
様式第１号 

兵庫県福祉サービス第三者評価の結果 

 

１ 評価機関 

 

名   称 株式会社株式会社株式会社株式会社    第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価    

所 在 地 大阪市東淀川区東中島1-17-5 ステュデイオ新大阪 

評価実施期間 ２０１２年２月５日 ～ ２０１２年３月３０日 

 

２段階方式評価 

実地訪問調査日 ２０１２年 ３月２１日（水） 現場の保育サービスを中心に確認 

２０１２年 ３月 ５日（月） 評価基準を中心に確認 

評価調査者 ＨＦ０５－１－００９８  吉山 浩   （リーダー） 

ＨＦ０６－１－００１９  山田 奈津美 （メンバ－） 

ＨＦ１０－１－０００１  八巻 芳子 （報告書査読） 

ＨＦ１０－１－０００２  加藤 文雄 （報告書査読） 

ＨＦ０５－１－０１００  池上 裕子 （報告書査読） 

 

 

 

 

２ 福祉サービス事業者 概要 

 

事業所名称： いまふくゆうゆういまふくゆうゆういまふくゆうゆういまふくゆうゆう保育園保育園保育園保育園 種 別： 第２種社会福祉事業 児童福祉施設 保育園 

代表者氏名： 藤澤 純子 園長 

（竹田事務長、安部主任） 
開設年： 平成２１年 ４月１日 

経営主体： 社会福祉法人 来夢 定 員： ６０名 

所 在 地：〒 ６６０－０８１２  尼崎市今福１－２－２３ 

電話番号： ０６（４８６８）５８０６ ＦＡＸ番号： ０６（４８６８）５８０７ 

メール：   yuuyuu@wings-rokkoh.com http://amakko.net/amakko/user/6018/blog/showDetail.do 

 

 

３．理念・方針等 

 

    

保育理念保育理念保育理念保育理念            「「「「優優優優しさしさしさしさ保育保育保育保育」」」」    

    

人人人人をををを人人人人としてとしてとしてとして尊重尊重尊重尊重するするするする心心心心、、、、人人人人へのへのへのへの信頼感信頼感信頼感信頼感、、、、愛愛愛愛、、、、夢夢夢夢、、、、希望希望希望希望、、、、思思思思いやりいやりいやりいやり、、、、感謝感謝感謝感謝するするするする心心心心、、、、物物物物をををを大切大切大切大切にするにするにするにする心心心心などなどなどなど    

目目目目にはにはにはには見見見見えないえないえないえない物物物物のののの中中中中にににに大事大事大事大事なものがありなものがありなものがありなものがあり、、、、それがそれがそれがそれが優優優優しさにつながるとしさにつながるとしさにつながるとしさにつながると考考考考えるえるえるえる。。。。    

子子子子どもはどもはどもはどもは今今今今をををを最最最最もよくもよくもよくもよく生生生生きききき、、、、日日日日々々々々成長成長成長成長しししし、、、、未来未来未来未来へのへのへのへの可能性可能性可能性可能性をををを秘秘秘秘めためためためた夢夢夢夢のあるのあるのあるのある存在存在存在存在であるであるであるである。。。。    

子子子子どものどものどものどもの夢夢夢夢をををを育育育育んでいくんでいくんでいくんでいく周囲周囲周囲周囲のののの環境環境環境環境はははは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。    

子子子子どものどものどものどもの最善最善最善最善のののの利益利益利益利益をををを求求求求めめめめ、、、、保育園保育園保育園保育園がががが｢｢｢｢もうもうもうもう一一一一つのおつのおつのおつのお家家家家」」」」とととと思思思思えるようにえるようにえるようにえるように、、、、子子子子どもやどもやどもやどもや保護者保護者保護者保護者、、、、    

地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のののの「「「「居場所居場所居場所居場所]]]]となりとなりとなりとなり、、、、安心安心安心安心できるできるできるできる場場場場・・・・くつろげるくつろげるくつろげるくつろげる空間空間空間空間としてとしてとしてとして、、、、    

家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域とととと共共共共によりによりによりにより良良良良いいいい地域環境地域環境地域環境地域環境をををを創創創創っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。    

    



    

コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト：：：：    

    

＜＜＜＜自然自然自然自然とのとのとのとの対話対話対話対話＞＞＞＞        自然界自然界自然界自然界のののの事象事象事象事象・・・・現象現象現象現象    木木木木のぬくもりのぬくもりのぬくもりのぬくもり、、、、    いのちのいのちのいのちのいのちの尊尊尊尊ささささ    

＜＜＜＜もうもうもうもう一一一一つのおつのおつのおつのお家家家家＞＞＞＞    居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり    自己肯定感自己肯定感自己肯定感自己肯定感、、、、    自己自己自己自己をををを発揮発揮発揮発揮していきいきとしていきいきとしていきいきとしていきいきと遊遊遊遊べるべるべるべる場場場場    

＜＜＜＜食食食食するするするする楽楽楽楽しさしさしさしさ＞＞＞＞        食育食育食育食育（（（（収穫物収穫物収穫物収穫物、、、、料理活動料理活動料理活動料理活動）、）、）、）、    健康健康健康健康    

    

    

    

保育方針保育方針保育方針保育方針    「「「「子子子子どもをどもをどもをどもを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる、、、、認認認認めるめるめるめる、、、、大切大切大切大切にするにするにするにする」」」」ことをことをことをことを基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢にするにするにするにする。。。。    

 

○○○○    食食食食をををを通通通通してしてしてして、、、、食食食食べることのべることのべることのべることの大切大切大切大切ささささ、、、、楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、丈夫丈夫丈夫丈夫なななな身体身体身体身体へのへのへのへの関心関心関心関心をををを持持持持つようにするつようにするつようにするつようにする。。。。    

○○○○    おおおお互互互互いをいをいをいを認認認認めめめめ合合合合いいいい、、、、自分自分自分自分もももも友達友達友達友達もももも大切大切大切大切にににに思思思思えるえるえるえる感性感性感性感性をををを育育育育むむむむ。。。。    

○○○○    子子子子どものどものどものどもの主体性主体性主体性主体性とととと意欲意欲意欲意欲・・・・やるやるやるやる気気気気・・・・自主自主自主自主・・・・協調協調協調協調のののの態度態度態度態度をををを養養養養いいいい、、、、人人人人へのへのへのへの信頼感信頼感信頼感信頼感をををを培培培培いいいい、、、、    

人人人人とととと関関関関わるわるわるわる力力力力のののの基礎基礎基礎基礎をををを育育育育むむむむ。。。。    

○○○○    季節季節季節季節やややや自然自然自然自然のののの変化変化変化変化をををを感感感感じじじじ、、、、自然自然自然自然のののの中中中中でででで生生生生かされていることをかされていることをかされていることをかされていることを知知知知りりりり、、、、驚驚驚驚きききき、、、、発見発見発見発見、、、、不思議不思議不思議不思議さなどをさなどをさなどをさなどを    

通通通通してしてしてして、「、「、「、「生命生命生命生命のののの尊尊尊尊ささささ」」」」のののの意識意識意識意識をををを養養養養うううう。。。。    

○○○○    自己自己自己自己をををを表現表現表現表現しししし、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性をををを育育育育むむむむ。。。。    

○○○○    地域地域地域地域にににに開開開開かれたかれたかれたかれた保育園保育園保育園保育園をめざすをめざすをめざすをめざす。。。。    

 

 

 

 

４ 特に力を入れて取り組んでいる点 

 

 

＜＜＜＜食食食食するするするする楽楽楽楽しさしさしさしさ＞＞＞＞    

    食育食育食育食育        感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを持持持持ってってってって楽楽楽楽しくしくしくしく食食食食べるべるべるべる    

            ○○○○    収穫物収穫物収穫物収穫物                                                                        ○○○○    料理活動料理活動料理活動料理活動    

                    芋芋芋芋のののの苗植苗植苗植苗植ええええ～～～～収穫収穫収穫収穫                                                            ネギネギネギネギ焼焼焼焼きききき        夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜ののののカレーカレーカレーカレーづくりづくりづくりづくり    

                    夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜のののの苗植苗植苗植苗植ええええ～～～～収穫収穫収穫収穫                                                    焼焼焼焼きききき芋芋芋芋        ピザピザピザピザ        パンパンパンパン        クッキークッキークッキークッキー    

                    米作米作米作米作りりりり    稲稲稲稲～～～～稲穂稲穂稲穂稲穂～～～～稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり                                            さつまさつまさつまさつま芋芋芋芋のおのおのおのお焼焼焼焼きききき        バナナマフィンバナナマフィンバナナマフィンバナナマフィン    

    健康健康健康健康    

            ○○○○    生活生活生活生活リズムリズムリズムリズムをををを整整整整えるえるえるえる    

            ○○○○    運動遊運動遊運動遊運動遊びびびび（（（（年間年間年間年間をををを通通通通してしてしてして講師講師講師講師をををを招聘招聘招聘招聘しているしているしているしている））））    

                        サーキットサーキットサーキットサーキット遊遊遊遊びびびび    仲間仲間仲間仲間づくりのづくりのづくりのづくりの遊遊遊遊びびびび    

    

＜＜＜＜もうもうもうもう一一一一つのおつのおつのおつのお家家家家＞＞＞＞    

            ○○○○    情緒情緒情緒情緒のののの安定安定安定安定    

            ○○○○    クラスクラスクラスクラスのののの所属感所属感所属感所属感（（（（保育者保育者保育者保育者、、、、友達友達友達友達とととと一緒一緒一緒一緒でうれしいでうれしいでうれしいでうれしい。。。。安心安心安心安心してしてしてして過過過過ごすごすごすごす。）。）。）。）    

