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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        兵庫県尼崎市道意町７－１－３ 

評価実施期間  ２００９年８月５日 ～ ２０１０年３月１５日 

実地訪問調査日 ２０１０年２月１７日（水） 

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－） 

ＨＦ０５－１－０１００  池上 裕子 （報告書査読） 

 

 

※ 契約日から 

評価結果確定日 

 

２ 福祉サービス事業者 概要 

 

事業所名称： 西宮夢西宮夢西宮夢西宮夢保育園保育園保育園保育園 

      （分園 西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園） 
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： 市原 和枝 園長 

      （山田 優子 分園長） 

開設年： 平成１９年４月１日 （西宮夢保育園） 

     平成２０年４月１日 （西北夢保育園） 

経営主体： 社会福祉法人 夢工房 
定 員： ４５名（西宮夢保育園） 

     ６０名（西北夢保育園） 

所 在 地：〒 663－8153   兵庫県西宮市南甲子園１－１０－１５ （西宮夢保育園） 

      〒 663－8034   兵庫県西宮市長田町４－８      （西北夢保育園） 

電話番号： ０７９８（４５）９６１４（西宮） 

       ０７９８（６５）９６１４（西北） 

ＦＡＸ番号： ０７９８（４５）９６２４（西宮） 

        ０７９８（６５）９６１５（西北） 

Ｅ -m a i l： nishiyume@yumekoubou.or.jp ＨＰアドレス http://www.yumekoubou.or.jp/hoihttp://www.yumekoubou.or.jp/hoihttp://www.yumekoubou.or.jp/hoihttp://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/ku/ku/ku/ 

 

３．理念・方針等 

 

    

保育理念保育理念保育理念保育理念    

    

子どもの最善の利益を考慮し利用者主体を根幹に、行政、地域、保育園の緊密な連携を強化し、 

地域子育て支援の核となる。 

    

    

保育方針保育方針保育方針保育方針    

    

● 子ども一人ひとりが個性の進展、人格の尊重、人権の尊重を約束されながら、保育士に安心して心身を

預託する。そしてその保障のもと、序子の内面を充実発揮し、生きる喜びを感じつつ、日々さまざまな

自己験を通して（生きる力）を身につけていく。 

 

● 地域の生活文化や伝承文化に慣れ親しみ、興味を持つ。 

 

● 地域の人々、心身に障がいを有する人、異年齢(０歳～高齢者)の人たちにかかわりをもち、生きるため

の知恵を学びあう。 

 



４ 特に力を入れて取り組んでいる点 

 

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

 

 

○○○○    食育食育食育食育・・・・クッキングクッキングクッキングクッキング    

 

給食とおやつは、完全手作りで提供している。また月１回、食育とクッキングを実施している。 

自園で育てた野菜を給食やおやつ使用するなどし、食育に力をいれている。 

 保護者アンケートでも満足度が高い結果となっている。 

 

○○○○    学童保育学童保育学童保育学童保育のののの実施実施実施実施    

    

 卒園生を対象とし、学校育成センター後の保育を実施。又緊急時の対応も行っている。 

 

○○○○    地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援    

    

地域に根差した保育園を目指し「一時預かり事業」・｢短期体験保育｣・「育児講座」・「乳幼児子育て支援」・ 

「園庭解放」などを行ない「育児相談」では地域・公的機関の社会資源とネットワークを持ち、相談者の 

支援に活かしています。 

 

○○○○    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    

    

１００パーセントの回収率により、保護者から理解、協力を頂いている。 

 

 

クッキング 学童保育 地域子育て支援 

   

 

西西西西北夢保育園北夢保育園北夢保育園北夢保育園    

 

 

○食食食食                育育育育：食育、クッキングを毎月それぞれ 1 度ずつ活動をしている。活動内容については保育士と

厨房職員が一緒に立案し、実体験を通して、食べることの楽しさや食材を栽培したり調理

することの喜び、また、食事のマナーや感謝の気持ちをもつことを知ったりしながら、友

だちとの関わりを広げ意欲や自主性など身体や心の育ちを支えていきたい。 

 

○写写写写    真真真真    掲掲掲掲    示示示示：食育をはじめ、保育における子どもの姿を写真にて掲示し、その内容が保護者に伝わり易

いように工夫している。 

 

○子育子育子育子育てててて支援支援支援支援 ：幼保小の交流や地域支援（保育体験・園庭開放）を大切にしている。 

 



クッキング 写真掲示 子育て支援 

   

 

５．園児の状況に関する事項 （平成 22年 1月 1日現在） 

 

西宮西宮西宮西宮夢夢夢夢年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成    

 

6 ｹ月未満 6 ｹ月～1歳 3 ｹ月未満 1歳 3 ｹ月～2歳未満 ２歳児 ３歳児 

０名 ２名 ７名 ８名 １０名 

４歳児 ５歳児 ６歳児 合 計 

１１名 １１名 ９名 ５８名 
 

 

