
様式第様式第様式第様式第１１１１号号号号    

兵庫県福祉兵庫県福祉兵庫県福祉兵庫県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のののの結果結果結果結果    

 

１１１１．．．．評価機関評価機関評価機関評価機関    

    

名名名名        称称称称    （（（（株株株株））））第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価    

住住住住        所所所所    大阪市東淀川区東中島大阪市東淀川区東中島大阪市東淀川区東中島大阪市東淀川区東中島 1111----17171717----5555        ステュデイオステュデイオステュデイオステュデイオ新大阪内新大阪内新大阪内新大阪内    

評価実施期間評価実施期間評価実施期間評価実施期間    ２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年    ６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日    ～～～～２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年    ２２２２月月月月１１１１８８８８日日日日    

実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日    ２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年    １１１１月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））    

評 価 調査評 価 調査評 価 調査評 価 調査 者者者者    ＨＦＨＦＨＦＨＦ０５０５０５０５－－－－１１１１－－－－００９８００９８００９８００９８        吉山吉山吉山吉山    浩浩浩浩            （（（（リーダーリーダーリーダーリーダー））））    

ＨＦＨＦＨＦＨＦ０６０６０６０６－－－－１１１１－－－－００１９００１９００１９００１９        山田山田山田山田    奈津美奈津美奈津美奈津美    （（（（メンバメンバメンバメンバ－）－）－）－）    

ＨＦＨＦＨＦＨＦ０５０５０５０５－－－－１１１１－－－－０１０００１０００１０００１００        池上池上池上池上    裕子裕子裕子裕子    （（（（報告書査読報告書査読報告書査読報告書査読））））    

    

    

※ 契約日契約日契約日契約日からからからから    

評価結果確定日評価結果確定日評価結果確定日評価結果確定日    

 

２２２２．．．．福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス事事事事業者業者業者業者    概要概要概要概要    

 

事業所名称事業所名称事業所名称事業所名称：：：：    光光光光のののの子保育園子保育園子保育園子保育園    種種種種 別別別別：：：：    第第第第２２２２種社会福祉事業種社会福祉事業種社会福祉事業種社会福祉事業    児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設    保育園保育園保育園保育園    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名：：：：    岡田岡田岡田岡田    敦子敦子敦子敦子    園長園長園長園長    開設年開設年開設年開設年：：：：    平成平成平成平成３３３３年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日        

経 営 主経 営 主経 営 主経 営 主 体体体体：：：：    社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    あかしああかしああかしああかしあ    定定定定 員員員員：：：：    １２１２１２１２００００名名名名    

所 在所 在所 在所 在 地地地地：：：：    〒〒〒〒６６９６６９６６９６６９－－－－１３２３１３２３１３２３１３２３        兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県三田市三田市三田市三田市あかしああかしああかしああかしあ台台台台５５５５丁目丁目丁目丁目３０３０３０３０番地番地番地番地１１１１    

電 話 番電 話 番電 話 番電 話 番 号号号号：：：：    000079797979----565565565565----0052005200520052    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番番番番号号号号：：：：    000079797979----565565565565----2122212221222122    

 

 

３３３３．．．．理念理念理念理念・・・・方針等方針等方針等方針等    

 

    

理念理念理念理念    

 

家庭と共に子どもが健康で伸び伸びと明るく育つようにします。 

 

 

方針方針方針方針    

    

・家庭的な雰囲気の中で子どもたち一人ひとりを大切にし、安心して生活できるように心がけます。 

・基本的生活習慣を養い、自立して生活できるよう育てます。 

 

 

光光光光のののの子保育園子保育園子保育園子保育園のののの子子子子どもどもどもども像像像像    

    

・豊かな心でやさしい気持ちをたくさんもてる子ども 

・友達同士で助け合い、何事にも意欲をもって取り組む子ども 

・泣いたり、笑ったり、怒ったり、自分の心を素直に出せる子ども 

・愛されることにより自分を愛し、まわりの人を愛せる子ども 

 

 



○○○○    特特特特にににに力力力力をををを入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいることことことこと    

 

    

《《《《    環境環境環境環境をををを大切大切大切大切にににに    》》》》    

    

◎木製の家具や遊具、手作り遊具を多く取り入れ、家庭的な雰囲気の中で 

一人ひとりの空間を保障し、落ち着いて過ごせるよう心がけています。 

《《《《    信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを育育育育てるてるてるてる    》》》》    

 

◎乳児では食事・睡眠・排泄などの育児を決まった保育士が行うことにより、             

丁寧に接することができ、一人ひとりの成長・発達に合った援助をしてい 

ます。（担当制） 

 

 

《《《《    遊遊遊遊んでんでんでんで育育育育つつつつ・・・・学学学学ぶぶぶぶ    》》》》    

    

◎自由に遊びを選択できる環境の中で、様々な遊びを経験し、子ども一人ひとりの成長を促します。             

◎遊びや人との関わりを通じてコミュニケーション能力や社会性を育てます。 

わらべうたあそびをする中で、人とのふれ合いを心地よく感じ、心豊かな子に育てます。 

 

 

《《《《    共共共共にににに育育育育つつつつ・・・・考考考考えるえるえるえる    》》》》    

    

◎幼児では、きょうだい保育（３～５歳児混合）を実施しています。異年齢との関わりを通じて、相手を思い

やる心や自尊心を育てます。 

◎幼児クラスでは、課業（興味・関心を高める時間）があります。遊びや体験を通して豊かに生きる力を育み

ます。 

 

課業とは・・・ 

☆わらべうた  感性と聴く力を育てます。 

☆体 育    頭と心と身体を育てます。 

☆環境認識   自分を取り巻く環境を知ります。 

☆数      数・量に対して興味・関心を高めます。 

☆文 学    想像力（ファンタジー）を育てます。 

☆美 術    創造力・表現力を養います。 

 

 

《《《《    食食食食べることをべることをべることをべることを楽楽楽楽しむしむしむしむ    》》》》    

    

◎子どもたちの心と身体を作る食事は子どもの発達段階に合わせた食事の形態（離乳食・乳児食・幼児食）を

取り入れ、子どもたちが元気よく活動できるように、栄養面などを考えた食事を提供しています。 

◎うす味を心がけ、子どもたちが食べやすいように調理方法を工夫しています。また、おやつは手作りおや

つを多く取り入れています。 

◎子どもの成長に合わせた陶器の食器やスプーンを使用しています。 

 

 

0000 歳児歳児歳児歳児のののの食事食事食事食事    

担当保育士担当保育士担当保育士担当保育士とととと決決決決まったまったまったまった

時間時間時間時間にににに食事食事食事食事をしますをしますをしますをします。。。。    

    

幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスのののの環境認識環境認識環境認識環境認識    

乗乗乗乗りりりり物物物物についてみんなでについてみんなでについてみんなでについてみんなで知知知知っているっているっているっている

ことをことをことをことを出出出出しししし合合合合いますいますいますいます。。。。    

    

 

 

 



 

４４４４．．．．園児園児園児園児のののの状況状況状況状況にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（平成平成平成平成 25252525 年年年年 1111 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在））））    

 

6666 ｹｹｹｹ月月月月～～～～1111 歳歳歳歳 3333 ｹｹｹｹ月未満月未満月未満月未満    1111 歳歳歳歳 3333 ｹｹｹｹ月月月月～～～～2222 歳未満歳未満歳未満歳未満    2222 歳児歳児歳児歳児    3333 歳児歳児歳児歳児    

                                ３３３３名名名名    １３１３１３１３名名名名    ２５２５２５２５名名名名    ２１２１２１２１名名名名    

4444 歳児歳児歳児歳児    5555 歳児歳児歳児歳児    6666 歳児歳児歳児歳児    合合合合    計計計計    

２８２８２８２８名名名名    ２８２８２８２８名名名名    １８１８１８１８名名名名    １３６１３６１３６１３６名名名名    

 

 

５５５５．．．．職員職員職員職員のののの状況状況状況状況にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（平成平成平成平成 25252525 年年年年 1111 月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在））））    

 

――――    合計合計合計合計    園長園長園長園長    主任主任主任主任    保育士保育士保育士保育士    栄養士栄養士栄養士栄養士    

常勤常勤常勤常勤    ２２２２２２２２名名名名    １１１１名名名名    １１１１名名名名    １７１７１７１７名名名名    ３３３３名名名名    

非常勤非常勤非常勤非常勤    ４４４４名名名名    ――――    ――――    ４４４４名名名名    ――――    

    

 

６６６６．．．．直近直近直近直近３３３３カカカカ年年年年    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受受受けけけけ入入入入れれれれ人数推移人数推移人数推移人数推移    【【【【子子子子どもとどもとどもとどもと関関関関わりわりわりわり、、、、育児育児育児育児やややや遊遊遊遊びにびにびにびに参加参加参加参加】】】】    

    

・・・・平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度        １２１２１２１２人人人人            ・・・・平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度        ７７７７人人人人                ・・・・平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度        ５５５５人人人人    

 

 

    

７７７７．．．．直近直近直近直近３３３３カカカカ年年年年    実習生実習生実習生実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ人数推移人数推移人数推移人数推移    

    

    ・・・・平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度        １２１２１２１２人人人人            ・・・・平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度        １１１１１１１１人人人人            ・・・・平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度        ７７７７人人人人    

    

 

 

８８８８．．．．サービスサービスサービスサービス利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの意見等意見等意見等意見等のののの聴取聴取聴取聴取についてについてについてについて    

    

    

・・・・個人懇談個人懇談個人懇談個人懇談ややややクラスクラスクラスクラス毎毎毎毎のののの保護者会保護者会保護者会保護者会をををを定期的定期的定期的定期的にににに行行行行うううう。（。（。（。（年年年年２２２２回回回回））））    

    

・・・・ククククラスラスラスラス担任担任担任担任またはまたはまたはまたは、、、、園長園長園長園長・・・・主任主任主任主任がががが直接話直接話直接話直接話しをしをしをしを聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。    

    