            ○○○○    好好好好きなきなきなきな遊遊遊遊びをびをびをびを十分十分十分十分にににに楽楽楽楽しむしむしむしむ。（。（。（。（自己肯定感自己肯定感自己肯定感自己肯定感））））    

            ○○○○    おおおお互互互互いをいをいをいを認認認認めめめめ合合合合いいいい育育育育ちちちち合合合合うううう仲間仲間仲間仲間（（（（みんなみんなみんなみんな違違違違ってってってって、、、、みんないいみんないいみんないいみんないい））））    

    

＜＜＜＜    自然自然自然自然とのとのとのとの対話対話対話対話＞＞＞＞    

            ○○○○    飼育飼育飼育飼育・・・・栽培栽培栽培栽培をををを通通通通していのちのしていのちのしていのちのしていのちの尊尊尊尊さをさをさをさを知知知知るるるる。。。。            ○○○○    自然事象自然事象自然事象自然事象・・・・現象現象現象現象にににに興味関心興味関心興味関心興味関心をををを持持持持つつつつ。。。。    

                    アゲハアゲハアゲハアゲハ蝶蝶蝶蝶のののの羽化羽化羽化羽化、、、、カブトムシカブトムシカブトムシカブトムシのののの幼虫幼虫幼虫幼虫～～～～成虫成虫成虫成虫    

                    死死死死んだときにいのちのんだときにいのちのんだときにいのちのんだときにいのちの尊尊尊尊さをさをさをさを伝伝伝伝えるえるえるえる。。。。    



 

「「「「大事大事大事大事にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと」」」」    「「「「子子子子どもをどもをどもをどもを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる、、、、認認認認めるめるめるめる、、、、大切大切大切大切にするにするにするにする」」」」ことをことをことをことを基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢にするにするにするにする。。。。    

    

○○○○    一人一人違一人一人違一人一人違一人一人違っていいっていいっていいっていい、、、、かけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない存在存在存在存在であることをであることをであることをであることを場面場面場面場面場面場面場面場面でででで伝伝伝伝えていくえていくえていくえていく。。。。    

○○○○    「「「「自分自分自分自分がされていやなことはがされていやなことはがされていやなことはがされていやなことは、、、、人人人人にしないにしないにしないにしない」」」」とととといういういういう人権人権人権人権のののの基本的基本的基本的基本的ななななルールルールルールルールをををを知知知知らせるらせるらせるらせる。。。。    

○○○○    自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情をををを育育育育むむむむ。（。（。（。（自己肯定感自己肯定感自己肯定感自己肯定感をもちをもちをもちをもち、、、、自分自分自分自分をををを大好大好大好大好きなきなきなきな子子子子どもにどもにどもにどもに））））    

○○○○    一人一人一人一人一人一人一人一人のののの育育育育ちをちをちをちを見見見見つめつめつめつめ、、、、心心心心をををを育育育育むむむむ。。。。    

○○○○    子子子子どもがどもがどもがどもが自己自己自己自己をををを発揮発揮発揮発揮しししし、、、、主体的主体的主体的主体的にににに生活生活生活生活やややや遊遊遊遊びができるようにびができるようにびができるようにびができるように、、、、環境環境環境環境をををを整整整整えるえるえるえる。。。。    

○○○○    乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期にににに、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい、、、、うれしいうれしいうれしいうれしい経験経験経験経験をたくさんできるようにするをたくさんできるようにするをたくさんできるようにするをたくさんできるようにする。。。。    

 

 

 

 

５．園児の状況に関する事項 （平成２４年１月１日現在） 

 

６か月未満 ６か月～１歳３か月未満 １歳３か月～２歳未満 ２歳児 ３歳児 

０名 ２名 １３名 １６名 ９名 

４歳児 ５歳児 ６歳児 合 計 

１０名 ９名 ８名 ６７名 

 

 

 

６．職員の状況に関する事項 （平成２４年１月１日現在） 

 

 

 総数 園長 事務長 主任 副主任 

常勤 １２名 １名 １名 １名 １名 

非常勤 ７名 ― ― ― ― 

 保育士 調理師（外部） 

常勤 ５名 ３名 

非常勤 ７名 ― 

 

 

 

 

７．ボランティアの受け入れ 

 

平成 23年度 ボランティアの受け入れ人数（延べ人数）  ４人 （内訳 栽培・園芸活動） 

 

 

８．実習生の受け入れ（後進の育成） 

    

平成 23年度 実習生の受け入れ人数（実数） 保育士   ２人 （短大 １人、専門学校 １人） 

 

 

 

 

 



９．サービス利用者からの意見等の聴取について 

 

 

○ 行事の際、意見・感想などを記入してもらう。 

（保育参加 年２回、 運動会、 みんなのお楽しみ会など） 

 

○ 保育参加では、給食の試食会を実施し、アンケートを記入していただく。 

 

○ 地域の子育て支援の保育体験事業（前期と後期で５回ずつ実施）において、終了後にアンケートを 

記入していただく。 

 

○ 意見箱を玄関に設けている。（用紙に記入していただき、箱に入れる。） 

 

 

 



１０．評価結果    

 

○ 総評    

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    特特特特にににに評価評価評価評価がががが高高高高いいいい点点点点    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

 
1）子ども・保護者・尼崎市のニーズに応え、平成21年 4月民営 
 

化移行後、毎年、利用者人数を増やし、公立保育園時34人で 
 
あったが、3年目の平成23年度には倍増の67人とし、尼崎市 
 
の待機児童削減に貢献されたこと 
 

 
2）平成24年 2月実施の保護者アンケートにて、対象家庭数50件 
 

全てにアンケート用紙を配布し、声掛け等を行い、その内 
 

40件を回収（回収率80％）し、保育園の総合評価という 
 
項目で、80％の保護者から”たいへん良い 又は 良い保育園” 
 
と評価された点 

 
 
3）園長の掲げる“優しさ保育”に共鳴する『子どもが好きな 
 

愛情豊かな保育士』と共に、地域になくてはならない 
 
保育園になろうと日々努力を続けている点 
 

 

 

 

 

 

 



※ 基準に照らし合わせると、改善が必要と思われる点 

 

① 会計に関する外部の専門家が行う会計管理体制の整備状況の確認、経営改善への活用を実施

され、法人運営の透明性を確保されることを期待します。 

 

② 職員のやる気を鼓舞する人事考課体制の仕組みの確立、及び その実施をされたら 

（園長が職員に期待している仕事の内容を、面接時に明確な書面で示す） 

如何でしょうか。 

 

③ 各個人の教育を受けた結果の記録は多々あり、各人は丁寧にその報告書を記載しています。

ただ反面、園全体の「研修計画」は、作成されていましたが、職員一人ひとりの「研修計画」

を確認出来ませんでした。全体計画から各個人の計画へ進化させては如何でしょうか。 

 

④ 安全面で、「ヒヤリハット」、「再発防止」、「未然防止」の要因の分析（何故、なぜ、ナゼ）、 

及び その除去を三徹（徹頭・徹尾・徹底）される事を期待します。 

 

⑤ 個別に改善は実施されていますが、「改善計画書」を確認できませんでした。 

Ｐ（Plan・計画策定）→Ｄ（Do・実行）→Ｃ（Check・評価）→Ａ（Act・見直し） 

の流れが見える、『誰が、いつまでに、どうするのか』をあらかじめ決めた一覧性の 

ある「改善計画書」を作成されては如何でしょうか。 

 

⑥ 「マニュアル」を定期的に見直した事（内容の変更の有無に関わらず）が、 

客観的に分かるよう工夫されては如何でしょうか 

 

 

以上 

 

 



第三者評価結果に対する事業者のコメント 

 

 

第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価をををを受受受受けるにあたってはけるにあたってはけるにあたってはけるにあたっては、、、、尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市のののの強強強強いいいい意向意向意向意向によりによりによりにより受受受受けることになりまけることになりまけることになりまけることになりま

したがしたがしたがしたが、、、、日頃日頃日頃日頃のののの保育内容保育内容保育内容保育内容やややや運営面運営面運営面運営面をををを振振振振りりりり返返返返るるるる良良良良いいいい機会機会機会機会になりまになりまになりまになりましたしたしたした。。。。    

今今今今までもまでもまでもまでも職員会議職員会議職員会議職員会議やまとめのやまとめのやまとめのやまとめの会議会議会議会議のののの中中中中でででで保育保育保育保育のののの振振振振りりりり返返返返りのりのりのりの機会機会機会機会をををを作作作作っているつもっているつもっているつもっているつも

りでしたがりでしたがりでしたがりでしたが、、、、いざいざいざいざチェックシートチェックシートチェックシートチェックシートのののの項目項目項目項目をををを考考考考えるにあたってえるにあたってえるにあたってえるにあたって、、、、もうもうもうもう一度日一度日一度日一度日々々々々のののの保保保保

育実践育実践育実践育実践をををを職員職員職員職員１１１１人人人人ひとりがひとりがひとりがひとりが考考考考えてみることでえてみることでえてみることでえてみることで、、、、各各各各クラスクラスクラスクラスやややや給食室給食室給食室給食室にとどまらないにとどまらないにとどまらないにとどまらない

でででで園全体園全体園全体園全体のののの保育保育保育保育をををを広広広広くくくく深深深深くくくく見直見直見直見直すすすす論議論議論議論議ができたことがができたことがができたことがができたことが大大大大きなきなきなきな力力力力になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