 

西北西北西北西北夢夢夢夢年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成    

 

6 ｹ月未満 6 ｹ月～1歳 3 ｹ月未満 1歳 3 ｹ月～2歳未満 ２歳児 ３歳児 

０名 ５名 ９名 １３名 １０名 

４歳児 ５歳児 ６歳児 合 計 

１１名 １３名 ８名 ６９名 

 

 

 

 

６．職員の状況に関する事項 （平成 22年 1月 1日現在） 

 

西宮夢西宮夢西宮夢西宮夢    職員配置職員配置職員配置職員配置のののの状況状況状況状況    

    

 総数 園長 保育士 栄養士 

常勤 １８名 １名 １４名 １名 

非常勤 ２名  １名  

 調理員等 看護士 

常勤 １名 １名 

非常勤 １名 (西北夢と兼務) 

 

 

 

西北夢西北夢西北夢西北夢    職員配置職員配置職員配置職員配置のののの状況状況状況状況    

    

 総数 分園長 保育士 栄養士 

常勤 １６名 １名 １３名 １名 

 調理員等 

常勤 １名 

 

 



７．ボランティアの受け入れ 

 

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

平成 21年度 ボランティアの受け入れ人数（延べ人数） ６人 （内訳 大学３名 短大２名 社会人１名） 

 

保育士ボランティア ： 保育業務補助     調理師ボランティア ： 調理見学 

 

 

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

平成 21年度 ボランティアの受け入れ人数（延べ人数） ３人 （内訳 短大１名 専門学校１名 主婦１名） 

 

保育士ボランティア ： 保育業務補助 

 

 

 

８．実習生の受け入れ 

 

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

平成 21年度 実習生の受け入れ人数（実数） 保育士 １０人 （内訳 大学３人、短大７人） 

 

 

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    

平成 21年度 実習生の受け入れ人数（実数） 保育士   ５人 （内訳 大学４人、短大１人） 

 

 

９．サービス利用者からの意見等の聴取について 

    

 

・ ご意見箱の設置 

 

・ 行事後にアンケートを依頼・集計し、その後、職員間にて話し合い、集計結果と改善策を掲示すると

ともに次回に活かす。 

 

・ 登・降園時に保護者に直接、要望や意見を聞き具体的な対策を立てて取り組んでいることを掲示板に

貼り出して知らせる。 

 

・ 保育活動の写真を掲示し、それを媒体に親子や保護者同士のコミュニケーションを支援するとともに、

保護者からの意見を参考にし、次の活動の撮影方法や掲示の方法にも反映させている。 

 

・ 随時、意見を投稿して頂けるように、玄関にポストを設置している。 

 

・ 苦情があった場合は、開示希望であれば、全文を掲示し、その苦情に対する答えや解決策等も、 

同じく掲示している。 

 

 



１０．評価結果 

 

  ○総評 

☆☆☆ 特に評価の高い点 ☆☆☆ 

 

大大大大きなおきなおきなおきなお家家家家でででで、、、、人人人人のののの輪輪輪輪、、、、かかわりかかわりかかわりかかわり合合合合いのいのいのいの中中中中でででで、、、、    
子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが成長成長成長成長しているしているしているしている事事事事をををを確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。    
    
暖暖暖暖かいかいかいかいハートハートハートハート    とととと    プロフェショナルプロフェショナルプロフェショナルプロフェショナルのののの冷静冷静冷静冷静なななな頭脳頭脳頭脳頭脳をををを    併併併併せせせせ持持持持つつつつ園園園園ですですですです。。。。    

 

地元西宮の要望を受け、西宮夢保育園を基点に、２００８年設立の分園、西北夢保育園 

そして、今春２０１０年４月、夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園を西宮市北名次町に開園する等チャレンジシップ旺盛で、 

かつ、保育サービスの質の向上の為に、保育士、栄養士、調理師、看護士への研修が盛んな保育園です。 

 

今後、生かしてもらいたい点 

ヒヤリ・ハットは、別名、ハインリッヒの法則と言います。そこには、こんな数式があります。 

重大災害：軽微な災害：ヒヤリとした経験 ＝ １：２９：２７０  

つまり、約１０％の確立で、ヒヤリとしたことは、軽微な事故になる可能性があります。 

  このことを頭の片隅に入れ、ヒヤリとしたこと（危険源）を、元から絶って下さい。 

未来の保育士さんへ 

子どもを愛する気持ちがあって、努力を続ける全ての保育士には、園長・主任に昇格するチャンスが

開かれています。この法人は、地元の要望を受け、兵庫県から大阪府へ、神奈川県、北海道に進出し、

来年2011年には、東京都に保育所を設立します。保育所の数だけ、園長・主任が必要となりますので、

実習生受け入れ制度を活用し、あなたのハートで感じて、夢に挑戦しては如何でしょうか。 

 