・・・・意見意見意見意見ボックスボックスボックスボックスやややや第三者委員第三者委員第三者委員第三者委員をををを設置設置設置設置しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、設置設置設置設置していることをおたよりやしていることをおたよりやしていることをおたよりやしていることをおたよりや掲示掲示掲示掲示でででで知知知知らせるらせるらせるらせる。。。。    

    

    

    



評価結果評価結果評価結果評価結果    

    

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    特特特特にににに評価評価評価評価のののの高高高高いいいい点点点点    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

    

    

１１１１））））保育保育保育保育にににに対対対対するするするする研究研究研究研究がががが熱心熱心熱心熱心でででで、、、、科学的根拠科学的根拠科学的根拠科学的根拠とととと信念信念信念信念をををを持持持持ってってってって実践実践実践実践されていますされていますされていますされています。。。。    
    

    
外部研究機関外部研究機関外部研究機関外部研究機関とととと協働協働協働協働しししし、、、、科学的科学的科学的科学的なななな根拠根拠根拠根拠ををををベースベースベースベースにににに子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの

感性感性感性感性やややや知能知能知能知能、、、、心身心身心身心身のののの発育発育発育発育をををを支援支援支援支援するするするする様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行ってってってって

いますいますいますいます。。。。一例一例一例一例としてとしてとしてとして、、、、子供子供子供子供たちがたちがたちがたちがスムーズスムーズスムーズスムーズにににに「「「「食事食事食事食事」」」」出来出来出来出来るるるる

ようにようにようにように、、、、成長成長成長成長にににに合合合合わせてわせてわせてわせて５５５５種類種類種類種類ののののスプーンスプーンスプーンスプーンをををを使使使使いいいい分分分分けていまけていまけていまけていま

すすすす。。。。単単単単にににに「「「「年齢年齢年齢年齢にににに応応応応じたじたじたじた食食食食べやすいべやすいべやすいべやすい道具道具道具道具」」」」というだけでなくというだけでなくというだけでなくというだけでなく、、、、

複雑複雑複雑複雑なななな身体動作身体動作身体動作身体動作とそれととそれととそれととそれと同時同時同時同時にににに起起起起こるこるこるこる脳脳脳脳へのへのへのへの刺激刺激刺激刺激ををををスムーズスムーズスムーズスムーズ

にににに結結結結びびびび付付付付けけけけ、、、、心身心身心身心身とととと脳脳脳脳のののの成長成長成長成長をををを促促促促すすすす効果効果効果効果がありますがありますがありますがあります。。。。    

左左左左からからからから    

①①①① 離乳食初期離乳食初期離乳食初期離乳食初期～～～～中期食頃中期食頃中期食頃中期食頃のののの介助用介助用介助用介助用    

②②②② 中期食中期食中期食中期食～～～～後期食頃後期食頃後期食頃後期食頃のののの介助用介助用介助用介助用    

③③③③ 後期後期後期後期食食食食～～～～完了完了完了完了期食期食期食期食のののの介助用介助用介助用介助用    

④④④④ 完了期食以降完了期食以降完了期食以降完了期食以降のののの自力摂取自力摂取自力摂取自力摂取    

⑤⑤⑤⑤    幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスのののの自力摂取用自力摂取用自力摂取用自力摂取用 

    

    

２２２２））））子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが使用使用使用使用するおもちゃはするおもちゃはするおもちゃはするおもちゃは保育士保育士保育士保育士がががが子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの感覚感覚感覚感覚やややや

感性感性感性感性、、、、心身心身心身心身のののの成長成長成長成長にににに合合合合わせたものをわせたものをわせたものをわせたものを用意用意用意用意しししし、、、、保育士保育士保育士保育士一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり

がががが、、、、いついついついつ誰誰誰誰にににに、、、、どんなおもちゃがどんなおもちゃがどんなおもちゃがどんなおもちゃが必要必要必要必要かをかをかをかを理解理解理解理解しししし、、、、提供提供提供提供していしていしていしてい

ますますますます。。。。このようにこのようにこのようにこのように空間空間空間空間・・・・遊具遊具遊具遊具・・・・時間時間時間時間をををを整整整整えることでえることでえることでえることで子子子子どもがどもがどもがどもが遊遊遊遊

びをびをびをびを自由自由自由自由にににに選択選択選択選択してしてしてして、、、、自自自自らららら遊遊遊遊ぶようになりますぶようになりますぶようになりますぶようになります。。。。    

    

３３３３））））保育現場保育現場保育現場保育現場のののの業務業務業務業務ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント（ＰＤＣＡ（ＰＤＣＡ（ＰＤＣＡ（ＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクル））））ががが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。。。。 

子供子供子供子供たちをたちをたちをたちを対象対象対象対象とするとするとするとする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現場現場現場現場ではではではでは日日日日々々々々どころかどころかどころかどころか時間単位時間単位時間単位時間単位でででで予定予定予定予定されたされたされたされた支援内容支援内容支援内容支援内容

のののの変更変更変更変更がががが必要必要必要必要でででですすすす。。。。そそそそのののの際際際際、、、、保育士間保育士間保育士間保育士間でででで迅速迅速迅速迅速にににに、「、「、「、「変更案変更案変更案変更案のののの検討検討検討検討」」」」→→→→「「「「変更計画変更計画変更計画変更計画のののの作成作成作成作成」」」」    

→→→→「「「「変更内容変更内容変更内容変更内容のののの周知周知周知周知・・・・共有共有共有共有」」」」→→→→『『『『実践実践実践実践ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント』』』』ががががスムーズスムーズスムーズスムーズにににに行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

これこれこれこれはははは基本基本基本基本となるとなるとなるとなる『『『『保育計画保育計画保育計画保育計画』』』』がががが十分十分十分十分なななな検討検討検討検討のもとのもとのもとのもと作成作成作成作成されているからされているからされているからされているから出来出来出来出来るるるることですことですことですことです。。。。    

    

４４４４））））園園園園をををを訪訪訪訪れるとれるとれるとれると伝承音楽伝承音楽伝承音楽伝承音楽““““わらべわらべわらべわらべ歌歌歌歌””””がががが、『、『、『、『遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう』』』』とととと心心心心のののの奥深奥深奥深奥深くのくのくのくの琴線琴線琴線琴線にににに触触触触れてきますれてきますれてきますれてきます。。。。    

0000 歳児室歳児室歳児室歳児室    

自由自由自由自由にににに動動動動いてさわれるいてさわれるいてさわれるいてさわれる空間空間空間空間    

    



    

    

★ さらなるさらなるさらなるさらなる飛躍飛躍飛躍飛躍のののの芽芽芽芽はははは、、、、ここにあるとここにあるとここにあるとここにあると思思思思いますいますいますいます。。。。御一考下御一考下御一考下御一考下さいさいさいさい。。。。        

    

①①①① プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルとしてのこだわりととしてのこだわりととしてのこだわりととしてのこだわりと共共共共にににに、、、、併併併併せせせせ持持持持ちたいものがちたいものがちたいものがちたいものが、、、、サービスサービスサービスサービスのののの受受受受けけけけ取取取取りりりり手手手手であるであるであるである

子子子子どもどもどもども・・・・保護者保護者保護者保護者のののの声声声声をををを定期的定期的定期的定期的・・・・継続的継続的継続的継続的にににに収集収集収集収集・・・・分析分析分析分析してしてしてして、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを反映反映反映反映・・・・微調整微調整微調整微調整（（（（虫虫虫虫のののの目目目目・・・・鳥鳥鳥鳥のののの

目目目目・・・・魚魚魚魚のののの目目目目でででで、、、、己己己己をををを突突突突きききき放放放放しししし客観視客観視客観視客観視するするするする手段手段手段手段））））するするするする事事事事ですですですです。。。。そのようなそのようなそのようなそのような手順手順手順手順をををを業務業務業務業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに組組組組

みみみみ込込込込まれてはまれてはまれてはま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    

「「「「虫虫虫虫のののの目目目目」」」」    近近近近いところでいところでいところでいところで、、、、複眼複眼複眼複眼をつかってをつかってをつかってをつかって様様様様々々々々なななな角度角度角度角度からからからから注意深注意深注意深注意深くくくく見見見見るるるる目目目目    

「「「「鳥鳥鳥鳥のののの目目目目」」」」    広広広広いいいい範囲範囲範囲範囲をををを、、、、高高高高いところからいところからいところからいところから俯瞰俯瞰俯瞰俯瞰してしてしてして見見見見るるるる目目目目        

「「「「魚魚魚魚のののの目目目目」」」」    水水水水のののの流流流流れやれやれやれや潮潮潮潮のののの満満満満ちちちち干干干干、、、、世世世世のののの中中中中のののの流流流流れをれをれをれを敏感敏感敏感敏感にににに感感感感じとるじとるじとるじとる目目目目        

    

②②②② 若若若若いいいい保育士一人保育士一人保育士一人保育士一人ひとりのひとりのひとりのひとりの得手得手得手得手・・・・特性特性特性特性（（（（知識知識知識知識・・・・技術水準技術水準技術水準技術水準・・・・技能技能技能技能））））にににに合合合合ったったったった研修計画研修計画研修計画研修計画とそのとそのとそのとその実施結果実施結果実施結果実施結果のののの

見見見見えるえるえるえる化化化化をされてはをされてはをされてはを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    

    

    

    

    

第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果にににに対対対対するするするする事業者事業者事業者事業者ののののコメントコメントコメントコメント    

    

    

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てけてけてけて、『、『、『、『光光光光のののの子保育園子保育園子保育園子保育園としてとしてとしてとして大切大切大切大切にしているものはにしているものはにしているものはにしているものは何何何何かかかか』』』』ということがということがということがということがクローズアクローズアクローズアクローズア

ップップップップされましたされましたされましたされました。。。。それとそれとそれとそれと同時同時同時同時にににに、、、、組織組織組織組織としてとしてとしてとして大切大切大切大切なななな管理管理管理管理についてやについてやについてやについてや職員職員職員職員とのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有などについなどについなどについなどについ

てをてをてをてを学学学学びびびび、、、、整理整理整理整理することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。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のののの結果結果結果結果はははは、、、、園園園園のののの保育保育保育保育にににに対対対対するするするする理解理解理解理解やややや励励励励まままま