合合合合わせてわせてわせてわせて諸規定諸規定諸規定諸規定やややや各種各種各種各種マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの整理整理整理整理やややや文章文章文章文章のののの記録記録記録記録にいたるまでもにいたるまでもにいたるまでもにいたるまでも見直見直見直見直すすすす機会機会機会機会

になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

第三者評価調査者第三者評価調査者第三者評価調査者第三者評価調査者のののの方方方方からのからのからのからの意見意見意見意見やややや保護者保護者保護者保護者のののの方方方方からのごからのごからのごからのご意見意見意見意見もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて真摯真摯真摯真摯にににに受受受受

けけけけ止止止止めめめめ今後今後今後今後のののの保育運営保育運営保育運営保育運営にににに生生生生かしていきたいとかしていきたいとかしていきたいとかしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

 

 

 

○ 各評価項目に係る第三者評価結果 （別紙１） 

 

○ 各評価項目に係る評価結果グラフ （別紙２） 

 



（別紙１） 

評価細目の第三者評価結果 

 

    

【【【【基準の説明  ａａａａ目標目標目標目標となるとなるとなるとなる高高高高いいいいレベルレベルレベルレベル ｂｂｂｂ一般的一般的一般的一般的ななななレベルレベルレベルレベル cccc 改善改善改善改善のののの機会機会機会機会    】】】】 
 

 

 

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、基本方針を確立している。  

Ⅰ-１-(1)-① 理念を明文化している。 ａａａａ     

Ⅰ-１-(1)-② 理念に基づく基本方針を明文化している。 ａａａａ 

Ⅰ-１-(2)  理念や基本方針を周知している。  

 Ⅰ-１-(2)-① 理念や基本方針を職員及び利用者やその家族等に周知している。 ａａａａ 

 

特記事項 

 

理念理念理念理念、、、、方針方針方針方針はははは、ＨＰ、、ＨＰ、、ＨＰ、、ＨＰ、「「「「保育園保育園保育園保育園のしおりのしおりのしおりのしおり」」」」、、、、「「「「保育過程保育過程保育過程保育過程」」」」等等等等にににに記載記載記載記載しておりしておりしておりしており、、、、職員職員職員職員にににに

はははは、、、、年度当初年度当初年度当初年度当初・・・・途中採用時途中採用時途中採用時途中採用時にににに説明説明説明説明したりしたりしたりしたり、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議でもでもでもでも教育教育教育教育していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、理理理理

念念念念、、、、方針方針方針方針をををを記載記載記載記載したしたしたした『『『『カードカードカードカード』』』』をををを各人各人各人各人がががが持持持持っておりっておりっておりっており、、、、周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底していますしていますしていますしています。。。。    

訪問当日訪問当日訪問当日訪問当日、、、、複数複数複数複数のののの方方方方にににに、、、、理念理念理念理念・・・・方針方針方針方針ををををヒアリングヒアリングヒアリングヒアリングしししし、、、、主旨主旨主旨主旨のののの理解度理解度理解度理解度をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

保護者保護者保護者保護者にはにはにはには、、、、図図図図やややや絵柄等絵柄等絵柄等絵柄等でわかりやすいでわかりやすいでわかりやすいでわかりやすい資料資料資料資料にしにしにしにし、、、、配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。 

 

 

 

 

Ⅰ－２ 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を明確にしている。  

Ⅰ-２-(1)-① 中・長期計画を策定している。 ａａａａ 
 

Ⅰ-２-(1)-② 中・長期計画を踏まえた事業計画を策定している。 ａａａａ 

Ⅰ-２-(2) 計画を適切に策定している。  

Ⅰ-２-(2)-① 計画の策定を組織的に行っている。 ａａａａ  

 Ⅰ-２-(2)-② 計画を職員や利用者に周知している。 ａａａａ 

 

 



 

特記事項 

 

「「「「３３３３～～～～５５５５年年年年    中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画」」」」をををを確認確認確認確認しししし、、、、平成平成平成平成23232323年度実施済年度実施済年度実施済年度実施済みみみみ①①①①収納家具収納家具収納家具収納家具のののの増設増設増設増設、、、、        

②②②②主任主任主任主任・・・・副主任体制構築副主任体制構築副主任体制構築副主任体制構築、、、、③③③③太鼓太鼓太鼓太鼓、、、、安全用安全用安全用安全用クッションクッションクッションクッション材材材材、、、、防災用防災用防災用防災用テントテントテントテントのののの購入購入購入購入、、、、

④④④④おおおお餅餅餅餅つきつきつきつき実施実施実施実施、、、、⑤⑤⑤⑤地域病院地域病院地域病院地域病院マップマップマップマップ作成等作成等作成等作成等がががが予定通予定通予定通予定通りりりり実施実施実施実施されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

平成平成平成平成24242424年度年度年度年度にはにはにはには、、、、①①①①国国国国のののの保育士配置基準保育士配置基準保育士配置基準保育士配置基準＋＋＋＋2222人人人人、、、、②②②②安全用安全用安全用安全用にににに「「「「飛飛飛飛びびびび出出出出しししし注意注意注意注意」」」」ポポポポ

ストストストスト購入購入購入購入、、、、③③③③オレンジリボンオレンジリボンオレンジリボンオレンジリボン運動参画運動参画運動参画運動参画、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度にはにはにはには、、、、①①①①男性保育士男性保育士男性保育士男性保育士のののの採用採用採用採用、、、、

②②②②内部監査内部監査内部監査内部監査のののの開始開始開始開始、、、、③③③③太陽光太陽光太陽光太陽光パネルパネルパネルパネルのののの設置等設置等設置等設置等をををを計画計画計画計画されていますされていますされていますされています。。。。    

「「「「事業計画事業計画事業計画事業計画」、「」、「」、「」、「職員会議職員会議職員会議職員会議----議事録議事録議事録議事録」「」「」「」「理事会理事会理事会理事会----議事録議事録議事録議事録（（（（5/205/205/205/20付付付付けけけけ）」）」）」）」にてにてにてにて、、、、適切適切適切適切にににに振振振振

返返返返りがりがりがりが実施実施実施実施されているされているされているされている事事事事をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

またまたまたまた、、、、年度末年度末年度末年度末のののの3/303/303/303/30にににに理事会理事会理事会理事会をををを予定予定予定予定されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

    

 



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) 管理者の責任を明確にしている。  

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。 ａａａａ 
 

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。 ａａａａ 

Ⅰ-３-(2) 管理者のリーダーシップを発揮している。  

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。 ａａａａ  

 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。 ａａａａ 
 

 

特記事項 

 

「「「「仕事仕事仕事仕事のののの役割分担表役割分担表役割分担表役割分担表」」」」にてにてにてにて管理職管理職管理職管理職のののの表明表明表明表明やややや、「、「、「、「遵守遵守遵守遵守しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない法令一覧法令一覧法令一覧法令一覧

表表表表（（（（2009.4.12009.4.12009.4.12009.4.1）」）」）」）」のののの職員職員職員職員へのへのへのへの周知周知周知周知、、、、及及及及びびびび見直見直見直見直しがしがしがしが2012201220122012年年年年2222月月月月29292929日日日日（（（（水水水水））））にににに実施実施実施実施されされされされ

たたたた事事事事をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上のためのためのためのため、、、、年年年年1111回保育園回保育園回保育園回保育園のののの自己評価自己評価自己評価自己評価をををを実施実施実施実施しししし、、、、保育課題保育課題保育課題保育課題をををを

明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、職員職員職員職員とのとのとのとのヒヤリングヒヤリングヒヤリングヒヤリングをををを行行行行いいいい、、、、毎月毎月毎月毎月、、、、カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム会議会議会議会議をををを行行行行いいいい、、、、取組取組取組取組んんんん

でいますでいますでいますでいます。。。。    

またまたまたまた、「、「、「、「日日日日々々々々のののの職員配置職員配置職員配置職員配置一覧表一覧表一覧表一覧表」」」」がががが、、、、事務室事務室事務室事務室にににに掲示掲示掲示掲示されておりされておりされておりされており、、、、業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化、、、、

体制体制体制体制をををを明確明確明確明確にしていましたにしていましたにしていましたにしていました。。。。    

    

 

 



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を的確に把握している。 ａａａａ 

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。 ａａａａ  

Ⅱ-１-(1)-③ 外部監査等を実施している。 cccc    
 

 

特記事項 

 

経営環境経営環境経営環境経営環境のののの変化変化変化変化をををを察知察知察知察知するためにするためにするためにするために、、、、尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市のののの保育園保育園保育園保育園でででで組織組織組織組織するするするする園長会園長会園長会園長会へのへのへのへの加入加入加入加入

やややや経営経営経営経営コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントがががが主催主催主催主催するするするする勉強会勉強会勉強会勉強会にににに参加参加参加参加するなどするなどするなどするなど、、、、経営状況経営状況経営状況経営状況のののの分析分析分析分析やややや課課課課

題題題題をををを発見発見発見発見するするするする努力努力努力努力をしてをしてをしてをしていますいますいますいます。。。。    

公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士、、、、監査法人監査法人監査法人監査法人によるによるによるによる外部監査外部監査外部監査外部監査はははは実施実施実施実施されていませんでしたされていませんでしたされていませんでしたされていませんでしたがががが、、、、外部外部外部外部のののの