第三者評価結果に対する事業者のコメント 

 

 

第三者評価項目の各細目における自園の自己評価を、丁寧に審議して下さいました。自己評価が「なぜ

そのような評価結果になったのか」ということを口頭で伝えたり、書類を提示したりしながら説明させて

頂きましたが、評価員の方は、それに対しての評価結果の値を告げるだけではなく今後さらに展望が開け

るような、様々な福祉サービスの視点などの話も織り交ぜながら、審議してくださり大変貴重な時間を頂

けたと感謝しております。保育園の社会的なニーズに沿った役割というものを、あらためて深く受け取り、

皆で考えていかなければならないと痛感しております。「なぜ、第三者評価を受けるのか・・・」というお

話の中で、「保育士の経験値（経験年数）の違いによって、保育士一人ひとりの保育指針の捉え方や保育サ

ービスの質に違いがあってはならない。どの保育士が保育をしても、同じ視点で、同じ考え方で、同レベ

ルの保育を提供することができるようにしなければならない。その為に、第三者評価を受審し、組織とし

ての力も高めていく・・・。」という言葉に共感しました。保育園を利用して下さる地域や保護者の方々の、

ニーズに応え、質の高いサービスを提供する為に、私たちがしなければならないことは何か…や、どんな

工夫が考えられるのか…などを、具体的に打ち出していくこと、そして職員が周知していくことの重要性

もしっかりと受け止めました。 

 今後も、子どもを中心に置き、保育園と家庭、地域がより良い関係を築き、子どもにとっての最善の利

益を考えながら、保育に従事して参ります。 

 

 

 

 

 

○ 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 

                                                          

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 

 

毎日朝礼毎日朝礼毎日朝礼毎日朝礼時時時時、、、、職員全員職員全員職員全員職員全員がががが保育理念保育理念保育理念保育理念をををを唱和唱和唱和唱和、、、、日日日日々々々々自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの職務職務職務職務をををを確認確認確認確認していますしていますしていますしています。。。。    

保護者保護者保護者保護者にににに、、、、ホームページホームページホームページホームページ（（（（http://www.yumekoubou.or.jp/company/company.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/company/company.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/company/company.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/company/company.html））））    

しおりしおりしおりしおり、、、、パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット、、、、玄関玄関玄関玄関へのへのへのへの掲示等掲示等掲示等掲示等、、、、複数複数複数複数のののの方法方法方法方法でおでおでおでお知知知知らせしていますらせしていますらせしていますらせしています。。。。 

 

 

 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 

 

理念理念理念理念にににに沿沿沿沿ったったったった中中中中・・・・長期計画長期計画長期計画長期計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、そのそのそのその内容内容内容内容はははは職員会議等職員会議等職員会議等職員会議等でででで日日日日々々々々職員職員職員職員がががが計画内計画内計画内計画内

容容容容をををを意識意識意識意識するようにするようにするようにするように働働働働きかけていますきかけていますきかけていますきかけています。。。。法人全体法人全体法人全体法人全体でででで目標数値目標数値目標数値目標数値のののの数字化数字化数字化数字化にににに努努努努めめめめ、、、、分分分分

かりやすかりやすかりやすかりやすいいいい内容内容内容内容ににににななななってってってっていますいますいますいます。。。。    

 



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 

 

保育以外保育以外保育以外保育以外のののの法令法令法令法令にににに関関関関してもしてもしてもしても熟知熟知熟知熟知しししし、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの協働協働協働協働・・・・共生共生共生共生にににに役立役立役立役立てていますてていますてていますてています。。。。    

人事評価人事評価人事評価人事評価のののの結果結果結果結果からからからから、、、、管理者管理者管理者管理者のののの役割役割役割役割をををを常常常常にににに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。。。。    

職員職員職員職員がががが自由自由自由自由にいつでもにいつでもにいつでもにいつでも業務上業務上業務上業務上のののの疑問疑問疑問疑問やややや希望希望希望希望をををを管理者管理者管理者管理者にににに提案提案提案提案できるようにしていできるようにしていできるようにしていできるようにしてい

ますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、それにそれにそれにそれに対対対対しししし迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応しししし、、、、職員職員職員職員ののののモティベーションモティベーションモティベーションモティベーション向上向上向上向上、、、、サービスサービスサービスサービスのののの質向質向質向質向

上上上上にににに役立役立役立役立ててててていますていますていますています。。。。    

西宮西宮西宮西宮市市市市でででで実施実施実施実施されるされるされるされる施設長会施設長会施設長会施設長会にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しししし、、、、管理者管理者管理者管理者としてのとしてのとしてのとしての資質向上資質向上資質向上資質向上にににに努努努努めめめめ