しをいただきしをいただきしをいただきしをいただき、、、、今後今後今後今後のののの原動力原動力原動力原動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。。。。またまたまたまた、、、、普段気普段気普段気普段気づかなかったづかなかったづかなかったづかなかった保護者保護者保護者保護者のののの思思思思いにいにいにいに触触触触れることれることれることれること

ができができができができ、、、、今後今後今後今後もももも課題課題課題課題となるとなるとなるとなる部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、職員職員職員職員とととと共共共共にににに考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今回今回今回今回、、、、評価評価評価評価のののの過程過程過程過程でででで学学学学んだことをこれからんだことをこれからんだことをこれからんだことをこれから継続継続継続継続してしてしてして見直見直見直見直していきながらしていきながらしていきながらしていきながら、、、、積積積積みみみみ重重重重ねていきますねていきますねていきますねていきます。。。。    

    

    

    

○○○○    各評価項目各評価項目各評価項目各評価項目にににに係係係係るるるる評価結果評価結果評価結果評価結果グラフグラフグラフグラフ    （（（（別紙別紙別紙別紙））））    



    

評価細目評価細目評価細目評価細目のののの第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

    

【【【【    評価結果欄の説明  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    】】】】 
    

評価対象評価対象評価対象評価対象ⅠⅠⅠⅠ    福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの基本方基本方基本方基本方針針針針とととと組織組織組織組織    
        

ⅠⅠⅠⅠ－－－－１１１１    理念理念理念理念・・・・基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(1)(1)(1)(1)        理念理念理念理念、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針をををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。        

ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----①①①①    理念理念理念理念をををを明文化明文化明文化明文化しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----②②②②    理念理念理念理念にににに基基基基づくづくづくづく基本方針基本方針基本方針基本方針をををを明文化明文化明文化明文化しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(2)(2)(2)(2)        理念理念理念理念やややや基本方針基本方針基本方針基本方針をををを周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。        

    ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----①①①①    理念理念理念理念やややや基本方針基本方針基本方針基本方針をををを職員及職員及職員及職員及びびびび利用者利用者利用者利用者やそのやそのやそのやその家族等家族等家族等家族等にににに周知周知周知周知しているしているしているしている

。。。。    
ａａａａ    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

理念理念理念理念、、、、方針方針方針方針、、、、子子子子どもどもどもども像像像像はははは、「、「、「、「入園入園入園入園のしおりのしおりのしおりのしおり」」」」にににに記載記載記載記載がありがありがありがあり、、、、園内園内園内園内のののの玄関玄関玄関玄関にににに掲示掲示掲示掲示されていますされていますされていますされています。。。。    

職員職員職員職員へのへのへのへの周知周知周知周知はははは、、、、会議会議会議会議でででで行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、そのそのそのその実施記録実施記録実施記録実施記録にてにてにてにて取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況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、、、、1/311/311/311/31 訪問時訪問時訪問時訪問時、、、、数名数名数名数名のののの保育士保育士保育士保育士、、、、栄養士栄養士栄養士栄養士のののの頭頭頭頭にににに刻刻刻刻みみみみ込込込込まれているかまれているかまれているかまれているか、、、、理念理念理念理念・・・・方針方針方針方針のののの理解度理解度理解度理解度をををを            

口頭口頭口頭口頭でででで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へのへのへのへの説明説明説明説明はははは、、、、入園時入園時入園時入園時やややや懇談会等懇談会等懇談会等懇談会等でででで行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

    

    

    

    ⅠⅠⅠⅠ－－－－２２２２    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(1)(1)(1)(1)    中中中中・・・・長期的長期的長期的長期的ななななビジョンビジョンビジョンビジョンとととと計画計画計画計画をををを明確明確明確明確にしているにしているにしているにしている。。。。        

ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----①①①①    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ているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----②②②②    中中中中・・・・長期計画長期計画長期計画長期計画をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた事業計画事業計画事業計画事業計画をををを策定策定策定策定しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)    計画計画計画計画をををを適切適切適切適切にににに策定策定策定策定しているしているしているしている。。。。        

ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----①①①①    計画計画計画計画のののの策定策定策定策定をををを組織的組織的組織的組織的にににに行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ        

    ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----②②②②    計画計画計画計画をををを職員職員職員職員やややや利用者利用者利用者利用者にににに周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

「「「「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24242424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マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル記録総点検記録総点検記録総点検記録総点検、、、、②②②②園庭遊具園庭遊具園庭遊具園庭遊具

撤去撤去撤去撤去・・・・改修改修改修改修、、、、③③③③駐車場駐車場駐車場駐車場バギーバギーバギーバギー通路整備通路整備通路整備通路整備、、、、④④④④南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ対策対策対策対策のののの防災設備防災設備防災設備防災設備・・・・避難場所避難場所避難場所避難場所のののの確認等確認等確認等確認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25252525年度年度年度年度はははは、、、、①①①①園庭遊具園庭遊具園庭遊具園庭遊具のののの新設新設新設新設、、、、②②②②散歩散歩散歩散歩マップマップマップマップ作成等作成等作成等作成等、、、、平成平成平成平成26262626年度年度年度年度はははは、、、、

備蓄品備蓄品備蓄品備蓄品のののの入入入入れれれれ替替替替ええええ、、、、②②②②短時間短時間短時間短時間パートパートパートパートのののの増員増員増員増員、、、、③③③③空調入空調入空調入空調入れれれれ替替替替ええええ等等等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。。。。    

事業計画案事業計画案事業計画案事業計画案がががが職員職員職員職員のののの参参参参画画画画のもとのもとのもとのもと策定策定策定策定されされされされ、、、、実施状況実施状況実施状況実施状況のののの把握把握把握把握、、、、評価評価評価評価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。。。。    



ⅠⅠⅠⅠ－－－－３３３３    管理者管理者管理者管理者のののの責任責任責任責任ととととリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅠⅠⅠⅠ----３３３３----(1)(1)(1)(1)    管理者管理者管理者管理者のののの責任責任責任責任をををを明確明確明確明確にしているにしているにしているにしている。。。。        

ⅠⅠⅠⅠ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----①①①①    管理者自管理者自管理者自管理者自らのらのらのらの役割役割役割役割とととと責任責任責任責任をををを職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

ⅠⅠⅠⅠ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    遵守遵守遵守遵守すべきすべきすべきすべき法令等法令等法令等法令等をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解するためのするためのするためのするための取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅠⅠⅠⅠ----３３３３----(2)(2)(2)(2)    管理者管理者管理者管理者ののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップをををを発揮発揮発揮発揮しているしているしているしている。。。。        

ⅠⅠⅠⅠ----３３３３----(2)(2)(2)(2)----①①①①    質質質質のののの向上向上向上向上にににに意欲意欲意欲意欲をををを持持持持ちそのちそのちそのちその取組取組取組取組にににに指導力指導力指導力指導力をををを発揮発揮発揮発揮しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

    ⅠⅠⅠⅠ----３３３３----(2)(2)(2)(2)----②②②②    経営経営経営経営やややや業業業業務務務務のののの効率化効率化効率化効率化とととと改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組にににに指導力指導力指導力指導力をををを発揮発揮発揮発揮しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

園長園長園長園長、、、、主任等主任等主任等主任等のののの役割役割役割役割、、、、責任責任責任責任、、、、顔写真顔写真顔写真顔写真をををを玄関玄関玄関玄関ホールホールホールホールにににに掲示掲示掲示掲示しししし、、、、保護者保護者保護者保護者ににに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、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも

見見見見られるようにしていますられるようにしていますられるようにしていますられるようにしています。。。。    

遵守遵守遵守遵守すべきすべきすべきすべき法令等法令等法令等法令等をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解するためのするためのするためのするための取組取組取組取組としてとしてとしてとして「「「「法令法令法令法令リストリストリストリスト」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、職員職員職員職員にににに周知周知周知周知をををを図図図図

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、、、、1/311/311/311/31 訪問時訪問時訪問時訪問時、、、、数名数名数名数名のののの保育士保育士保育士保育士、、、、栄養士栄養士栄養士栄養士のののの頭頭頭頭にににに刻刻刻刻みみみみ込込込込まれているかまれているかまれているかまれているか、、、、そのそのそのその理解度理解度理解度理解度

をををを口頭口頭口頭口頭でででで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にににに、、、、過去過去過去過去ののののノウハウノウハウノウハウノウハウをををを基基基基にににに、、、、今回今回今回今回のののの評価評価評価評価をををを機会機会機会機会にににに「「「「業務業務業務業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」をををを新規新規新規新規

でででで主任主任主任主任をををを主主主主にににに、、、、職員総職員総職員総職員総がかりでがかりでがかりでがかりで集大成集大成集大成集大成しししし、、、、チチチチェックリストェックリストェックリストェックリストでででで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。。。。    

    

    

    

                                                            ～～～～    遊遊遊遊びをびをびをびを通通通通じてじてじてじて成長成長成長成長    ～～～～    
    

1111 歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスのののの室内遊室内遊室内遊室内遊びびびび    

『『『『いただきますいただきますいただきますいただきます』』』』入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、    

出出出出したりしたりしたりしたり、、、、並並並並べたりするべたりするべたりするべたりする    

幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスのののの役割役割役割役割あそびあそびあそびあそび    

『『『『いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませ』』』』回転寿司回転寿司回転寿司回転寿司ごっこごっこごっこごっこ    

        

    

2222 歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスのののの構造遊構造遊構造遊構造遊びびびび    

積木積木積木積木やややや色板色板色板色板をををを並並並並べてべてべてべて電車電車電車電車やややや道路道路道路道路づくりづくりづくりづくり    

幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスのののの構造遊構造遊構造遊構造遊びびびび    

高高高高さやさやさやさやカーブカーブカーブカーブをつけたをつけたをつけたをつけた道路道路道路道路づくりづくりづくりづくり    

        

    