税理士税理士税理士税理士によるによるによるによる決算決算決算決算はははは実施実施実施実施されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス評価評価評価評価でででで言言言言うところのうところのうところのうところの外部監査外部監査外部監査外部監査はははは、、、、平成平成平成平成22222222年度年度年度年度のののの改訂改訂改訂改訂によりによりによりにより以下以下以下以下のようにのようにのようにのように    

まとめられましたまとめられましたまとめられましたまとめられました。。。。    

『『『『公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士、、、、監査法人監査法人監査法人監査法人がががが実施実施実施実施するものだけでなくするものだけでなくするものだけでなくするものだけでなく、、、、税理士税理士税理士税理士そのそのそのその他他他他のののの会計会計会計会計にににに関関関関するするするする外部外部外部外部

のののの専門家専門家専門家専門家がががが行行行行うううう会計管理体制会計管理体制会計管理体制会計管理体制のののの整備状況整備状況整備状況整備状況のののの確認確認確認確認もももも含含含含まれまれまれまれ、、、、法人運営法人運営法人運営法人運営のののの透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保がががが    

目的目的目的目的でででで、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを経営改善経営改善経営改善経営改善にににに活用活用活用活用しているかしているかしているかしているか否否否否かをかをかをかを評価評価評価評価するものするものするものするもの』』』』    

何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで、、、、透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保、、、、経営改善経営改善経営改善経営改善のののの活用手段活用手段活用手段活用手段としてとしてとしてとして、、、、外部監査外部監査外部監査外部監査をををを実施実施実施実施ささささ

れることをれることをれることをれることを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ－２ 人材の確保・養成 

 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(1) 人事管理の体制を整備している。  

Ⅱ-２-(1)-① 必要な人材に関する具体的なプランを確立している。 ａａａａ 
 

Ⅱ-２-(1)-② 人事考課は客観的な基準に基づいて行っている。 ｂｂｂｂ    
Ⅱ-２-(2) 職員の就業状況に配慮している。  

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を構築

している。 
ａａａａ  

 
Ⅱ-２-(2)-② 福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。 ａａａａ 

Ⅱ-２-(3) 職員の質の向上に向けた体制を確立している。  

Ⅱ-２-(3)-① 職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示している。 ａａａａ 

Ⅱ-２-(3)-② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画を策定し、計画に

基づいて具体的な取組を行っている。 
ｂｂｂｂ  

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。 ｂｂｂｂ 

Ⅱ-２-(4) 実習生の受け入れを適切に行っている。  

Ⅱ-２-(4)-① 実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし体制を整備して

いる。 
ａａａａ 

 

Ⅱ-２-(4)-② 実習生の育成について積極的な取組を行っている。 ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

園長園長園長園長はははは、、、、人事考課人事考課人事考課人事考課のののの目的目的目的目的やややや効果効果効果効果をををを理解理解理解理解しておりしておりしておりしており、、、、主任主任主任主任・・・・副主任副主任副主任副主任とととと「「「「自己申告表自己申告表自己申告表自己申告表」」」」

ををををベースベースベースベースにににに話合話合話合話合いをいをいをいを実施実施実施実施済済済済みでしたがみでしたがみでしたがみでしたが、、、、職員職員職員職員とのとのとのとの面談面談面談面談はははは、、、、まだまだまだまだ実施実施実施実施されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、

（（（（3/223/223/223/22----27272727予定予定予定予定））））、、、、訪問日現在訪問日現在訪問日現在訪問日現在ではではではでは、、、、完結完結完結完結していませんでしたしていませんでしたしていませんでしたしていませんでした。。。。    

これをこれをこれをこれを機機機機にににに、、、、職員職員職員職員のやるのやるのやるのやる気気気気をををを鼓舞鼓舞鼓舞鼓舞するするするする人事考課体制人事考課体制人事考課体制人事考課体制をををを模索模索模索模索しながらしながらしながらしながら構築構築構築構築されるされるされるされる事事事事

をををを期待致期待致期待致期待致しますしますしますします。。。。    

各職員各職員各職員各職員のののの質質質質のののの向上向上向上向上のののの為為為為、、、、園園園園外研修外研修外研修外研修へのへのへのへの参加参加参加参加はははは活発活発活発活発にににに行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、奨励奨励奨励奨励もされてもされてもされてもされて

いますいますいますいます。。。。ただただただただ反面反面反面反面、、、、園全体園全体園全体園全体のののの「「「「研修研修研修研修計画書計画書計画書計画書」」」」はははは作成作成作成作成されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、職員一人職員一人職員一人職員一人ひひひひ

とりのとりのとりのとりの「「「「研修研修研修研修計画書計画書計画書計画書」」」」はははは確認確認確認確認できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした。。。。    

またまたまたまた、、、、年度年度年度年度のののの途中途中途中途中でそのでそのでそのでその園全体園全体園全体園全体でででで「「「「研修研修研修研修計画計画計画計画書書書書」」」」をををを見直見直見直見直したしたしたした事事事事がががが客観的証拠客観的証拠客観的証拠客観的証拠でででで確確確確

認認認認できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした。。。。    

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度のののの実習生実習生実習生実習生（（（（後進後進後進後進のののの育成育成育成育成））））のののの受受受受けけけけ入入入入れはれはれはれは、、、、２２２２人人人人でしたでしたでしたでした。。。。    

 



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を行っている。  

Ⅱ-３-(1)-① 緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応など利用者の安全確保

のための体制を整備し機能している。 
ａａａａ     

Ⅱ-３-(1)-② 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。 ｂｂｂｂ 

 

 

特記事項 

 

緊急時緊急時緊急時緊急時（（（（事故事故事故事故、、、、感染症感染症感染症感染症のののの発生時発生時発生時発生時などなどなどなど））））のののの子子子子どものどものどものどもの安全確保安全確保安全確保安全確保ははははクラスクラスクラスクラス担当者担当者担当者担当者をををを中心中心中心中心にににに

行行行行いいいい、、、、保育課程保育課程保育課程保育課程「「「「健康健康健康健康・・・・安全安全安全安全にににに関関関関するするするする留意事項留意事項留意事項留意事項」、「」、「」、「」、「危機管理危機管理危機管理危機管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」をををを基基基基にににに、、、、

全職員全職員全職員全職員がががが子子子子どものどものどものどもの安全確保安全確保安全確保安全確保をををを最優先最優先最優先最優先にににに行動行動行動行動するするするする体制体制体制体制となっていますとなっていますとなっていますとなっています。「。「。「。「事故報告書事故報告書事故報告書事故報告書

」、「」、「」、「」、「ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット報告報告報告報告」」」」はははは何枚何枚何枚何枚かかかか記載記載記載記載されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、『『『『ハインリッヒハインリッヒハインリッヒハインリッヒのののの法則法則法則法則』』』』----    

（（（（大大大大きなきなきなきな事故事故事故事故：：：：小小小小さなさなさなさな事故事故事故事故：：：：ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリとしたとしたとしたとした経験経験経験経験：：：：1111：：：：29292929：：：：270270270270））））をををを頭頭頭頭にににに入入入入れれれれ、、、、それらのそれらのそれらのそれらの要因要因要因要因のののの

分析分析分析分析（（（（何故何故何故何故、、、、なぜなぜなぜなぜ、、、、ナゼナゼナゼナゼ）、）、）、）、及及及及びびびび    そのそのそのその除去除去除去除去をををを三徹三徹三徹三徹（（（（徹頭徹頭徹頭徹頭・・・・徹尾徹尾徹尾徹尾・・・・徹底徹底徹底徹底））））されるされるされるされる事事事事

をををを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、下記下記下記下記のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    【【【【保育園保育園保育園保育園のののの状況状況状況状況】】】】    ““““どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない””””            

及及及及びびびび““““いいえいいえいいえいいえ””””のののの数値数値数値数値にににに配慮配慮配慮配慮してごしてごしてごしてご対応対応対応対応いただければいただければいただければいただければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。 

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋        【【【【保育園保育園保育園保育園のののの状況状況状況状況】】】】    

④④④④    子子子子どものどものどものどもの事故防止事故防止事故防止事故防止やややや保育環境保育環境保育環境保育環境をををを整備整備整備整備するためのするためのするためのするための施設施設施設施設のののの改善改善改善改善・・・・補修補修補修補修がががが    

適切適切適切適切にににに行行行行われているとわれているとわれているとわれていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい33331111（（（（77.577.577.577.5％）％）％）％）    どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない    7777（（（（11117.57.57.57.5％）％）％）％）    いいえいいえいいえいいえ    1111（（（（2.52.52.52.5％）％）％）％）    未記入未記入未記入未記入1111    

    

 

 

 



Ⅱ－４ 地域との交流と連携 

 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(1) 地域との関係を適切に確保している。  

Ⅱ-４-(1)-① 利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 ａａａａ 

Ⅱ-４-(1)-②  事業所が有する機能を地域に還元している。 ａａａａ  

Ⅱ-４-(1)-③  ボランティア受け入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。 ａａａａ 

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携を確保している。  

Ⅱ-４-(2)-① 必要な社会資源を明確にしている。 ａａａａ  

 Ⅱ-４-(2)-② 関係機関等との連携を適切に行っている。 ａａａａ 

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、事業・活動を行っている。 ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

職員職員職員職員はははは、、、、地域地域地域地域のののの人人人人にににに笑顔笑顔笑顔笑顔でででで挨拶挨拶挨拶挨拶をををを交交交交わすわすわすわす事事事事をををを心掛心掛心掛心掛けておりけておりけておりけており、、、、近隣近隣近隣近隣ののののＩＩＩＩ団地団地団地団地のののの住民住民住民住民とのとのとのとの餅餅餅餅