ていますていますていますています。。。。    

 

 



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。 ａａａａ 

 

 

    特記事項 

 

外部環境外部環境外部環境外部環境やややや法人法人法人法人のののの経営分析等経営分析等経営分析等経営分析等にににに職員自職員自職員自職員自らがらがらがらが知識知識知識知識をををを身身身身につけにつけにつけにつけ積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、

精緻精緻精緻精緻なななな業務分析業務分析業務分析業務分析をををを実施実施実施実施しししし、、、、日日日日々々々々経営状況経営状況経営状況経営状況のののの改善改善改善改善にににに努力努力努力努力していますしていますしていますしています。。。。    

 

 

 

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。 ａａａａ 

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。 
ａａａａ  

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。 ａａａａ 

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 

 

法人運動会 園内研修 実習生 

   



  特記事項 

 

『『『『人事制度運用人事制度運用人事制度運用人事制度運用マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』、、、、『『『『考課要領考課要領考課要領考課要領（（（（共通要素評価表共通要素評価表共通要素評価表共通要素評価表、、、、専門要素評価表専門要素評価表専門要素評価表専門要素評価表））））』』』』、、、、    

「「「「面談記録面談記録面談記録面談記録等等等等」」」」をををを確認確認確認確認、、、、本人本人本人本人ににににフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックされるされるされるされる仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが機能機能機能機能していたしていたしていたしていた。。。。    

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは、、、、１０１０１０１０名名名名（（（（西宮夢西宮夢西宮夢西宮夢）、）、）、）、５５５５名名名名（（（（西北夢西北夢西北夢西北夢））））のののの実習生実習生実習生実習生をををを受受受受けけけけ入入入入れておりれておりれておりれており、、、、

「「「「保育実習承諾書保育実習承諾書保育実習承諾書保育実習承諾書」」」」、、、、『『『『実習生受実習生受実習生受実習生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』』』』等等等等にににに基基基基づいたづいたづいたづいた受受受受けけけけ入入入入れれれれ態勢態勢態勢態勢をををを

確認確認確認確認、、、、頑張頑張頑張頑張るるるる未来未来未来未来のののの保育士保育士保育士保育士にににに、、、、ありのままのありのままのありのままのありのままの保育士保育士保育士保育士のののの姿姿姿姿ををををオープンオープンオープンオープンにしていますにしていますにしていますにしています。。。。    

職員職員職員職員のののの新規採用新規採用新規採用新規採用もももも、、、、積極的積極的積極的積極的にににに就職就職就職就職フェアフェアフェアフェアにににに参加参加参加参加しししし、、、、法人法人法人法人ののののアピールアピールアピールアピールをををを行行行行ってってってっているいるいるいる。。。。    

園園園園ででででもももも年年年年にににに2222回説明会回説明会回説明会回説明会をををを開催開催開催開催していますしていますしていますしています。。。。    

職員職員職員職員のののの経験年数経験年数経験年数経験年数やややや職責職責職責職責にににに応応応応じたじたじたじた研修計画研修計画研修計画研修計画をををを立立立立てててて、、、、職員職員職員職員のののの教育教育教育教育をををを効果的効果的効果的効果的にににに実施実施実施実施してしてしてして

いますいますいますいます。。。。職員職員職員職員のののの自己啓発自己啓発自己啓発自己啓発をををを促促促促すすすす目的目的目的目的でででで、、、、職員職員職員職員のののの自主的自主的自主的自主的なななな学習学習学習学習グループグループグループグループのののの活動活動活動活動にににに対対対対

してしてしてして予算的予算的予算的予算的なななな支援支援支援支援をしていをしていをしていをしているるるる。。。。    

本園本園本園本園－－－－分園間分園間分園間分園間でででで統一統一統一統一したしたした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がががが提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう、、、、統一統一統一統一したしたしたした教育体制教育体制教育体制教育体制をとをとをとをと

っていますっていますっていますっています。。。。    

 

 



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。 ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリ・・・・ハッハッハッハットトトトのののの事例事例事例事例をををを集積集積集積集積しししし、、、、分析分析分析分析・・・・改善提案改善提案改善提案改善提案・・・・改善提案実施後改善提案実施後改善提案実施後改善提案実施後のののの再評価再評価再評価再評価にににに取取取取りりりり

組組組組みみみみ、、、、園児園児園児園児のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。事故防止事故防止事故防止事故防止のためにのためにのためにのために、、、、業務業務業務業務ごとのごとのごとのごとのチェッチェッチェッチェッ