評価対象評価対象評価対象評価対象ⅡⅡⅡⅡ    組織組織組織組織のののの運営管理運営管理運営管理運営管理    
    
ⅡⅡⅡⅡ－－－－１１１１    経営状況経営状況経営状況経営状況のののの把握把握把握把握    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅡⅡⅡⅡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)    経営環境経営環境経営環境経営環境のののの変化等変化等変化等変化等にににに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----① ① ① ① 事業経営事業経営事業経営事業経営をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく環境環境環境環境をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----②②②②    経営状況経営状況経営状況経営状況をををを分析分析分析分析してしてしてして改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題をををを発見発見発見発見するするするする取組取組取組取組をををを行行行行っっっっ

ているているているている。。。。    
ａａａａ        

ⅡⅡⅡⅡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----③③③③    外部監査等外部監査等外部監査等外部監査等をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

““““子育子育子育子育てするならてするならてするならてするなら三田市三田市三田市三田市””””にににに相応相応相応相応しくしくしくしく、、、、情報情報情報情報やややや施策施策施策施策がががが豊富豊富豊富豊富でででで、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに市内市内市内市内のののの保育園保育園保育園保育園のののの園長会園長会園長会園長会

がががが開催開催開催開催されておりされておりされておりされており、、、、そのそのそのその際際際際のののの資料資料資料資料やややや全国私立保育連盟全国私立保育連盟全国私立保育連盟全国私立保育連盟のののの保育通信等保育通信等保育通信等保育通信等でででで、、、、保育園保育園保育園保育園をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情情情情

報報報報をををを入手入手入手入手しているしているしているしている。。。。    またまたまたまた、、、、会計会計会計会計事務所事務所事務所事務所ＦＦＦＦ社社社社によるによるによるによる監査実施報告書監査実施報告書監査実施報告書監査実施報告書、、、、及及及及びそのびそのびそのびその際際際際のののの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

にににに対対対対するするするする是正是正是正是正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。。。。    

    

    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ－－－－２２２２    人材人材人材人材のののの確保確保確保確保・・・・養成養成養成養成    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)    人事管理人事管理人事管理人事管理のののの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。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----①①①①    必要必要必要必要なななな人材人材人材人材にににに関関関関するするするする具体的具体的具体的具体的ななななプランプランプランプランをををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----②②②②    人事考課人事考課人事考課人事考課はははは客観的客観的客観的客観的なななな基準基準基準基準にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)    職員職員職員職員のののの就業状況就業状況就業状況就業状況にににに配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----①①①①    職員職員職員職員のののの就業状況就業状況就業状況就業状況やややや意向意向意向意向をををを把握把握把握把握しししし必要必要必要必要があればがあればがあればがあれば改善改善改善改善するするするする仕組仕組仕組仕組みみみみ

をををを構築構築構築構築しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ        

    
ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----②②②②    福利厚生事業福利厚生事業福利厚生事業福利厚生事業にににに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んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    ａａａａ    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)    職員職員職員職員のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制をををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----①①①①    職員職員職員職員のののの教育教育教育教育・・・・研修研修研修研修にににに関関関関するするするする基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢をををを明示明示明示明示しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----②②②②    個別個別個別個別のののの職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての教育教育教育教育・・・・研修計画研修計画研修計画研修計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、

計画計画計画計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ        

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----③③③③    定期的定期的定期的定期的にににに個別個別個別個別のののの教育教育教育教育・・・・研修計画研修計画研修計画研修計画のののの評価評価評価評価・・・・見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行っているっているっているっている

。。。。    
ａａａａ    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(4)(4)(4)(4)    実習生実習生実習生実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを適切適切適切適切にににに行行行行っているっているっているっている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(4)(4)(4)(4)----①①①①    実習生実習生実習生実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに対対対対するするするする基本的基本的基本的基本的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢をををを明確明確明確明確にしにしにしにし体制体制体制体制をををを整整整整

備備備備しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(4)(4)(4)(4)----②②②②    実習生実習生実習生実習生のののの育育育育成成成成についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
    

    

    

    

    

    



    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

「「「「教育計画教育計画教育計画教育計画」、「」、「」、「」、「研修報告書研修報告書研修報告書研修報告書」、「」、「」、「」、「人事考課資料人事考課資料人事考課資料人事考課資料」」」」等等等等にににによりよりよりより人材人材人材人材にににに関関関関するするするするプランプランプランプラン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。。。。

職員一人職員一人職員一人職員一人ひとりのひとりのひとりのひとりの教育教育教育教育・・・・研修計画研修計画研修計画研修計画とそのとそのとそのとその結果結果結果結果をよりをよりをよりをより一層一層一層一層、、、、見見見見えるえるえるえる化化化化をををを徹底徹底徹底徹底されるとされるとされるとされると、、、、さらにさらにさらにさらに進化進化進化進化

されるとされるとされるとされると思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、「、「、「、「年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇」、「」、「」、「」、「休暇等届休暇等届休暇等届休暇等届」」」」のののの記録状況記録状況記録状況記録状況、、、、及及及及びびびび年年年年１１１１回親睦回親睦回親睦回親睦のののの為為為為のののの職職職職

員旅行員旅行員旅行員旅行、、、、年度末年度末年度末年度末のののの慰労会慰労会慰労会慰労会、、、、互助会互助会互助会互助会へのへのへのへの加入加入加入加入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ポートサポートサポートサポート、、、、巡回相談巡回相談巡回相談巡回相談、、、、発達発達発達発達センセンセンセン

ターターターター、、、、かるがもかるがもかるがもかるがも園等園等園等園等、、、、希望希望希望希望があればがあればがあればがあれば職員職員職員職員がががが相談相談相談相談できるようになっていますできるようになっていますできるようになっていますできるようになっています。。。。    

    

実習生実習生実習生実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの流流流流れはれはれはれは、「、「、「、「実習生対応実習生対応実習生対応実習生対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」にににに記載記載記載記載されておりされておりされておりされており、、、、園長園長園長園長がががが実習担当者実習担当者実習担当者実習担当者にににに、、、、

「「「「何何何何をををを伝伝伝伝ええええ、、、、何何何何をををを学学学学ぶかぶかぶかぶか」」」」をををを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。「。「。「。「覚書覚書覚書覚書」」」」をををを取取取取りりりり交交交交わしわしわしわし、、、、オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション

をををを実施実施実施実施しししし、、、、実習計画実習計画実習計画実習計画もももも作成作成作成作成しししし多多多多くのくのくのくの未来未来未来未来のののの保育士保育士保育士保育士をををを受受受受けけけけ入入入入れていますれていますれていますれています。。。。    

    

☆ 実習生実習生実習生実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ人数人数人数人数            

平成平成平成平成 22224444 年度年度年度年度    12121212 人人人人        平成平成平成平成 22223333 年度年度年度年度    11111111 人人人人        平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    7777 人人人人    

    

    



ⅡⅡⅡⅡ－－－－３３３３    安全管理安全管理安全管理安全管理    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)    利用者利用者利用者利用者のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----①①①①    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））））のののの対応対応対応対応などなどなどなど利用者利用者利用者利用者のののの安全確安全確安全確安全確

保保保保のためののためののためののための体制体制体制体制をををを整備整備整備整備しししし機能機能機能機能しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ        

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    利用者利用者利用者利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためにのためにのためにのためにリスクリスクリスクリスクをををを把握把握把握把握しししし対策対策対策対策をををを実行実行実行実行しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

「「「「業務業務業務業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（事故対応事故対応事故対応事故対応）」、「）」、「）」、「）」、「事故防止事故防止事故防止事故防止ののののチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト」、「」、「」、「」、「ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット」」」」等等等等をををを確認確認確認確認、、、、職職職職

員参画員参画員参画員参画のもとのもとのもとのもと未然防止策未然防止策未然防止策未然防止策をををを検討検討検討検討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しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、「、「、「、「業務業務業務業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（事故対応事故対応事故対応事故対応）」）」）」）」

にはにはにはには、、、、万万万万がががが一一一一のののの際際際際のののの、、、、事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの対応及対応及対応及対応及びびびび連絡先連絡先連絡先連絡先をををを明記明記明記明記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回覧回覧回覧回覧しししし周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。緊急緊急緊急緊急のののの場合場合場合場合にににに備備備備えてえてえてえて関係団体関係団体関係団体関係団体（（（（三田市三田市三田市三田市、、、、宝塚健康福祉事務所宝塚健康福祉事務所宝塚健康福祉事務所宝塚健康福祉事務所、、、、給食施設協議会等給食施設協議会等給食施設協議会等給食施設協議会等））））

とととと情報交換情報交換情報交換情報交換、、、、連絡連絡連絡連絡・・・・協力体制協力体制協力体制協力体制をををを作作作作っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

    

幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラス    

毎日体操毎日体操毎日体操毎日体操でででで毎日毎日毎日毎日するするするする鬼鬼鬼鬼ごっこごっこごっこごっこ    

    

    

    



ⅡⅡⅡⅡ－－－－４４４４    地域地域地域地域とのとのとのとの交流交流交流交流とととと連携連携連携連携    

    

    第三者評価結第三者評価結第三者評価結第三者評価結

果果果果    ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(1)(1)(1)(1)    地域地域地域地域とのとのとのとの関係関係関係関係をををを適切適切適切適切にににに確保確保確保確保しているしているしているしている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(1)(1)(1)(1)----①①①①    利用者利用者利用者利用者とととと地域地域地域地域とのかかわりをとのかかわりをとのかかわりをとのかかわりを大切大切大切大切にしているにしているにしているにしている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(1)(1)(1)(1)----②②②②    事業所事業所事業所事業所がががが有有有有するするするする機能機能機能機能をををを地域地域地域地域にににに還元還元還元還元しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

    
ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(1)(1)(1)(1)----③③③③    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にれにれにれに対対対対するするするする基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢をををを明確明確明確明確にしにしにしにし体制体制体制体制をををを確立確立確立確立しししし

ているているているている。。。。    
ａａａａ    

ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(2)(2)(2)(2)    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携をををを確保確保確保確保しているしているしているしている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(2)(2)(2)(2)----①①①①    必要必要必要必要なななな社会資源社会資源社会資源社会資源をををを明確明確明確明確にしているにしているにしているにしている。。。。    ａａａａ        

    ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(2)(2)(2)(2)----②②②②    関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを適切適切適切適切にににに行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)  (3)  (3)  (3)  地域地域地域地域のののの福祉向上福祉向上福祉向上福祉向上のためののためののためののための取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        

    ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)(3)(3)(3)----① ① ① ① 地域地域地域地域のののの福祉福祉福祉福祉ニーズニーズニーズニーズをををを把握把握把握把握しししし、、、、事業事業事業事業・・・・活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

地域地域地域地域のののの子育子育子育子育てててて支援情報支援情報支援情報支援情報をををを保育園正面保育園正面保育園正面保育園正面のののの掲示板掲示板掲示板掲示板ににににチラシチラシチラシチラシをををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、玄玄玄玄

関入関入関入関入りりりり口口口口にににに資料資料資料資料をををを設置設置設置設置しししし、、、、自由自由自由自由にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰れるようにしていますれるようにしていますれるようにしていますれるようにしています。。。。週週週週

1111 回園庭開放回園庭開放回園庭開放回園庭開放、、、、子育子育子育子育ててててステーションステーションステーションステーション事業事業事業事業、、、、すくすくすくすくすくすくすくすく広場広場広場広場（（（（年間年間年間年間７２７２７２７２

回回回回））））をををを実施実施実施実施ししししていていていていますますますます。。。。「「「「保保保保・・・・幼幼幼幼・・・・小小小小・・・・中連携会中連携会中連携会中連携会」」」」にににに参加参加参加参加しししし、、、、地域地域地域地域

のののの小学校小学校小学校小学校とととと交流交流交流交流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、、、、虐待対応虐待対応虐待対応虐待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整備整備整備整備しししし、、、、市役所市役所市役所市役所、、、、児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所などとなどとなどとなどと連連連連

携携携携していますしていますしていますしています。。。。    

ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに関関関関してもしてもしてもしても、「、「、「、「業務業務業務業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」にににに意義意義意義意義・・・・方針方針方針方針、、、、手順手順手順手順をををを記載記載記載記載しししし、「、「、「、「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

みなさまへみなさまへみなさまへみなさまへ」」」」等等等等、、、、各種書面各種書面各種書面各種書面をををを整整整整えていますえていますえていますえています。。。。    

    

☆ 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人数人数人数人数            

・・・・平成平成平成平成 22224444 年度年度年度年度    １２１２１２１２人人人人                    ・・・・平成平成平成平成 22223333 年度年度年度年度    ７７７７人人人人                    ・・・・平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    ５５５５人人人人    

    

ステーションステーションステーションステーション事業事業事業事業    

親子親子親子親子でわらべうたをでわらべうたをでわらべうたをでわらべうたを楽楽楽楽しむしむしむしむ    

    

    

わらべうたはわらべうたはわらべうたはわらべうたは１１１１対対対対１１１１でででで子子子子どものどものどものどもの目目目目をををを見見見見ながらながらながらながら触触触触れてれてれてれて遊遊遊遊いだりいだりいだりいだり（（（（左左左左））））    

数人数人数人数人のののの友友友友だちとだちとだちとだちと一緒一緒一緒一緒にににに楽楽楽楽しむことができますしむことができますしむことができますしむことができます（（（（中中中中））））    

幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスになるとみんなでわらべうたあそびをになるとみんなでわらべうたあそびをになるとみんなでわらべうたあそびをになるとみんなでわらべうたあそびを楽楽楽楽しむことができるようなりますしむことができるようなりますしむことができるようなりますしむことができるようなります（（（（右右右右））））    

1111 歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラス    2222 歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラス    幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラス    

                                    

    



評価対象評価対象評価対象評価対象ⅢⅢⅢⅢ    適切適切適切適切なななな福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの実施実施実施実施    
    
ⅢⅢⅢⅢ－－－－１１１１    利用者本位利用者本位利用者本位利用者本位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    

    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(1)(1)(1)(1)    利用者利用者利用者利用者をををを尊重尊重尊重尊重するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢をををを明示明示明示明示しているしているしているしている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----①①①①    利用者利用者利用者利用者をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたしたサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供についてについてについてについて共通共通共通共通のののの理解理解理解理解をもつためをもつためをもつためをもつため

のののの取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

    
ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----②②②②    利用者利用者利用者利用者のののの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にににに関関関関するするするする規程規程規程規程・・・・マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等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。。。。    
ａａａａ    

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(2)(2)(2)(2)    利用者満足利用者満足利用者満足利用者満足のののの向上向上向上向上にににに努努努努めているめているめているめている。。。。        

    ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----①①①①    利用者利用者利用者利用者のののの意向意向意向意向のののの把握把握把握把握とととと満足満足満足満足のののの向上向上向上向上へのへのへのへの活用活用活用活用にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)(3)(3)(3)    利用者利用者利用者利用者がががが意見等意見等意見等意見等をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい体制体制体制体制をををを確保確保確保確保しているしているしているしている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----①①①①    利用者利用者利用者利用者がががが相談相談相談相談やややや意見意見意見意見をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい環境環境環境環境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。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----②②②②    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をみをみをみを確立確立確立確立しししし十分十分十分十分にににに周知周知周知周知・・・・機能機能機能機能しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----③③③③    利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの意見等意見等意見等意見等にににに対対対対してしてしてして迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

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されてされてされておりおりおりおり、、、、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たしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみ

がががが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。。。。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、、、、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もありもありもありもありますますますます。。。。    

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））））にににに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おりされておりされておりされており、、、、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でででで体制整備体制整備体制整備体制整備、、、、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（（（（実施実施実施実施時期時期時期時期    9999月月月月））））をををを実施実施実施実施、（、（、（、（園児園児園児園児    133133133133人人人人、、、、

総家庭数総家庭数総家庭数総家庭数    107107107107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    103103103103件件件件、、、、回回回回収率収率収率収率    96.396.396.396.3％）、％）、％）、％）、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してしてして

いましたいましたいましたいました。（。（。（。（保育園保育園保育園保育園のののの総合評価総合評価総合評価総合評価    大変満足大変満足大変満足大変満足47.647.647.647.6％、％、％、％、満足満足満足満足40.840.840.840.8％、％、％、％、どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば満足満足満足満足    7.87.87.87.8％、％、％、％、

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば不満不満不満不満    1.01.01.01.0％、％、％、％、不満不満不満不満1111％、％、％、％、大変不満大変不満大変不満大変不満1111％）％）％）％）    

但但但但しししし、、、、下記下記下記下記ののののアンケートアンケートアンケートアンケート４４４４項目項目項目項目はははは、、、、今後今後今後今後もももも継続的継続的継続的継続的ににににＷＡＴＣＨＷＡＴＣＨＷＡＴＣＨＷＡＴＣＨがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

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        （（（（    今後今後今後今後もももも継続的継続的継続的継続的ななななＷＡＴＣＨＷＡＴＣＨＷＡＴＣＨＷＡＴＣＨがががが必要必要必要必要なななな４４４４項目項目項目項目    ））））    

【【【【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    子子子子どもどもどもどもののの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    77773333（（（（70.970.970.970.9％）％）％）％）    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    26262626（（（（25.225.225.225.2％）％）％）％）    いいえいいえいいえいいえ3333    未記入未記入未記入未記入1111    

【【【【子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子】】】】    

7777    おおおお子子子子さんさんさんさんがががが、、、、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にににに楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで参加参加参加参加していましていましていましていますかすかすかすか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい66666666（（（（64.164.164.164.1％）％）％）％）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9999（（（（8.78.78.78.7％）％）％）％）いいえいいえいいえいいえ0000    未記入未記入未記入未記入28282828（（（（27.227.227.227.2％）％）％）％）    

【【【【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へのへのへのへの対応対応対応対応】】】】    

25252525    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    79797979（（（（76.776.776.776.7％）％）％）％）    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    17171717（（（（16.516.516.516.5％）％）％）％）    いいえいいえいいえいいえ3333    未記入未記入未記入未記入4444    

26262626    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、、、、改改改改善善善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    73737373（（（（70.970.970.970.9％）％）％）％）    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    23232323（（（（22.322.322.322.3％）％）％）％）    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5555    

    

    

    



ⅢⅢⅢⅢ－－－－２２２２    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確保確保確保確保    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(1)(1)(1)(1)    質質質質のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを組織的組織的組織的組織的にににに行行行行っているっているっているっている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----①①①①    サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容についてについてについてについて定期的定期的定期的定期的にににに評価評価評価評価をををを行行行行うううう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。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----②  ②  ②  ②  評価評価評価評価のののの結果結果結果結果にににに基基基基づきづきづきづき組織組織組織組織としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき課題課題課題課題をををを明確明確明確明確にしているにしているにしているにしている。。。。    ａａａａ        

ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----③③③③    課題課題課題課題にににに対対対対するするするする改善策改善策改善策改善策・・・・改善計画改善計画改善計画改善計画をををを立立立立てててて実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(2)(2)(2)(2)        個個個個々々々々ののののサービスサービスサービスサービスのののの標準的標準的標準的標準的なななな実施方法実施方法実施方法実施方法をををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----①①①①    個個個個々々々々ののののサービスサービスサービスサービスについてについてについてについて標準的標準的標準的標準的なななな実施方法実施方法実施方法実施方法をををを文書化文書化文書化文書化ししししサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供

しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ        

    
ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----②②②②    標準的標準的標準的標準的なななな実施方法実施方法実施方法実施方法についてについてについてについて見直見直見直見直しをするしをするしをするしをする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(3)  (3)  (3)  (3)  サービスサービスサービスサービス実施実施実施実施のののの記録記録記録記録をををを適切適切適切適切にににに行行行行っているっているっているっている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----①①①①    利用者利用者利用者利用者にににに関関関関するするするするサービスサービスサービスサービス実施状況実施状況実施状況実施状況のののの記録記録記録記録をををを適切適切適切適切にににに行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----② ② ② ② 利用者利用者利用者利用者にににに関関関関するするするする記録記録記録記録のののの管理体制管理体制管理体制管理体制をををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

ⅢⅢⅢⅢ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----③③③③    利用者利用者利用者利用者のののの状況等状況等状況等状況等にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを職員間職員間職員間職員間でででで共有化共有化共有化共有化しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