つきつきつきつき大会大会大会大会のののの実施実施実施実施（（（（23232323年年年年12121212月月月月8888日木曜日日木曜日日木曜日日木曜日）、）、）、）、地域地域地域地域のののの老人老人老人老人とととと保育園児保育園児保育園児保育園児とのとのとのとの交流事業等交流事業等交流事業等交流事業等、、、、地域地域地域地域にににに

溶溶溶溶けけけけ込込込込むむむむ努力努力努力努力をしていますをしていますをしていますをしています。。。。またまたまたまた、、、、中学生中学生中学生中学生のののの””””トライトライトライトライやるやるやるやるウイークウイークウイークウイーク””””、、、、高校生高校生高校生高校生のののの職業体職業体職業体職業体

験験験験のののの受受受受けけけけ入入入入れもれもれもれも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

『『『『ボランティアボランティアボランティアボランティア受受受受けけけけ入入入入れれれれマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』をををを作成作成作成作成しししし、、、、栽培栽培栽培栽培・・・・園芸活動園芸活動園芸活動園芸活動ををををおおおお手伝手伝手伝手伝いしてもらっいしてもらっいしてもらっいしてもらっ

ていていていていますますますます。。。。 

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの受入受入受入受入れれれれ人数人数人数人数（（（（延延延延べべべべ））））    ４４４４人人人人    （（（（栽培栽培栽培栽培・・・・園芸活動園芸活動園芸活動園芸活動））））    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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を明示している。  

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。 
ａａａａ 

 

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。 ａａａａ 

Ⅲ-１-(2) 利用者満足の向上に努めている。  

 Ⅲ-１-(2)-① 利用者の意向の把握と満足の向上への活用に取り組んでいる。 ａａａａ 

Ⅲ-１-(3) 利用者が意見等を述べやすい体制を確保している。  

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。 ａａａａ 

Ⅲ-１-(3)-② 苦情解決の仕組みを確立し十分に周知・機能している。 ａａａａ  

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。 ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

子子子子どもどもどもども・・・・保護者保護者保護者保護者をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした保育保育保育保育がががが実施実施実施実施されておりされておりされておりされており、、、、プライバシープライバシープライバシープライバシー（（（（羞恥心羞恥心羞恥心羞恥心））））にににに配慮配慮配慮配慮しししし

たたたた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが実実実実施施施施されていますされていますされていますされています。。。。    

玄関玄関玄関玄関にににに意見箱意見箱意見箱意見箱をををを設置設置設置設置、、、、玄関横玄関横玄関横玄関横のののの職員室職員室職員室職員室をををを相談相談相談相談ののののスペーススペーススペーススペースをををを用意用意用意用意していますしていますしていますしています。。。。    

苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決のののの仕組仕組仕組仕組みはみはみはみは、『、『、『、『社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業のののの経営者経営者経営者経営者によるによるによるによる福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするする苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決のののの

仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの指針指針指針指針（（（（厚生省児童家庭局長厚生省児童家庭局長厚生省児童家庭局長厚生省児童家庭局長    平成平成平成平成12121212 年年年年6666 月月月月7777 日日日日）』）』）』）』のののの沿沿沿沿ったったったった形形形形でででで実施実施実施実施されてされてされてされて

おりおりおりおり、、、、苦情解決責任者苦情解決責任者苦情解決責任者苦情解決責任者をををを園長園長園長園長、、、、苦情受付担当者苦情受付担当者苦情受付担当者苦情受付担当者をををを主任主任主任主任、、、、第三者委員第三者委員第三者委員第三者委員にににに外部外部外部外部のののの 3333 名名名名でででで        

体制整備体制整備体制整備体制整備しておりしておりしておりしており、、、、園内掲示園内掲示園内掲示園内掲示もされていますもされていますもされていますもされています。。。。    

今回今回今回今回、、、、評価機関評価機関評価機関評価機関ののののルールルールルールルールにににに沿沿沿沿ってってってって保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート（（（（時期時期時期時期    2222月月月月））））をををを実施実施実施実施、、、、（（（（園児園児園児園児    67676767

人人人人、、、、総家庭数総家庭数総家庭数総家庭数    50505050家族家族家族家族、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート回収回収回収回収    40404040件件件件、、、、回回回回収率収率収率収率    80808080％％％％））））、、、、保護者保護者保護者保護者のののの高高高高いいいい満足度満足度満足度満足度

をををを示示示示していましていましていましていましたしたしたした。。。。（（（（別添別添別添別添    アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果----参照参照参照参照））））    

ただただただただ反面反面反面反面、、、、下記下記下記下記のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    【【【【相談相談相談相談】】】】のののの    ““““どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない””””““““いいいいいいいい

ええええ””””のののの数値数値数値数値にににに配慮配慮配慮配慮されたされたされたされた対応対応対応対応もももも望望望望まれるところですまれるところですまれるところですまれるところです。。。。 

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋        【【【【相談相談相談相談】】】】    

⑧⑧⑧⑧    おおおお子子子子さんにさんにさんにさんに関関関関するするするする悩悩悩悩みやみやみやみや不安不安不安不安などについてなどについてなどについてなどについて、、、、担任保育士担任保育士担任保育士担任保育士やややや園長園長園長園長にににに気軽気軽気軽気軽にににに相談相談相談相談    

できるできるできるできる雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気・・・・態度態度態度態度がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？        



→→→→    はいはいはいはい    32323232（（（（80808080％）％）％）％）    どちらどちらどちらどちらともいえともいえともいえともいえないないないない    6666（（（（11115555％）％）％）％）    いいえいいえいいえいいえ    1111    未記入未記入未記入未記入    1111    

    

 



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を組織的に行っている。  

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。 ａａａａ 

Ⅲ-２-(1)-② 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ている。 ａａａａ  

Ⅲ-２-(1)-③ 課題に対する改善策・改善計画を立て実施している。 ｂｂｂｂ 

Ⅲ-２-(2) 個々のサービスの標準的な実施方法を確立している。  

Ⅲ-２-(2)-① 個々のサービスについて標準的な実施方法を文書化しサービスを提供している。 ａａａａ  

 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を確立している。 ａａａａ 

Ⅲ-２-(3) サービス実施の記録を適切に行っている。  

Ⅲ-２-(3)-① 利用者に関するサービス実施状況の記録を適切に行っている。 ａａａａ 

Ⅲ-２-(3)-② 利用者に関する記録の管理体制を確立している。 ａａａａ  

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。 ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの改善改善改善改善はははは、、、、園長園長園長園長がががが職員職員職員職員とととと個人面談個人面談個人面談個人面談やややや毎月毎月毎月毎月のののの「「「「カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム会議会議会議会議」」」」でででで、、、、職職職職

員員員員のののの意見意見意見意見、、、、提案提案提案提案をををを聞聞聞聞いいいいたりたりたりたり、、、、年年年年２２２２回回回回、、、、保育保育保育保育士士士士のののの自己評価自己評価自己評価自己評価をををを分析分析分析分析しししし、、、、保育園保育園保育園保育園のののの自己評価自己評価自己評価自己評価

につなげにつなげにつなげにつなげ、、、、課題課題課題課題のののの文書化文書化文書化文書化、、、、共有化共有化共有化共有化をををを図図図図りりりり、、、、新年度新年度新年度新年度のののの会議会議会議会議でででで改善策改善策改善策改善策をををを立立立立てててて実施実施実施実施していしていしていしていまままま

すすすす。（。（。（。（平成平成平成平成23232323年度年度年度年度はははは、、、、新新新新たにたにたにたに運動遊運動遊運動遊運動遊びをびをびをびを取取取取りりりり入入入入れれれれていますていますていますています））））    

２２２２月実施月実施月実施月実施のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケートでででで浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がったがったがったがった保護者保護者保護者保護者からのからのからのからの要望要望要望要望のののの１１１１つつつつ、、、、““““災害時災害時災害時災害時のののの    

非難等非難等非難等非難等のののの対応対応対応対応””””ついてはついてはついてはついては、、、、直直直直ぐにぐにぐにぐに、、、、玄関掲示板玄関掲示板玄関掲示板玄関掲示板でででで返答返答返答返答されましたされましたされましたされました。。。。しかししかししかししかし、、、、他他他他にもにもにもにも対対対対    

応応応応するかするかするかするか否否否否かかかか検討検討検討検討をををを進進進進めためためためた結果結果結果結果、、、、工夫工夫工夫工夫しししし時間時間時間時間をををを掛掛掛掛けてけてけてけて何何何何らかのらかのらかのらかの対応対応対応対応されるされるされるされる事事事事もあろうもあろうもあろうもあろう    

かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような際際際際にににに活用活用活用活用するするするする「「「「改善計画書改善計画書改善計画書改善計画書」」」」をををを確認確認確認確認できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした。。。。    

Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ（PlanPlanPlanPlan・・・・計画策定計画策定計画策定計画策定））））→→→→Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ（DoDoDoDo・・・・実行実行実行実行））））→→→→Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（CheckCheckCheckCheck・・・・評価評価評価評価））））→→→→Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（ActActActAct・・・・見直見直見直見直しししし））））    

のののの流流流流れがれがれがれが見見見見ええええ、『、『、『、『誰誰誰誰がががが、、、、いつまでにいつまでにいつまでにいつまでに、、、、どうするのかどうするのかどうするのかどうするのか』』』』をあらかじめをあらかじめをあらかじめをあらかじめ決決決決めためためためた一覧性一覧性一覧性一覧性のののの    