クリストクリストクリストクリストをををを作成作成作成作成しししし、、、、安全点検安全点検安全点検安全点検のののの見落見落見落見落としをなくすとしをなくすとしをなくすとしをなくす取取取取りりりり組組組組みをしていますみをしていますみをしていますみをしています。。。。    

地域地域地域地域のののの警察署警察署警察署警察署ともともともとも連携連携連携連携しししし、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて警察警察警察警察にににに巡回巡回巡回巡回をおをおをおをお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。    

消防署消防署消防署消防署、、、、警察署警察署警察署警察署、、、、地域地域地域地域のののの保育所保育所保育所保育所ででででグループグループグループグループをををを作作作作りりりり、、、、日日日日ごろからごろからごろからごろから危機管理危機管理危機管理危機管理にににに関関関関するするするする情情情情

報報報報のののの交換交換交換交換、、、、連携連携連携連携をとっていまをとっていまをとっていまをとっていますすすす。。。。 

 

 

 



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 

 

一時預かり事業 敬老の集い 地域清掃 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    特記事項 

 

【【【【    西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    】】】】    

毎年毎年毎年毎年、、、、職員職員職員職員、、、、保護者保護者保護者保護者、、、、園児園児園児園児がががが地域地域地域地域のののの公園清掃公園清掃公園清掃公園清掃にににに参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。老人会老人会老人会老人会やややや民生委員民生委員民生委員民生委員ともともともとも

積極的積極的積極的積極的にににに交流交流交流交流をもちをもちをもちをもち、、、、コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターでもでもでもでもクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会におにおにおにお誘誘誘誘いいただくなどいいただくなどいいただくなどいいただくなど開開開開

園園園園３３３３年年年年ながらながらながらながら、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの交流交流交流交流をををを深深深深めていますめていますめていますめています。。。。    園児園児園児園児のののの発達発達発達発達をををを促進促進促進促進すすすするためるためるためるため、、、、地域地域地域地域のののの行行行行

事事事事にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。地域向地域向地域向地域向けにけにけにけに子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ののののおおおお便便便便りりりり““““夢夢夢夢ニュースニュースニュースニュース””””をををを200200200200部部部部

発行発行発行発行しししし、、、、地域地域地域地域のみなさまにのみなさまにのみなさまにのみなさまに役立役立役立役立てていただいていますてていただいていますてていただいていますてていただいています。。。。    

西宮西宮西宮西宮市市市市役所役所役所役所ともともともとも連携連携連携連携しししし、、、、毎月毎月毎月毎月1111回保健師回保健師回保健師回保健師がががが巡回指導巡回指導巡回指導巡回指導をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

卒園生卒園生卒園生卒園生のののの子子子子どもたちにはどもたちにはどもたちにはどもたちには学童保育学童保育学童保育学童保育をををを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。。。。    

【【【【    西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    】】】】    

開園開園開園開園２２２２年目年目年目年目でででで地域地域地域地域とのとのとのとの交流交流交流交流にはにはにはには、、、、まだまだまだまだ課題課題課題課題はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫しししし、、、、駅駅駅駅にににに近近近近いいいい立地条立地条立地条立地条

件件件件をををを生生生生かしかしかしかし毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日のののの園庭開放園庭開放園庭開放園庭開放やややや保育体験保育体験保育体験保育体験をををを通通通通じてじてじてじて地域地域地域地域とのとのとのとの交流交流交流交流をををを深深深深めていますめていますめていますめています。。。。    

またまたまたまた、、、、地域地域地域地域にににに向向向向けておけておけておけてお便便便便りをおりをおりをおりをお配配配配りしりしりしりし、、、、みなさまにみなさまにみなさまにみなさまに楽楽楽楽しみにしていただいていますしみにしていただいていますしみにしていただいていますしみにしていただいています。。。。 



 

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 

 

園園園園でのでのでのでの行事行事行事行事ごとにごとにごとにごとにアンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施しししし、、、、そのそのそのその内容内容内容内容やややや改善作改善作改善作改善作をををを迅速迅速迅速迅速にににに園園園園だよりだよりだよりだより等等等等

でででで報告報告報告報告していますしていますしていますしています。。。。    

園児園児園児園児のののの写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影やおたよりやおたよりやおたよりやおたより等等等等へのへのへのへの掲載掲載掲載掲載についてについてについてについて入園時入園時入園時入園時にににに保護者全員保護者全員保護者全員保護者全員にににに承諾書承諾書承諾書承諾書

でででで可否可否可否可否をををを確認確認確認確認しししし、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。書面等書面等書面等書面等のののの記録記録記録記録もももも、、、、必要必要必要必要にににに応応応応

じてじてじてじて園児園児園児園児のののの氏名氏名氏名氏名ををををアルファベットアルファベットアルファベットアルファベット表示表示表示表示しししし暗号化暗号化暗号化暗号化すすすするるるる等等等等、、、、配慮配慮配慮配慮していますしていますしていますしています。。。。    