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質質質質のののの向上向上向上向上にににに向向向向けけけけ、、、、外部研究機関外部研究機関外部研究機関外部研究機関とととと連携連携連携連携したりしたりしたりしたり、、、、種種種種々々々々のののの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、、、、熱心熱心熱心熱心にににに取取取取

組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。科学的科学的科学的科学的なななな根拠根拠根拠根拠ををををベースベースベースベースにににに子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの感性感性感性感性やややや知能知能知能知能、、、、心身心身心身心身のののの発育発育発育発育をををを支援支援支援支援するするするする様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ

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、「、「、「、「業務業務業務業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」、「」、「」、「」、「離乳食離乳食離乳食離乳食のすすめのすすめのすすめのすすめ方方方方」、「」、「」、「」、「保育過程保育過程保育過程保育過程」、「」、「」、「」、「指導計画指導計画指導計画指導計画」、「」、「」、「」、「保育日誌保育日誌保育日誌保育日誌」、」、」、」、

「「「「連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳」、「」、「」、「」、「児童票児童票児童票児童票」、「」、「」、「」、「健康記録健康記録健康記録健康記録」」」」等等等等をををを閲覧閲覧閲覧閲覧しししし、、、、標準的標準的標準的標準的なななな実施方法実施方法実施方法実施方法がががが確立確立確立確立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。。。。    

進化進化進化進化のののの源源源源となるとなるとなるとなる課題課題課題課題のののの洗出洗出洗出洗出しをしをしをしを行行行行ったったったった「「「「目標達成計画目標達成計画目標達成計画目標達成計画」」」」をををを確確確確認認認認、、、、改善改善改善改善のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況もももも目視目視目視目視しましたしましたしましたしました。。。。    

子子子子どもどもどもども・・・・保護者保護者保護者保護者にににに関関関関するするするする情報情報情報情報はははは、、、、園長園長園長園長がががが個人情報管理者個人情報管理者個人情報管理者個人情報管理者となりとなりとなりとなり、「、「、「、「個人情報保護規程個人情報保護規程個人情報保護規程個人情報保護規程」」」」にににに基基基基づきづきづきづき体制体制体制体制をををを

整備整備整備整備しししし、、、、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。。。。    

    

    

    



ⅢⅢⅢⅢ－－－－３３３３    サービスサービスサービスサービスのののの開始開始開始開始・・・・継続継続継続継続    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(1)(1)(1)(1)    サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの開始開始開始開始をををを適切適切適切適切にににに行行行行っているっているっているっている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----①①①①    利用希望者利用希望者利用希望者利用希望者にににに対対対対してしてしてしてサービスサービスサービスサービス選択選択選択選択にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを提供提供提供提供しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    サービスサービスサービスサービスのののの開始開始開始開始にあたりにあたりにあたりにあたり利用者等利用者等利用者等利用者等にににに説明説明説明説明しししし同意同意同意同意をををを得得得得ているているているている。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(2)(2)(2)(2)    サービスサービスサービスサービスのののの継続性継続性継続性継続性にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした対応対応対応対応がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。        

    

    
ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(2)(2)(2)(2)----①①①①    事業所事業所事業所事業所のののの変更変更変更変更やややや家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの移行移行移行移行などにあたりなどにあたりなどにあたりなどにあたりサービスサービスサービスサービスのののの継続性継続性継続性継続性にににに配配配配

慮慮慮慮したしたしたした対応対応対応対応をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

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情報提供情報提供情報提供情報提供はははは、「、「、「、「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット」」」」にににに記載記載記載記載されておりされておりされておりされており、、、、イラストイラストイラストイラスト等等等等にににに気気気気をををを配配配配りりりり、、、、見見見見やすいやすいやすいやすい

内容内容内容内容になっていますになっていますになっていますになっています。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット」」」」はははは、、、、多世代交流館多世代交流館多世代交流館多世代交流館『『『『ふらっとふらっとふらっとふらっと』』』』などのなどのなどのなどの公共施設公共施設公共施設公共施設

にもにもにもにも置置置置いていますいていますいていますいています。。。。    

利用利用利用利用のののの説明説明説明説明にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、園長園長園長園長がががが責任者責任者責任者責任者となってとなってとなってとなって、、、、分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。    

見学希望見学希望見学希望見学希望はははは積極的積極的積極的積極的にににに受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、またまたまたまた週週週週１１１１回園庭開放回園庭開放回園庭開放回園庭開放をををを実施実施実施実施しししし、、、、随時園内随時園内随時園内随時園内のののの様子様子様子様子をををを見見見見てもらえるようてもらえるようてもらえるようてもらえるよう

にににに対応対応対応対応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、、、、保育園保育園保育園保育園のののの転園転園転園転園やややや小学校小学校小学校小学校へのへのへのへの進学進学進学進学にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、継続性継続性継続性継続性をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした対応対応対応対応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。。。。    

    

    

    

    

    

食育食育食育食育のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

年長年長年長年長になるとになるとになるとになると一緒一緒一緒一緒にににに食事食事食事食事をするをするをするをする子子子子のののの

盛盛盛盛りつけをりつけをりつけをりつけを手伝手伝手伝手伝ってくれますってくれますってくれますってくれます。。。。    

子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが野菜野菜野菜野菜をををを洗洗洗洗ってってってって、、、、皮皮皮皮をむきをむきをむきをむき、、、、

包丁包丁包丁包丁でででで切切切切ってってってってカレーカレーカレーカレーづくりをしますづくりをしますづくりをしますづくりをします。。。。    

子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと作作作作ったったったった野野野野

菜菜菜菜をををを収穫収穫収穫収穫してしてしてして食食食食べますべますべますべます。。。。    

            

    



    

ⅢⅢⅢⅢ－－－－４４４４    サービスサービスサービスサービス実施計画実施計画実施計画実施計画のののの策定策定策定策定    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅢⅢⅢⅢ----４４４４----(1)(1)(1)(1)    利用者利用者利用者利用者ののののアセスメントアセスメントアセスメントアセスメントをををを行行行行っているっているっているっている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----４４４４----(1)(1)(1)(1)----①①①①    定定定定められためられためられためられた手順手順手順手順にににに従従従従ってってってってアセスメントアセスメントアセスメントアセスメントをををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
    

ⅢⅢⅢⅢ----４４４４----((((1)1)1)1)----②  ②  ②  ②  利用者利用者利用者利用者のののの課題課題課題課題をををを個別個別個別個別ののののサービスサービスサービスサービス場面場面場面場面ごとにごとにごとにごとに明示明示明示明示しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----４４４４----(2)(2)(2)(2)    利用者利用者利用者利用者にににに対対対対するするするするサービスサービスサービスサービス実施計画実施計画実施計画実施計画をををを策定策定策定策定しているしているしているしている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----４４４４----(2)(2)(2)(2)----①①①①    サービスサービスサービスサービス実施計画実施計画実施計画実施計画をををを適切適切適切適切にににに策定策定策定策定しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

    ⅢⅢⅢⅢ----４４４４----(2)(2)(2)(2)----②②②②    定期的定期的定期的定期的ににににサービスサービスサービスサービス実施計画実施計画実施計画実施計画のののの評価評価評価評価・・・・見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

年間年間年間年間カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム、、、、月案月案月案月案、、、、個人個人個人個人カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム等等等等クラスクラスクラスクラスをををを担任担任担任担任がががが作成作成作成作成、、、、主任主任主任主任がががが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。。。。クラクラクラクラ

ススススごとにごとにごとにごとに担任担任担任担任がががが子子子子どものどものどものどもの発達発達発達発達、、、、保護者保護者保護者保護者のののの様子様子様子様子などをなどをなどをなどを話話話話しししし合合合合いいいい作成作成作成作成していますしていますしていますしています。。。。乳児研修乳児研修乳児研修乳児研修、、、、幼児研修幼児研修幼児研修幼児研修

、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議、、、、交流会研修交流会研修交流会研修交流会研修、、、、公開保公開保公開保公開保育育育育などをなどをなどをなどを通通通通しししし、、、、保育内容保育内容保育内容保育内容のののの確認確認確認確認・・・・伝達伝達伝達伝達・・・・分析分析分析分析をををを行行行行いいいい技術向上技術向上技術向上技術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。。。。評価評価評価評価・・・・見直見直見直見直しのしのしのしの結果結果結果結果はははは、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員にににに説明説明説明説明しししし、、、、場合場合場合場合によってはによってはによってはによってはリーダーリーダーリーダーリーダー会会会会、、、、申申申申しししし送送送送りりりり表表表表

にてにてにてにて変更変更変更変更をををを伝伝伝伝ええええ子子子子どものどものどものどもの情報情報情報情報をををを園内園内園内園内でででで共有共有共有共有していますしていますしていますしています。。。。    

一般的一般的一般的一般的にににに、、、、保育園保育園保育園保育園ではではではでは初初初初めてめてめてめて家庭家庭家庭家庭からからからから離離離離れたれたれたれた子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが家族以外家族以外家族以外家族以外のののの大人大人大人大人やややや子供子供子供子供たちとたちとたちとたちと関係性関係性関係性関係性をををを持持持持つつつつ

中中中中でででで社会性社会性社会性社会性をををを身身身身にににに着着着着けることをけることをけることをけることを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。それをよりそれをよりそれをよりそれをより効果的効果的効果的効果的にににに実践実践実践実践するためにするためにするためにするために、「、「、「、「きょうだいきょうだいきょうだいきょうだいクククク

ラスラスラスラス」」」」をををを設置設置設置設置してしてしてして異年齢保育異年齢保育異年齢保育異年齢保育をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、子供子供子供子供たちはそのたちはそのたちはそのたちはその中中中中でででで集団行動集団行動集団行動集団行動ででででルールルールルールルールやややや協調性協調性協調性協調性をををを身身身身

にににに着着着着けるけるけるける練習練習練習練習をしますをしますをしますをします。。。。集団集団集団集団ののののルールルールルールルールをををを身身身身にににに着着着着けるためけるためけるためけるためのののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして昼食昼食昼食昼食はみんなでそろってはみんなでそろってはみんなでそろってはみんなでそろって