あるあるあるある「「「「改善計画書改善計画書改善計画書改善計画書」」」」をををを作成作成作成作成されてはされてはされてはされては如何如何如何如何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

またまたまたまた、、、、園庭園庭園庭園庭はははは広広広広くありませんのでくありませんのでくありませんのでくありませんので、、、、保育園保育園保育園保育園からからからから園児園児園児園児たちのたちのたちのたちの徒歩圏内徒歩圏内徒歩圏内徒歩圏内にあるにあるにあるにある複数複数複数複数のののの公園公園公園公園

にににに頻繁頻繁頻繁頻繁にににに((((週週週週2222～～～～3333回回回回））））おおおお散歩散歩散歩散歩にににに出出出出かけていますかけていますかけていますかけています。。。。よくおよくおよくおよくお散歩散歩散歩散歩にににに出出出出かけるのはかけるのはかけるのはかけるのは一番近一番近一番近一番近くくくく

にあるにあるにあるにある今福公園今福公園今福公園今福公園、、、、そのほかにもそのほかにもそのほかにもそのほかにも常光寺南常光寺南常光寺南常光寺南、、、、長洲長洲長洲長洲、、、、小田南小田南小田南小田南、、、、奥奥奥奥のののの坊公園坊公園坊公園坊公園などですなどですなどですなどです。。。。年齢年齢年齢年齢

やややや園児園児園児園児たちのたちのたちのたちの発達発達発達発達にににに合合合合わせてわせてわせてわせて行行行行きききき先先先先をををを変変変変えていますえていますえていますえています。。。。年中年中年中年中さんやさんやさんやさんや年長年長年長年長さんはさんはさんはさんはアスレチアスレチアスレチアスレチ

ックックックックややややブランコブランコブランコブランコ、、、、サッカーサッカーサッカーサッカーができるができるができるができる公園公園公園公園、、、、またまたまたまた1111歳児歳児歳児歳児やややや2222歳児歳児歳児歳児のののの小小小小さなさなさなさな園児園児園児園児たちにはたちにはたちにはたちには広広広広



場場場場やややや砂場砂場砂場砂場がありがありがありがあり、、、、またまたまたまた安全安全安全安全にににに遊遊遊遊べるべるべるべる公園公園公園公園をををを選選選選んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。公園公園公園公園ではではではでは設置設置設置設置されたされたされたされた遊具遊具遊具遊具やややや

砂場砂場砂場砂場をををを利用利用利用利用するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、、、、季節季節季節季節にににに合合合合わせてわせてわせてわせてセミセミセミセミとりとりとりとり、、、、秋秋秋秋のののの虫虫虫虫とりとりとりとり、、、、季節季節季節季節のののの花花花花のののの観察観察観察観察

たこあげなどたこあげなどたこあげなどたこあげなど時期時期時期時期にににに合合合合わせたわせたわせたわせた活動活動活動活動をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

    

2222月実施月実施月実施月実施のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケートのののの設問設問設問設問        ⑰⑰⑰⑰散歩等散歩等散歩等散歩等でででで戸外戸外戸外戸外にでるにでるにでるにでる機会機会機会機会がががが多多多多いですかいですかいですかいですか？？？？    

→→→→回答回答回答回答        はいはいはいはい26262626（（（（65656565％）、％）、％）、％）、どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない13131313（（（（32.532.532.532.5％）％）％）％）、、、、いいえいいえいいえいいえ1111（（（（2.52.52.52.5％）％）％）％）    

““““どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない””””    というというというという回答回答回答回答がががが、、、、他他他他のののの設問設問設問設問にににに比比比比べべべべ、、、、多多多多くありましたくありましたくありましたくありました。。。。    

回数回数回数回数・・・・内容内容内容内容ともともともとも園庭園庭園庭園庭のののの狭狭狭狭さをさをさをさを補補補補うのにうのにうのにうのに十分十分十分十分なななな取取取取りりりり組組組組みをされていますがみをされていますがみをされていますがみをされていますが、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを

アピールアピールアピールアピールされていないのがもったいないとされていないのがもったいないとされていないのがもったいないとされていないのがもったいないと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    

 

またまたまたまた、、、、下記下記下記下記のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    【【【【要望要望要望要望・・・・意見意見意見意見やややや不満不満不満不満・・・・トラブルトラブルトラブルトラブル対応対応対応対応】】】】のののの    ““““どちらどちらどちらどちら

ともいえないともいえないともいえないともいえない””””及及及及びびびび““““いいえいいえいいえいいえ””””のののの数値数値数値数値にににに配慮配慮配慮配慮してごしてごしてごしてご対応対応対応対応いただければいただければいただければいただければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。 

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋    【【【【要望要望要望要望・・・・意見意見意見意見やややや不満不満不満不満・・・・トラブルトラブルトラブルトラブル対応対応対応対応】】】】    

★★★★    おおおお子子子子さんやさんやさんやさんや保護者保護者保護者保護者のののの不満不満不満不満ややややトラブルトラブルトラブルトラブルへのへのへのへの職員職員職員職員のののの対応対応対応対応はははは的確的確的確的確ですかですかですかですか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    27272727（（（（67.567.567.567.5％）％）％）％）    どちらどちらどちらどちらともいえないともいえないともいえないともいえない    9999（（（（22.522.522.522.5％）％）％）％）    いいえいいえいいえいいえ1111    未記入未記入未記入未記入3333    

☆☆☆☆    おおおお子子子子さんやさんやさんやさんや保護者保護者保護者保護者のののの要望要望要望要望・・・・意見意見意見意見をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、改善改善改善改善がががが行行行行われていますかわれていますかわれていますかわれていますか（（（（意見箱意見箱意見箱意見箱）？）？）？）？    

→→→→    はいはいはいはい    31313131（（（（77.577.577.577.5％）％）％）％）    どちらどちらどちらどちらともいえないともいえないともいえないともいえない    6666（（（（15151515％）％）％）％）    いいえいいえいいえいいえ2222    未記入未記入未記入未記入1111    

    

 

 



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を適切に行っている。  

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。 ａａａａ 
 

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。 ａａａａ 

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。 
ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット」、」、」、」、「「「「しおりしおりしおりしおり」」」」等等等等のののの配付配付配付配付、、、、玄関等玄関等玄関等玄関等へのへのへのへの張張張張りりりり紙紙紙紙、、、、ホームページホームページホームページホームページにてもにてもにてもにても必要必要必要必要

とととと思思思思われるわれるわれるわれる情報情報情報情報はははは提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、市役所市役所市役所市役所などになどになどになどに『『『『尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市のののの保育所保育所保育所保育所』』』』冊子冊子冊子冊子ががががああああ

りりりり随時随時随時随時、、、、見学見学見学見学、、、、体験体験体験体験をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ説明説明説明説明もももも実施実施実施実施していしていしていしていますますますます。。。。    

「「「「就学前懇談会資料就学前懇談会資料就学前懇談会資料就学前懇談会資料」」」」またまたまたまた、、、、保護者保護者保護者保護者のののの同意同意同意同意をををを示示示示すすすす「「「「長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育のののの同意書同意書同意書同意書」」」」もももも確認確認確認確認しましましましま

したしたしたした。。。。 

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋        【【【【情報情報情報情報のののの提供提供提供提供】】】】にににに関関関関してしてしてして    

⑩⑩⑩⑩    保育園保育園保育園保育園にににに入所入所入所入所するするするする際際際際にににに、、、、保育保育保育保育のののの内容内容内容内容やややや方法方法方法方法などについてなどについてなどについてなどについて説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありましたかかかか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    34343434    （（（（85858585％）％）％）％）    どちらどちらどちらどちらともいえないともいえないともいえないともいえない    4444        いいえいいえいいえいいえ    1111        未記入未記入未記入未記入    1111    

⑫⑫⑫⑫    「「「「園園園園だよりだよりだよりだより」」」」やややや「「「「掲示板掲示板掲示板掲示板」」」」などのおなどのおなどのおなどのお知知知知らせはらせはらせはらせは、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく伝伝伝伝えようえようえようえよう    

とするとするとするとする工夫工夫工夫工夫がががが感感感感じられますかじられますかじられますかじられますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    34343434    （（（（85858585％）％）％）％）    どちらどちらどちらどちらともいえないともいえないともいえないともいえない    4444        いいえいいえいいえいいえ    2222        未記入未記入未記入未記入    0000    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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を行っている。  

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。 ａａａａ 
 

Ⅲ-４-(1)-② 利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示している。 ａａａａ 

Ⅲ-４-(2) 利用者に対するサービス実施計画を策定している。  

Ⅲ-４-(2)-① サービス実施計画を適切に策定している。 ａａａａ  

 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。 ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

入所面接入所面接入所面接入所面接のののの時時時時にににに資料資料資料資料にににに添添添添ってってってって、、、、聞聞聞聞きききき取取取取りりりり「「「「児童保育台帳児童保育台帳児童保育台帳児童保育台帳」」」」にににに記載記載記載記載。。。。子子子子どものどものどものどもの誕誕誕誕

生月生月生月生月、、、、半年後半年後半年後半年後のののの年二回年二回年二回年二回、、、、見直見直見直見直していますしていますしていますしています。。。。乳児乳児乳児乳児はははは「「「「月間指導計画月間指導計画月間指導計画月間指導計画」」」」にににに個別課題個別課題個別課題個別課題