『『『『プライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（羞恥心羞恥心羞恥心羞恥心にににに配慮配慮配慮配慮）』、『）』、『）』、『）』、『苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、』、』、』、    

相談員相談員相談員相談員・・・・複数複数複数複数のののの第三者委員等第三者委員等第三者委員等第三者委員等のののの役割役割役割役割・・・・分担等分担等分担等分担等もももも確認確認確認確認ししししましましましましたたたた。。。。    

従来従来従来従来よりよりよりより、、、、行事開催行事開催行事開催行事開催ごとにごとにごとにごとに「「「「アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」をををを実施実施実施実施していしていしていしていましたましたましたましたがががが、、、、    

今回今回今回今回、、、、第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価のののの受審受審受審受審にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの規定規定規定規定ルールルールルールルールにはないがにはないがにはないがにはないが、、、、評価機関評価機関評価機関評価機関

のののの独自独自独自独自ルールルールルールルールにてにてにてに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（（（（実施実施実施実施時期時期時期時期    １１１１月月月月））））をををを実施実施実施実施しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、

回収率回収率回収率回収率がががが１１１１００００００００％％％％となりとなりとなりとなり、、、、内容内容内容内容もももも、、、、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たしていましたしていましたしていました。。。。 

 

 



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。 ａａａａ 

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 

 

職員職員職員職員のののの意見意見意見意見をををを取取取取りりりり入入入入れながられながられながられながら独自独自独自独自ににににサービスサービスサービスサービス評価項目評価項目評価項目評価項目をををを作成作成作成作成してしてしてして、、、、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

向上向上向上向上にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。またまたまたまた、、、、評価評価評価評価ににににあたってはあたってはあたってはあたっては、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ数値目標数値目標数値目標数値目標をとりいれをとりいれをとりいれをとりいれ、、、、

定期的定期的定期的定期的にににに具体的具体的具体的具体的なななな評価評価評価評価にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。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標準化標準化標準化標準化、、、、サービスサービスサービスサービスのののの内内内内

容容容容のののの見直見直見直見直しししし、、、、記録方法記録方法記録方法記録方法のののの改善改善改善改善もももも実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

園長園長園長園長、、、、分園長分園長分園長分園長、、、、主任主任主任主任はははは、、、、大阪府主催大阪府主催大阪府主催大阪府主催のののの福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価５５５５日間研修日間研修日間研修日間研修にににに参加参加参加参加しししし、、、、

又又又又、、、、同同同同じじじじ法人内法人内法人内法人内のののの兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県・・・・大阪府地区大阪府地区大阪府地区大阪府地区のののの８８８８つのつのつのつの保育園保育園保育園保育園とととと合同合同合同合同でででで１１１１１１１１月月月月にににに内部監査内部監査内部監査内部監査をををを    

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。。。。（（（（参加者参加者参加者参加者    法人法人法人法人のののの他園他園他園他園のののの園長園長園長園長・・・・主任総勢主任総勢主任総勢主任総勢16161616名名名名）））） 

 

 



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」、「」、「」、「」、「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」、「」、「」、「」、「夢夢夢夢ニュースニュースニュースニュース（（（（毎月毎月毎月毎月200200200200部発行部発行部発行部発行）」）」）」）」をををを配付配付配付配付、、、、

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、、、、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るしているしているしている。（。（。（。（園内見学者園内見学者園内見学者園内見学者カードカードカードカードにににに

てててて、、、、2010201020102010年年年年1111月見学者月見学者月見学者月見学者４４４４名名名名、、、、2009200920092009年年年年12121212月月月月３３３３名名名名、、、、11111111月月月月５５５５名名名名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）））） 

 

 

 

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 

 

「「「「児童票児童票児童票児童票」、「」、「」、「」、「年間指導計画年間指導計画年間指導計画年間指導計画」、「」、「」、「」、「月案月案月案月案」、「」、「」、「」、「保育経過記録保育経過記録保育経過記録保育経過記録」」」」にてにてにてにて個個個個々々々々のののの子子子子どものどものどものどもの発発発発

達状況達状況達状況達状況をををを把握把握把握把握しししし、、、、１１１１年年年年をををを４４４４期期期期にににに分分分分けてけてけてけて達成状況達成状況達成状況達成状況をををを管理管理管理管理していますしていますしていますしています。。。。計画計画計画計画のののの見直見直見直見直

ししししもももも、「、「、「、「省察欄省察欄省察欄省察欄」」」」等等等等をををを活用活用活用活用しししし、、、、適宜実施適宜実施適宜実施適宜実施していますしていますしていますしています。。。。    