食食食食べるべるべるべる事事事事がががが普通普通普通普通ですがですがですがですが、、、、あえてあえてあえてあえて「「「「決決決決まったまったまったまった席席席席、、、、決決決決まったまったまったまった食事食事食事食事のののの順番順番順番順番のののの中中中中でででで、、、、食食食食べるべるべるべる準備準備準備準備のできたのできたのできたのできた子子子子

からからからから自分自分自分自分のののの席席席席にににに着着着着きききき食食食食べべべべ始始始始めるめるめるめる」」」」スタイルスタイルスタイルスタイルをとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。準備準備準備準備のできたのできたのできたのできた子子子子からからからからテーブルテーブルテーブルテーブルにににに座座座座ってってってって

食食食食べべべべ始始始始めるのでめるのでめるのでめるので、、、、１１１１人人人人でででで食事食事食事食事しているところにしているところにしているところにしているところに準備準備準備準備のできたのできたのできたのできた子子子子がががが食食食食べにべにべにべに来来来来るるるるテーブルテーブルテーブルテーブルやややや数人数人数人数人がががが一緒一緒一緒一緒

にににに食食食食べべべべ始始始始めるめるめるめるテーブルテーブルテーブルテーブルがありますがありますがありますがあります。。。。少少少少しししし離離離離れたれたれたれた所所所所ではおもむろにおもちゃをではおもむろにおもちゃをではおもむろにおもちゃをではおもむろにおもちゃを片片片片づけるづけるづけるづける子供子供子供子供やややや、、、、自分自分自分自分

のののの順番順番順番順番までまでまでまで遊遊遊遊んでいるんでいるんでいるんでいる子供子供子供子供・・・・・・・・・・・・とととと、、、、集団集団集団集団のののの中中中中ですがですがですがですが個個個個々々々々ののののペースペースペースペースでででで、、、、自分自分自分自分でででで今何今何今何今何をすべきかをすべきかをすべきかをすべきか考考考考ええええ

てててて行動行動行動行動していますしていますしていますしています。。。。全員一緒全員一緒全員一緒全員一緒にににに『『『『いたいたいたいただきますだきますだきますだきます』』』』をしないをしないをしないをしない、、、、というというというというスタイルスタイルスタイルスタイルにににに至至至至るにはるにはるにはるには保育士全員保育士全員保育士全員保育士全員

のまじめなのまじめなのまじめなのまじめな葛藤葛藤葛藤葛藤がありましたがありましたがありましたがありました。。。。以前以前以前以前はははは全員全員全員全員がそろってからがそろってからがそろってからがそろってから一緒一緒一緒一緒にににに『『『『いただきますいただきますいただきますいただきます』』』』をしていましたをしていましたをしていましたをしていました

がががが、、、、子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは同年齢同年齢同年齢同年齢、、、、異年齢異年齢異年齢異年齢にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず行動行動行動行動ののののペースペースペースペースがががが一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり違違違違うのでうのでうのでうので、、、、全員全員全員全員でそろってでそろってでそろってでそろって

『『『『いただきますいただきますいただきますいただきます』』』』をするのはをするのはをするのはをするのは、、、、逆逆逆逆にににに待待待待つつつつ子供子供子供子供にもにもにもにも待待待待たれるたれるたれるたれる子供子供子供子供にもにもにもにも「「「「ストレスストレスストレスストレスになるのではになるのではになるのではになるのでは？」？」？」？」とととと

いういういういう疑問疑問疑問疑問がががが生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。そこでそこでそこでそこで保育士全員保育士全員保育士全員保育士全員でででで何度何度何度何度もももも何度何度何度何度もももも話話話話しししし合合合合いをしいをしいをしいをし、、、、考考考考えたことはえたことはえたことはえたことは「「「「まずはまずはまずはまずは

個人個人個人個人ののののペースペースペースペースをををを大切大切大切大切にすることでやるにすることでやるにすることでやるにすることでやる気気気気をををを育育育育てるてるてるてる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自分自分自分自分でででで気気気気づきできることがづきできることがづきできることがづきできることが集団集団集団集団としてとしてとしてとして

のまとまりやのまとまりやのまとまりやのまとまりやルールルールルールルールをををを守守守守ることにつながっていくることにつながっていくることにつながっていくることにつながっていく」」」」ということでしたということでしたということでしたということでした。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、今今今今ののののスタイルスタイルスタイルスタイルでででで

昼食昼食昼食昼食をををを実施実施実施実施するようになりましたするようになりましたするようになりましたするようになりました。。。。    

    ここでここでここでここで評価評価評価評価すべきすべきすべきすべき点点点点はははは、、、、保育士保育士保育士保育士がががが従来従来従来従来ののののスタイルスタイルスタイルスタイルにににに疑問疑問疑問疑問をもてるをもてるをもてるをもてる点点点点、、、、またそれをまたそれをまたそれをまたそれを全員全員全員全員がががが納得納得納得納得するするするする

までまでまでまで話話話話をするをするをするをする点点点点、、、、そしてそしてそしてそして「「「「今今今今はこのはこのはこのはこのスタイルスタイルスタイルスタイルですがですがですがですが、、、、このこのこのこの後社会後社会後社会後社会もももも子供子供子供子供たちもたちもたちもたちも変変変変わるでしょうからわるでしょうからわるでしょうからわるでしょうから

、、、、そのそのそのその時時時時はまたそれにはまたそれにはまたそれにはまたそれに応応応応じたじたじたじたスタイルスタイルスタイルスタイルにににに変変変変えますえますえますえます」」」」というというというという、、、、常常常常ににににＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡをををを意識意識意識意識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スススス

タイルタイルタイルタイルをををを常常常常にににに変化変化変化変化させるさせるさせるさせる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実践実践実践実践しているしているしているしている点点点点ですですですです。。。。    

それだけでなくそれだけでなくそれだけでなくそれだけでなく、、、、何何何何よりよりよりより一番心強一番心強一番心強一番心強いのはいのはいのはいのは、、、、園長園長園長園長、、、、主任主任主任主任をををを始始始始めめめめ、、、、保育士全員保育士全員保育士全員保育士全員がががが議論議論議論議論をををを続続続続けけけけ、、、、根拠根拠根拠根拠とととと信信信信

念念念念をををを持持持持ってってってって保育保育保育保育をををを実践実践実践実践しているしているしているしている点点点点ですですですです。。。。    



評価対象評価対象評価対象評価対象ⅣⅣⅣⅣ    実施実施実施実施するするするす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のののの内容内容内容内容    
    

ⅣⅣⅣⅣ－－－－１１１１    子子子子どものどものどものどもの発達援助発達援助発達援助発達援助    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(1)(1)(1)(1)    発達援助発達援助発達援助発達援助のののの基本基本基本基本        

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----①①①①    保育計画保育計画保育計画保育計画がががが、、、、保育保育保育保育のののの基本方針基本方針基本方針基本方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、さらにさらにさらにさらに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

のののの意向等意向等意向等意向等をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして作成作成作成作成しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----②②②②    指導計画指導計画指導計画指導計画のののの評価評価評価評価をををを定期的定期的定期的定期的にににに行行行行いいいい、、、、そのそのそのその結果結果結果結果にににに基基基基づきづきづきづき、、、、指導計画指導計画指導計画指導計画をををを改改改改

定定定定しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)  (2)  (2)  (2)  健康管理健康管理健康管理健康管理・・・・食事食事食事食事        

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----① ① ① ① 登所時登所時登所時登所時やややや保育中保育中保育中保育中のののの子子子子どものどものどものどもの健康管理健康管理健康管理健康管理はははは、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルなどがありなどがありなどがありなどがあり子子子子どどどどもももも

一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの健康状態健康状態健康状態健康状態にににに応応応応じてじてじてじて実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----② ② ② ② 健康診断健康診断健康診断健康診断のののの結果結果結果結果についてについてについてについて、、、、保護者保護者保護者保護者やややや職員職員職員職員にににに伝達伝達伝達伝達しししし、、、、それをそれをそれをそれを保育保育保育保育にににに反映反映反映反映

させているさせているさせているさせている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----③ ③ ③ ③ 歯科健診歯科健診歯科健診歯科健診のののの結果結果結果結果についてについてについてについて、、、、保護者保護者保護者保護者やややや職員職員職員職員にににに伝達伝達伝達伝達しししし、、、、それをそれをそれをそれを保育保育保育保育にににに反映反映反映反映

しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----④④④④    感染症発生時感染症発生時感染症発生時感染症発生時にににに対応対応対応対応できるできるできるできるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがありがありがありがあり、、、、発生状況発生状況発生状況発生状況をををを保護者保護者保護者保護者、、、、

全職員全職員全職員全職員にににに通知通知通知通知しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----⑤⑤⑤⑤    食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しむことができるしむことができるしむことができるしむことができる工夫工夫工夫工夫をしているをしているをしているをしている。。。。    ａａａａ    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----⑥⑥⑥⑥    子子子子どものどものどものどもの喫食状況喫食状況喫食状況喫食状況をををを把握把握把握把握するなどしてするなどしてするなどしてするなどして、、、、献立献立献立献立のののの作成作成作成作成・・・・調調調調理理理理のののの工夫工夫工夫工夫にににに

活活活活かしているかしているかしているかしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----⑦⑦⑦⑦    子子子子どものどものどものどもの食生活食生活食生活食生活をををを充実充実充実充実させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、家庭家庭家庭家庭とととと連携連携連携連携しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

    

    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----⑧ ⑧ ⑧ ⑧ アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー疾患疾患疾患疾患をもつをもつをもつをもつ子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対しししし、、、、専門医専門医専門医専門医からのからのからのからの指示指示指示指示をををを得得得得てててて、、、、適切適切適切適切

なななな対応対応対応対応をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(3)  (3)  (3)  (3)  保育環境保育環境保育環境保育環境        