をををを明示明示明示明示しししし、「、「、「、「カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム会議会議会議会議」」」」にてにてにてにて振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、園長園長園長園長・・・・主任主任主任主任・・・・副副副副主任主任主任主任によりによりによりにより助助助助

言言言言がなされがなされがなされがなされていますていますていますています。。。。    

訪問評価当日訪問評価当日訪問評価当日訪問評価当日3333////22221111（（（（水水水水））））午前中午前中午前中午前中、、、、評価員評価員評価員評価員はははは、、、、教室教室教室教室、、、、園庭園庭園庭園庭でででで展開展開展開展開されるされるされるされる保育保育保育保育サーサーサーサー

ビスビスビスビスのののの実施状況実施状況実施状況実施状況をををを「「「「ⅣⅣⅣⅣ章章章章ののののチェックチェックチェックチェック項目項目項目項目」」」」にににに沿沿沿沿ってってってって確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

園庭園庭園庭園庭にあるにあるにあるにある““““おもちゃをおもちゃをおもちゃをおもちゃを収納収納収納収納するするするするカゴカゴカゴカゴ””””にはにはにはには、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが自分自分自分自分でででで収納収納収納収納しやすいよしやすいよしやすいよしやすいよ

うううう、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのカゴカゴカゴカゴにににに““““写真写真写真写真をををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、定位置定位置定位置定位置のののの明示明示明示明示””””がされておりがされておりがされておりがされており、、、、工夫工夫工夫工夫ささささ

れていましたれていましたれていましたれていました。。。。    

 

 

 



評価対象Ⅳ 実施する福祉サービスの内容 
 

Ⅳ－１ 子どもの発達援助 

 

 第三者評価結果 

Ⅳ-１-(1) 発達援助の基本  

Ⅳ-１-(1)-① 保育計画が、保育の基本方針に基づき、さらに地域の実態や保護者の意

向等を考慮して作成している。 
ａａａａ 

 
Ⅳ-１-(1)-② 指導計画の評価を定期的に行い、その結果に基づき、指導計画を改定し

ている。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2) 健康管理・食事  

Ⅳ-１-(2)-① 登所時や保育中の子どもの健康管理は、マニュアルなどがあり子ども一

人ひとりの健康状態に応じて実施している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-② 健康診断の結果について、保護者や職員に伝達し、それを保育に反映さ

せている。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-③ 歯科健診の結果について、保護者や職員に伝達し、それを保育に反映し

ている。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-④ 感染症発生時に対応できるマニュアルがあり、発生状況を保護者、全職

員に通知している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-⑤ 食事を楽しむことができる工夫をしている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-⑥ 子どもの喫食状況を把握するなどして、献立の作成・調理の工夫に活か

している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-⑦ 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。 ａａａａ 

 

 

Ⅳ-１-(2)-⑧ アレルギー疾患をもつ子どもに対し、専門医からの指示を得て、適切な対

応を行っている。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(3)  保育環境  

Ⅳ-１-(3)-① 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。 ａａａａ 
 

Ⅳ-１-(3)-② 生活の場に相応しい環境とする取組を行っている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)  保育内容  

Ⅳ-１-(4)-① 子ども一人ひとりへの理解を深め、受容しようと努めている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-② 基本的な生活習慣や生理現象に関しては、一人ひとりの子どもの状況に

応じて対応している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-③ 子どもが自発的に活動できる環境を整備している。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-④ 身近な自然や社会とかかわれるような取組を行っている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑤ さまざまな表現活動が体験できるように配慮している。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑥ 遊びや生活を通して人間関係が育つよう配慮している。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑦ 子どもの人権に十分配慮するとともに、文化の違いを認め、互いに尊重

する心を育てるよう配慮している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑧ 性差への先入観による固定的な観念や役割分業意識を植え付けないよう

配慮している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑨ 乳児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。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑩ 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

している。 
ａａａａ 

 

Ⅳ-１-(4)-⑪ 障害児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。 ａａａａ 

 



特記事項 

 

「「「「児童保育台帳児童保育台帳児童保育台帳児童保育台帳」、「」、「」、「」、「月間指導計画月間指導計画月間指導計画月間指導計画のののの個別課題個別課題個別課題個別課題」、」、」、」、「「「「職員職員職員職員ノートノートノートノート」」」」、、、、「「「「カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム会議会議会議会議資料資料資料資料

」、「」、「」、「」、「保護者会資料保護者会資料保護者会資料保護者会資料」」」」等等等等をををを閲覧閲覧閲覧閲覧しししし、、、、方針方針方針方針にににに基基基基づづづづいたいたいたいた作成作成作成作成、、、、地域地域地域地域のののの実態実態実態実態やややや保護者保護者保護者保護者のののの意向意向意向意向をををを反反反反

映映映映ししししたたたた作成作成作成作成がなされているがなされているがなされているがなされている事事事事をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

献立表献立表献立表献立表はははは、、、、園園園園だよりとだよりとだよりとだよりと共共共共にににに保護者保護者保護者保護者にににに、、、、前月下旬前月下旬前月下旬前月下旬にににに配布配布配布配布されていまされていまされていまされていますすすす。。。。保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート

でもでもでもでも食食食食にににに関関関関するするするする項目項目項目項目はははは高高高高いいいい満足度満足度満足度満足度をををを示示示示していますしていますしていますしています。（。（。（。（2012201220122012年年年年2222月実施月実施月実施月実施のののの結果結果結果結果、、、、下記下記下記下記））））    

評価当日評価当日評価当日評価当日3333////22221111（（（（水水水水））））のののの献立献立献立献立はははは、、、、①①①①高野豆腐高野豆腐高野豆腐高野豆腐のののの肉詰肉詰肉詰肉詰めめめめ煮煮煮煮、、、、②②②②キャベツキャベツキャベツキャベツのごまのごまのごまのごま和和和和ええええ、、、、③③③③具具具具だだだだ

くさんみそくさんみそくさんみそくさんみそ汁汁汁汁、、、、④④④④ごはんごはんごはんごはん、、、、午後午後午後午後ののののおやつはおやつはおやつはおやつは、、、、じゃこじゃこじゃこじゃこマヨピザマヨピザマヨピザマヨピザ、、、、バナナチョイスバナナチョイスバナナチョイスバナナチョイスでしたでしたでしたでした。。。。    

健康管理面健康管理面健康管理面健康管理面ではではではでは、『、『、『、『感染症感染症感染症感染症マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、『』、『』、『』、『ホームケアガイドホームケアガイドホームケアガイドホームケアガイド』、』、』、』、『『『『乳幼児健康観察乳幼児健康観察乳幼児健康観察乳幼児健康観察ののののポイポイポイポイ

ントントントント』、』、』、』、「「「「健康診断結果報告書健康診断結果報告書健康診断結果報告書健康診断結果報告書」」」」、、、、「「「「歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診おおおお知知知知らせらせらせらせ」、「」、「」、「」、「SIDSSIDSSIDSSIDS予防予防予防予防のためののためののためののためのチェックチェックチェックチェック表表表表」」」」

等等等等をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

    

【【【【    開園開園開園開園3333年間年間年間年間のののの特別保育特別保育特別保育特別保育のののの実績実績実績実績    】】】】    

①①①①    ００００歳児保育歳児保育歳児保育歳児保育    [[[[    平成平成平成平成21212121年年年年    14141414人人人人、、、、    平成平成平成平成22222222年年年年    14141414人人人人、、、、    平成平成平成平成23232323年年年年    13131313人人人人    ]]]]    

②②②②    延長保育延長保育延長保育延長保育        [[[[    平成平成平成平成21212121年年年年    595595595595人人人人、、、、平成平成平成平成22222222年年年年    1308130813081308人人人人、、、、平成平成平成平成23232323年年年年    1665166516651665人人人人    ]]]]    

③③③③    一時一時一時一時保育保育保育保育        [[[[    平成平成平成平成21212121年年年年    81818181人人人人、、、、平成平成平成平成22222222年年年年    54545454人人人人、、、、平成平成平成平成23232323年年年年    15151515人人人人    ]]]]    

④④④④    障害児保育障害児保育障害児保育障害児保育    [[[[    平成平成平成平成21212121年年年年    2222人人人人、、、、平成平成平成平成22222222年年年年    2222人人人人、、、、平成平成平成平成23232323年年年年    0000人人人人    ]]]]    

⑤⑤⑤⑤    子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業    

園庭開放園庭開放園庭開放園庭開放                火火火火・・・・水水水水・・・・木木木木曜日曜日曜日曜日        9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000        平成平成平成平成23232323年年年年    7777人人人人    

保育体験学習保育体験学習保育体験学習保育体験学習        年年年年2222回回回回、、、、前期前期前期前期・・・・後期各後期各後期各後期各5555回回回回、、、、計計計計10101010回回回回、、、、5555組組組組8888人参加人参加人参加人参加    

    

☆☆☆☆    このこのこのこの項目項目項目項目はははは、、、、２２２２月実施月実施月実施月実施のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果でででで極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい評価評価評価評価をををを得得得得ていますていますていますています。。。。    

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋    【【【【子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子】】】】【【【【情報情報情報情報のののの提供提供提供提供】】】】にににに関関関関してしてしてして    極極極極めてめてめてめて評価評価評価評価がががが高高高高いいいい    

⑤⑤⑤⑤    保育園保育園保育園保育園でででで、、、、おおおお子子子子さんはさんはさんはさんは楽楽楽楽しくしくしくしく生活生活生活生活しているとしているとしているとしていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    