子子子子どものどものどものどもの目標目標目標目標へのへのへのへの到達時期到達時期到達時期到達時期はははは、、、、１１１１期期期期（（（（赤赤赤赤）、）、）、）、２２２２期期期期（（（（緑緑緑緑）、）、）、）、３３３３期期期期（（（（黄黄黄黄）、）、）、）、４４４４期期期期（（（（青青青青））））とととと色色色色でででで区区区区

分分分分しししし、、、、次次次次にににに生生生生かすかすかすかす仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが機能機能機能機能していますしていますしていますしています。。。。 

 



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 チャレンジド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 

 

保育保育保育保育サービスレベルサービスレベルサービスレベルサービスレベル向上向上向上向上のためのためのためのため、、、、法人法人法人法人全体全体全体全体のののの主任会主任会主任会主任会、、、、看看看看護士会護士会護士会護士会、、、、栄養士会栄養士会栄養士会栄養士会がががが、、、、毎月実施毎月実施毎月実施毎月実施

されておりされておりされておりされており、、、、トップランナートップランナートップランナートップランナー方式方式方式方式にてにてにてにて、、、、法人全体法人全体法人全体法人全体ででででよりよりよりより良良良良いいいい事例事例事例事例をををを真似真似真似真似るるるる仕掛仕掛仕掛仕掛けがけがけがけが機能機能機能機能

していますしていますしていますしています。。。。    

園内園内園内園内にてのにてのにてのにてのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションもももも小集団小集団小集団小集団ならではのならではのならではのならではの利点利点利点利点をををを生生生生かしかしかしかし、、、、保育士保育士保育士保育士、、、、看護士看護士看護士看護士、、、、栄栄栄栄

養士養士養士養士、、、、調理師調理師調理師調理師がががが一体一体一体一体となりとなりとなりとなり、、、、あったかいおあったかいおあったかいおあったかいお家家家家でででで子供子供子供子供のののの夢夢夢夢をををを育育育育んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

感染症感染症感染症感染症のののの予防予防予防予防・・・・発症発症発症発症にににに関関関関してはしてはしてはしては園内園内園内園内のののの掲示板掲示板掲示板掲示板やほけんだよりやほけんだよりやほけんだよりやほけんだより等等等等、、、、複数複数複数複数のののの方法方法方法方法でででで周知周知周知周知しししし、、、、

「「「「西宮市保健衛生西宮市保健衛生西宮市保健衛生西宮市保健衛生ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック」、「」、「」、「」、「疾病対応疾病対応疾病対応疾病対応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、、、、子子子子どものどものどものどもの「「「「既往症既往症既往症既往症」、」、」、」、

「「「「健康管理状態健康管理状態健康管理状態健康管理状態」、「」、「」、「」、「アレルギーチュックアレルギーチュックアレルギーチュックアレルギーチュック表表表表」」」」をををを記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。    

評価当日評価当日評価当日評価当日2/172/172/172/17（（（（水水水水））））のののの給食給食給食給食はははは、、、、野菜野菜野菜野菜ののののソテーソテーソテーソテー（（（（えびえびえびえび入入入入りりりり）、）、）、）、きのこのきのこのきのこのきのこのスープスープスープスープ（（（（卵入卵入卵入卵入りりりり））））

でででで、、、、乳児乳児乳児乳児クラスクラスクラスクラスののののＭＭＭＭ君君君君、Ｉ、Ｉ、Ｉ、Ｉ君君君君にはにはにはには、、、、見見見見たたたた目目目目はははは変変変変わらないがわらないがわらないがわらないが、、、、対応対応対応対応したしたしたした食事食事食事食事がががが提供提供提供提供されてされてされてされて

いましたいましたいましたいました。。。。    

給食給食給食給食メニューメニューメニューメニューはははは、、、、３００３００３００３００種類以上種類以上種類以上種類以上ありありありあり、、、、人気人気人気人気メニューメニューメニューメニューでででで、、、、３３３３カカカカ月月月月にににに一度一度一度一度のののの頻度頻度頻度頻度、、、、一般的一般的一般的一般的

なものはなものはなものはなものは、、、、年年年年にににに一度一度一度一度のののの頻度頻度頻度頻度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。。。。毎月毎月毎月毎月、、、、保育士保育士保育士保育士によるによるによるによる給食給食給食給食アンケートアンケートアンケートアンケートがががが５５５５点点点点

満点満点満点満点でででで取取取取られられられられ、、、、そのそのそのその日日日日ののののメニューメニューメニューメニューはははは、、、、過去過去過去過去のののの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はではではでは、、、、幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスでででで満点満点満点満点のののの

５５５５点点点点、、、、乳児乳児乳児乳児クラスクラスクラスクラスでででで４４４４点点点点をををを獲得獲得獲得獲得したものでしたしたものでしたしたものでしたしたものでした。。。。    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園はははは、、、、阪神甲子園球場阪神甲子園球場阪神甲子園球場阪神甲子園球場のののの近近近近くにありくにありくにありくにあり、、、、高校野球高校野球高校野球高校野球ののののシーズンシーズンシーズンシーズンにはにはにはには、、、、外野外野外野外野スタンスタンスタンスタン

