関係機関等との連携が適切に行われている。 ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-４-(３)　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-４-(３)-①　地域の福祉ニーズを把握している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(３)-②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われ
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

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。

Ⅲ-１-(１)-①　利用者を尊重したサービス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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(１)-②　利用者のプライバシー保護に関する規程・マ
ニュアル等を整備している。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-１-(２)　利用者満足の向上に努めている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(２)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ



　Ⅲ-１-(３)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(３)-①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(３)-②　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・ⓑ・ｃ

Ⅲ-１-(３)-③　利用者からの意見等に対して迅速に対応してい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅲ-２　サービスの質の確保

第三者評価結果

　Ⅲ-２-(１)　質の向上に向けた取組が組織的に行われている。

Ⅲ-２-(１)-①　サービス内容について定期的に評価を行う体制
を整備している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(１)-②　評価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。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-２-(２)　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ-２-(２)-①　提供するサービスについて標準的な実施方法が
文書化されサービスが提供されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(２)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-２-(３)　サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ-２-(３)-①　利用者に関するサービス実施状況の記録が適切
に行われている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(３)-②　利用者に関する記録の管理体制が確立してい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(３)-③　利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化
している。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅲ-３　サービスの開始・継続

第三者評価結果

　Ⅲ-３-(１)　サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ-３-(１)-①　利用希望者に対してサービス選択に必要な情報
を提供している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-３-(１)-②　サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意
を得ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-３-(２)　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

Ⅲ-３-(２)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ



 Ⅲ-４　サービス実施計画の策定

第三者評価結果

　Ⅲ-４-(１)　利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ-４-(１)-①　定められた手順に従ってアセスメントを行って
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-４-(２)　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-４-(２)-①　サービス実施計画を適切に策定している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-４-(２)-②　定期的にサービス実施計画の評価・見直しを
行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

評価対象Ⅳ　福祉サービス内容評価基準
 Ⅳ-１　保育所保育の基本

第三者評価結果

　Ⅳ-１-(１)　養護と教育の一体的展開

Ⅳ-１-(１)-①　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情に即した
保育課程を編成している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-②　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-③　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-④　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-⑤　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅳ-１-(２)　環境を通して行う保育 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-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ような人的・物的環境が整備されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(２)-②　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(２)-③　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人的・物的環境が整備され
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ



Ⅳ-１-(２)-④　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(２)-⑤　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅳ-１-(３)　職員の資質向上 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(３)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅳ-２　子どもの生活と発達

　Ⅳ-２-(１)　生活と発達の連続性 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(１)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(１)-②　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がみられる。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(１)-③　長時間にわたる保育のための環境が整備され、
保育の内容や方法に配慮がみられる。

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(２)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(２)-②　食事を楽しむことができる工夫をしている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(２)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(２)-④　健康診断・歯科健診の結果について、保護者や
職員に伝達し、それを保育に反映させている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅳ-２-(２)　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



　Ⅳ-２-(３)　健康及び安全の実施体制 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(３)-①　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(３)-②　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。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅳ-３　保護者に対する支援

　Ⅳ-３-(１)　家庭との緊密な連携 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-３-(１)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-３-(１)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-３-(１)-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、保護者と共通の理解を得るための機
会を設けている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-３-(１)-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。

ⓐ・ｂ・ｃ