→→→→    はいはいはいはい    39393939    （（（（97.597.597.597.5％）％）％）％）        どちらどちらどちらどちらともいえともいえともいえともいえないないないない    1111    （（（（2.52.52.52.5％）％）％）％）        いいえいいえいいえいいえ    0000        

⑥⑥⑥⑥    おおおお子子子子さんはさんはさんはさんは担任保育士担任保育士担任保育士担任保育士などなどなどなど職員職員職員職員をををを信頼信頼信頼信頼しししし、、、、保育園保育園保育園保育園になじめていますかになじめていますかになじめていますかになじめていますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    44440000    （（（（100100100100％）％）％）％）        どちらどちらどちらどちらともいえともいえともいえともいえないないないない    0000        いいえいいえいいえいいえ    0000    

⑦⑦⑦⑦    おおおお子子子子さんがさんがさんがさんが、、、、生活発表会生活発表会生活発表会生活発表会やややや運動会運動会運動会運動会などのなどのなどのなどの各種行事各種行事各種行事各種行事（（（（練習過程練習過程練習過程練習過程をををを含含含含むむむむ））））にににに、、、、    

楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで参参参参加加加加していますかしていますかしていますかしていますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    40404040    （（（（100100100100％）％）％）％）        どちらどちらどちらどちらともいえともいえともいえともいえないないないない    0000        いいえいいえいいえいいえ    0000    

⑫⑫⑫⑫    感染症感染症感染症感染症（（（（インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザやはしかなどやはしかなどやはしかなどやはしかなど））））やややや食中毒食中毒食中毒食中毒のののの発生状況発生状況発生状況発生状況やややや予防対策予防対策予防対策予防対策などなどなどなど    

についておについておについておについてお知知知知らせがありますからせがありますからせがありますからせがありますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    34343434    （（（（85858585％）％）％）％）        どちらどちらどちらどちらともいえともいえともいえともいえないないないない    5555    （（（（12.512.512.512.5％）％）％）％）        いいえいいえいいえいいえ    1111    

⑬⑬⑬⑬    献立表献立表献立表献立表ややややサンプルサンプルサンプルサンプル展示展示展示展示などでなどでなどでなどで、、、、毎日毎日毎日毎日のののの給食給食給食給食やおやつのやおやつのやおやつのやおやつの内容内容内容内容がわかるようになってがわかるようになってがわかるようになってがわかるようになって    

いますかいますかいますかいますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    40404040    （（（（100100100100％）％）％）％）        どちらどちらどちらどちらともいえともいえともいえともいえないないないない    0000        いいえいいえいいえいいえ    0000    

⑭⑭⑭⑭    給食給食給食給食ののののメニューメニューメニューメニューはははは充実充実充実充実していますかしていますかしていますかしていますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    37373737    （（（（92.592.592.592.5％）％）％）％）        どちらどちらどちらどちらともいえともいえともいえともいえないないないない    2222    （（（（5555％）％）％）％）    いいえいいえいいえいいえ    1111（（（（2.52.52.52.5％）％）％）％）    

    

 

 



Ⅳ－２ 子育て支援 

 

 第三者評価結果 

Ⅳ-２-(1) 入所児童の保護者等への育児支援  

Ⅳ-２-(1)-① 一人ひとりの保護者と日常的な情報交換に加え、個別面談などを行ってい

る。 
ａａａａ 

Ⅳ-２-(1)-② 家庭の状況や保護者との情報交換の内容を必要に応じて記録している。 ａａａａ 

Ⅳ-２-(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、

保護者と共通理解を得るための機会を設けている。 
ａａａａ 

Ⅳ-２-(1)-④ 虐待を受けていると疑われる子どもの早期発見に努め、得られた情報が速

やかに所長まで届く体制になっている。 
ａａａａ 

Ⅳ-２-(1)-⑤ 虐待を受けていると疑われる子どもの保護者への対応について、児童相談

所などの関係機関に照会、通告を行う体制が整っている。 
ａａａａ 

 

Ⅳ-２-(1)-⑥ 一時保育は、一人ひとりの子どもの心身の状態を考慮し、通常保育との関

連を配慮しながら行っている。 
ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

保護者保護者保護者保護者とのとのとのとのクラスクラスクラスクラス懇談懇談懇談懇談、、、、個人懇談個人懇談個人懇談個人懇談にににに加加加加ええええ、、、、「「「「クラスノートクラスノートクラスノートクラスノート」、「」、「」、「」、「連絡連絡連絡連絡帳帳帳帳」、」、」、」、送迎時送迎時送迎時送迎時等等等等、、、、

保護者保護者保護者保護者とととと密密密密なななな話話話話しししし合合合合いいいいをををを実施実施実施実施ししししていますていますていますています。。。。    

虐待虐待虐待虐待にににに関関関関するするするするマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを整備整備整備整備しししし、、、、子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子にににに疑問等疑問等疑問等疑問等があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、即座即座即座即座にににに    

職員間職員間職員間職員間でででで情報交換情報交換情報交換情報交換するするするする体制体制体制体制をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。 

 

 

 

 

Ⅳ－３ 安全・事故防止 

 

 第三者評価結果 

Ⅳ-３-(1) 安全・事故防止  

Ⅳ-３-(1)-① 調理場、水周りなどの衛生管理は、マニュアルに基づいて適切に実施してい

る。 
ａａａａ 

Ⅳ-３-(1)-② 食中毒の発生時に対応できるマニュアルがあり、さらにその対応方法につい

ては、全職員にも周知している。 
ａａａａ 

Ⅳ-３-(1)-③ 事故防止のためのチェックリスト等があり、事故防止に向けた具体的な取組

を行っている。 
ａａａａ 

Ⅳ-３-(1)-④ 事故や災害の発生時に対応できるマニュアルがあり、全職員に周知している。 ｂｂｂｂ 

 

Ⅳ-３-(1)-⑤ 不審者の侵入時などに対応できるマニュアルがあり、全職員に周知している。 ｂｂｂｂ 

 

 

 

 

 



特記事項 

 

委託先委託先委託先委託先のののの東証一部上場東証一部上場東証一部上場東証一部上場ののののＲＲＲＲ社社社社がががが、、、、園内園内園内園内にてにてにてにて材料材料材料材料からからからから調理調理調理調理をしておりをしておりをしておりをしており、『、『、『、『衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理ママママ

ニュアルニュアルニュアルニュアル（（（（2009.7.12009.7.12009.7.12009.7.1付付付付けけけけ、、、、改訂第改訂第改訂第改訂第12121212版版版版））））』、』、』、』、及及及及びびびび    『『『『感染症感染症感染症感染症対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（2008.12.12008.12.12008.12.12008.12.1

付付付付けけけけ、、、、改訂第改訂第改訂第改訂第3333版版版版））））』』』』がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその対応方法対応方法対応方法対応方法についてもについてもについてもについても全職員全職員全職員全職員にもにもにもにも周知周知周知周知されされされされているているているている

事事事事をををを毎月毎月毎月毎月のののの「「「「研修実施研修実施研修実施研修実施記録記録記録記録」」」」よりよりよりより確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

安全管理安全管理安全管理安全管理についてはについてはについてはについては園長園長園長園長がががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなり『『『『事故事故事故事故やややや災害災害災害災害のののの発生時発生時発生時発生時にににに対応対応対応対応するするするする』』』』及及及及びびびび    

『『『『不審者不審者不審者不審者のののの侵入時侵入時侵入時侵入時などになどになどになどに対応対応対応対応するするするする』』』』マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等がががが整備整備整備整備されてされてされてされて実施実施実施実施されていますされていますされていますされています。。。。

ただしただしただしただし、、、、定期的定期的定期的定期的にににに、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの変更変更変更変更のののの必要性必要性必要性必要性をををを検討検討検討検討したしたしたした客観的証拠客観的証拠客観的証拠客観的証拠がががが確認確認確認確認できできできでき

ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。知識知識知識知識やややや技術技術技術技術のののの変化変化変化変化・・・・進歩進歩進歩進歩はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、社会社会社会社会やややや子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの発達過発達過発達過発達過

程程程程もどんどんともどんどんともどんどんともどんどんと変化変化変化変化していきますのでしていきますのでしていきますのでしていきますので、、、、それらそれらそれらそれら動動動動きにきにきにきに応応応応じたじたじたじた対応対応対応対応がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。

適切適切適切適切なななな対応対応対応対応、、、、よりよりよりより良良良良いいいい対応対応対応対応をするためにもをするためにもをするためにもをするためにも定期的定期的定期的定期的ななななマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの見直見直見直見直しをおしをおしをおしをお願願願願いいいい

しますしますしますします。。。。    

（（（（変更変更変更変更しなくてしなくてしなくてしなくて良良良良いのかいのかいのかいのか、、、、変更変更変更変更したしたしたした方方方方がががが良良良良いのかいのかいのかいのか、、、、園内園内園内園内にてにてにてにて検討検討検討検討したしたしたした結果結果結果結果のののの記録記録記録記録

をををを第三者評価基準第三者評価基準第三者評価基準第三者評価基準はははは求求求求めていますめていますめていますめています））））    

防犯防犯防犯防犯セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ面面面面ではではではでは、、、、ＴＴＴＴ社社社社のののの機械警備機械警備機械警備機械警備、、、、監視監視監視監視カメラカメラカメラカメラのののの画像画像画像画像のののの写写写写りりりり具合具合具合具合、、、、各階各階各階各階

のののの県警県警県警県警ホットラインホットラインホットラインホットラインをををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

    

 