ドドドドへへへへ応応応応援援援援にににに駆駆駆駆けつけていますけつけていますけつけていますけつけています。。。。    

教育教育教育教育にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、『、『、『、『ワークワークワークワーク（（（（3333----5555歳歳歳歳児児児児）』）』）』）』やややや英語教室英語教室英語教室英語教室（（（（月月月月にににに2222回回回回、、、、各各各各40404040分分分分、、、、4444----5555

歳歳歳歳児児児児対象対象対象対象））））をををを行行行行なっていますなっていますなっていますなっています。。。。    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園はははは、、、、西宮市西宮市西宮市西宮市のののの中心街中心街中心街中心街のののの阪急電車西宮北口阪急電車西宮北口阪急電車西宮北口阪急電車西宮北口のののの近近近近くにあるがくにあるがくにあるがくにあるが、、、、ゆったりしたゆったりしたゆったりしたゆったりした保保保保

育育育育、、、、芝生芝生芝生芝生のかわいいのかわいいのかわいいのかわいい庭庭庭庭、、、、調度品調度品調度品調度品のののの自然自然自然自然なななな色合色合色合色合いでのいでのいでのいでの統一統一統一統一、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが話話話話しやすいしやすいしやすいしやすい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを

作作作作りりりり、、、、子子子子どものどものどものどもの自主性自主性自主性自主性・・・・意欲意欲意欲意欲をををを育育育育てていますてていますてていますてています。。。。    

現在現在現在現在はははは、、、、チャレンジドチャレンジドチャレンジドチャレンジドはははは、、、、在籍在籍在籍在籍しておられませんがしておられませんがしておられませんがしておられませんが、、、、平成平成平成平成19191919年度西宮夢年度西宮夢年度西宮夢年度西宮夢保育園保育園保育園保育園でででで１１１１名名名名、、、、

平成平成平成平成20202020年度西北夢年度西北夢年度西北夢年度西北夢保育園保育園保育園保育園にににに１１１１名名名名在籍在籍在籍在籍していしていしていしていましたましたましたました。。。。    

 

 



 

大きな窓から見える厨房の様子 アレルギ－対応食 食事 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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面談面談面談面談にににに加加加加ええええ、、、、個別個別個別個別にににに連携連携連携連携がががが必要必要必要必要なななな保護者保護者保護者保護者にににに対対対対してはしてはしてはしては連絡連絡連絡連絡ノートノートノートノートをををを作成作成作成作成

しししし、、、、密密密密なななな情報交換情報交換情報交換情報交換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。。。。保護者保護者保護者保護者とととと保育保育保育保育にににに関関関関するするするする共通理解共通理解共通理解共通理解をををを得得得得るためるためるためるため、、、、

保育参加保育参加保育参加保育参加、、、、クラスクラスクラスクラス懇談会懇談会懇談会懇談会、、、、個人懇談会個人懇談会個人懇談会個人懇談会をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

一時保育児童一時保育児童一時保育児童一時保育児童のののの保護者保護者保護者保護者ともともともとも、、、、登降園時登降園時登降園時登降園時のののの情報交換情報交換情報交換情報交換をををを積極的積極的積極的積極的にににに実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

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職員職員職員

間間間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。。。。 

 

保育参加 クラス懇談 乳児保育 

 

 

 

 

 

 

  



 

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。 ａａａａ 

 

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。 ａａａａ 

 

 

 

特記事項 

 

『『『『衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、『』、『』、『』、『保育安全保育安全保育安全保育安全マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』、『、『、『、『防防防防災災災災・・・・避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練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、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、点検点検点検点検をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。「。「。「。「ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリ・・・・ハットハットハットハット」」」」用紙用紙用紙用紙はははは、、、、各室各室各室各室にてにてにてにて記記記記

載載載載しししし、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議でででで情報交換情報交換情報交換情報交換をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、毎日毎日毎日毎日SIDSSIDSSIDSSIDSチェックチェックチェックチェックをををを0000歳児歳児歳児歳児ではではではでは15151515分分分分ごとにごとにごとにごとに

1111回行回行回行回行っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、室内温度室内温度室内温度室内温度・・・・湿度湿度湿度湿度・・・・換気換気換気換気チェックチェックチェックチェックをををを1111日日日日3333回行回行回行回行っていますっていますっていますっています。。。。    

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、、、、警備会社警備会社警備会社警備会社ＡＡＡＡ社社社社とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、毎月毎月毎月毎月のののの訓練訓練訓練訓練もももも実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

 