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----①①①①    子子子子どもがどもがどもがどもが心地心地心地心地よくよくよくよく過過過過ごすことのできるごすことのできるごすことのできるごすことのできる環境環境環境環境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。。。。    ａａａａ    
    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----② ② ② ② 生活生活生活生活のののの場場場場にににに相応相応相応相応しいしいしいしい環境環境環境環境とするとするとするとする取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)  (4)  (4)  (4)  保育内容保育内容保育内容保育内容        

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----① ① ① ① 子子子子どもどもどもども一人一人一人一人ひとりへのひとりへのひとりへのひとりへの理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、受容受容受容受容ししししようとようとようとようと努努努努めているめているめているめている。。。。    ａａａａ    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----②②②②    基本的基本的基本的基本的なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣やややや生理現象生理現象生理現象生理現象にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの子子子子どものどものどものどもの状状状状

況況況況にににに応応応応じてじてじてじて対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----③③③③    子子子子どもがどもがどもがどもが自発的自発的自発的自発的にににに活動活動活動活動できるできるできるできる環境環境環境環境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。。。。    ａａａａ    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----④④④④    身近身近身近身近なななな自然自然自然自然やややや社会社会社会社会とかかわれるようなとかかわれるようなとかかわれるようなとかかわれるような取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑤⑤⑤⑤    さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな表現活動表現活動表現活動表現活動がががが体験体験体験体験できるようにできるようにできるようにできるように配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑥⑥⑥⑥    遊遊遊遊びやびやびやびや生活生活生活生活をををを通通通通してしてしてして人間関係人間関係人間関係人間関係がががが育育育育つようつようつようつよう配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑦⑦⑦⑦    子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮するとともするとともするとともするとともにににに、、、、文化文化文化文化のののの違違違違いをいをいをいを認認認認めめめめ、、、、互互互互いにいにいにいに

尊重尊重尊重尊重するするするする心心心心をををを育育育育てるようてるようてるようてるよう配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑧⑧⑧⑧    性差性差性差性差へのへのへのへの先入観先入観先入観先入観によるによるによるによる固定的固定的固定的固定的なななな観念観念観念観念やややや役割分業意識役割分業意識役割分業意識役割分業意識をををを植植植植ええええ付付付付けないけないけないけない

ようようようよう配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑨⑨⑨⑨    乳児保育乳児保育乳児保育乳児保育のためののためののためののための環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しししし、、、、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にににに配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている

。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑩⑩⑩⑩    長時間長時間長時間長時間にわたるにわたるにわたるにわたる保育保育保育保育のためののためののためののための環境環境環境環境がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、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にににに

配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑪⑪⑪⑪    チャレンジドチャレンジドチャレンジドチャレンジド（（（（障障障障がいがいがいがい児児児児））））保育保育保育保育のためののためののためののための環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しししし、、、、保育保育保育保育のののの内容内容内容内容やややや

方法方法方法方法にににに配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

    



特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

訪問評価訪問評価訪問評価訪問評価当日当日当日当日 1/311/311/311/31（（（（木木木木））））のののの献立献立献立献立：：：：昼昼昼昼－－－－おやこどんおやこどんおやこどんおやこどん・・・・はくさいのおかかあえはくさいのおかかあえはくさいのおかかあえはくさいのおかかあえ、、、、おやつおやつおやつおやつ－－－－きなこきなこきなこきなこサンドサンドサンドサンド、、、、

ぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅうぎゅうにゅう    子子子子どもにどもにどもにどもに人気人気人気人気でしたでしたでしたでした。。。。給食給食給食給食ののののサンプルサンプルサンプルサンプル展示展示展示展示もももも玄関玄関玄関玄関ホールホールホールホールにてにてにてに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。。。。    

おやつはおやつはおやつはおやつは、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり手作手作手作手作りをりをりをりを心心心心がけていてがけていてがけていてがけていて、、、、おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり・・・・カップケーキカップケーキカップケーキカップケーキ・・・・蒸蒸蒸蒸ししししパンパンパンパン等等等等ですですですです。。。。    

食器食器食器食器のののの材質材質材質材質やややや形形形形などになどになどになどに配慮配慮配慮配慮してしてしてして、、、、重重重重みがありみがありみがありみがあり支支支支えやすくえやすくえやすくえやすく、、、、きちんときちんときちんときちんと扱扱扱扱うことをうことをうことをうことを学学学学べるべるべるべる陶器陶器陶器陶器をををを使用使用使用使用していしていしていしてい

ますますますます。。。。スプーンスプーンスプーンスプーンもももも口腔内口腔内口腔内口腔内ののの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数種類数種類数種類数種類をををを使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。    

    

9999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】】】】    

13131313    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内内内容容容容がががが分分分分かるようになっていますかかるようになっていますかかるようになっていますかかるようになっていますか？？？？    

→→→→    はいはいはいはい    103103103103    （（（（100100100100％）％）％）％）    

    

わらべうたにわらべうたにわらべうたにわらべうたに力力力力をををを入入入入れていますれていますれていますれています。。。。    『『『『なぜなぜなぜなぜ、、、、良良良良いのかいのかいのかいのか？』？』？』？』    とととと聞聞聞聞きましたらきましたらきましたらきましたら。。。。    

・・・・    抱抱抱抱かれたりかれたりかれたりかれたり、、、、触触触触れられたりするれられたりするれられたりするれられたりする中中中中でででで愛情愛情愛情愛情やややや親愛親愛親愛親愛のののの深深深深さをさをさをさを感感感感じることができるじることができるじることができるじることができる    

・ 未発達未発達未発達未発達なななな声帯声帯声帯声帯にににに負担負担負担負担をかけないをかけないをかけないをかけない    

・ 昔昔昔昔からうたいつがれたものでからうたいつがれたものでからうたいつがれたものでからうたいつがれたもので、、、、日本人日本人日本人日本人ののののアイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティをををを大切大切大切大切にしているにしているにしているにしている    

・ いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、どこでもどこでもどこでもどこでも、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも歌歌歌歌えるえるえるえる    

・ 子子子子どものどものどものどもの耳耳耳耳はははは単一単一単一単一のののの音音音音のみのみのみのみ聞聞聞聞きききき分分分分けるけるけるける。。。。たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの音音音音があるとがあるとがあるとがあると正正正正しくしくしくしく聞聞聞聞きききき分分分分けるけるけるける事事事事がががが出来出来出来出来ないないないない    

・ 仲間仲間仲間仲間とととと協調協調協調協調することですることですることですることで社会性社会性社会性社会性につながるにつながるにつながるにつながる    

・ 身体身体身体身体のののの部位部位部位部位にににに触触触触れながられながられながられながら遊遊遊遊ぶことでぶことでぶことでぶことで身体像身体像身体像身体像をををを知知知知るるるる            

・ いろいろいろいろいろいろいろいろ動動動動くことでくことでくことでくことで身体身体身体身体をををを調整調整調整調整するするするする力力力力やややや、、、、しなやかさをしなやかさをしなやかさをしなやかさを身身身身につけることができるにつけることができるにつけることができるにつけることができる        等等等等々々々々    

保育保育保育保育ののののプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルらしくらしくらしくらしく、、、、論理的論理的論理的論理的なななな説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

    

『『『『先生先生先生先生とととと呼呼呼呼ばずにばずにばずにばずに○○○○○○○○さんとさんとさんとさんと呼呼呼呼びびびび』、』、』、』、子子子子どものどものどものどもの人格人格人格人格をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、保育士保育士保育士保育士のののの人格人格人格人格でででで保育保育保育保育されていますされていますされていますされています。。。。    

    

チャレンジドチャレンジドチャレンジドチャレンジド（（（（障障障障がいがいがいがい児児児児））））はははは、、、、現在居現在居現在居現在居りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、専門機関専門機関専門機関専門機関とととと連携連携連携連携ししししカンファレンスカンファレンスカンファレンスカンファレンスをををを実施実施実施実施しししし、、、、    

専門知識専門知識専門知識専門知識をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ保育保育保育保育にににに生生生生かすかすかすかす体制体制体制体制がががが整整整整っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

    

    



    

9999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よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋    自由記述部分自由記述部分自由記述部分自由記述部分のののの抜粋抜粋抜粋抜粋    

[[[[保護者保護者保護者保護者のののの立場立場立場立場からみてからみてからみてからみて、、、、おおおお子子子子さんがさんがさんがさんが通通通通っているっているっているっている園園園園はどのようなはどのようなはどのようなはどのような特徴特徴特徴特徴があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？]]]]    

クラスクラスクラスクラス：：：：さくらんぼさくらんぼさくらんぼさくらんぼ    園児園児園児園児    9999人人人人    総家庭数総家庭数総家庭数総家庭数    回収回収回収回収7/7/7/7/配布配布配布配布7777件件件件        回収率回収率回収率回収率    100100100100％％％％    

①①①①家庭的家庭的家庭的家庭的。。。。わらべわらべわらべわらべ歌歌歌歌などでなどでなどでなどでスキンシップスキンシップスキンシップスキンシップをををを取取取取っているっているっているっている。。。。手作手作手作手作りのおもちゃなどりのおもちゃなどりのおもちゃなどりのおもちゃなど子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの想像想像想像想像をををを

促促促促すようなすようなすようなすような素朴素朴素朴素朴なおもちゃをなおもちゃをなおもちゃをなおもちゃを使使使使っているっているっているっている。。。。行事行事行事行事にににに追追追追われずわれずわれずわれず、、、、子供子供子供子供のののの普段普段普段普段のののの生活生活生活生活をををを大切大切大切大切にしているにしているにしているにしている。。。。    

②②②②のびのびとのびのびとのびのびとのびのびと育育育育ちちちち、、、、友達友達友達友達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やややや豊豊豊豊なななな心心心心がががが育育育育つつつつ園園園園だなとだなとだなとだなと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。    

③３③３③３③３・・・・４４４４・・・・５５５５歳児歳児歳児歳児はたてはたてはたてはたて割割割割りりりり保育保育保育保育でででで一緒一緒一緒一緒にににに過過過過ごしているごしているごしているごしている。。。。衛生面衛生面衛生面衛生面にににに気気気気をををを遣遣遣遣っているっているっているっている。。。。    

④④④④担当担当担当担当のののの組以外組以外組以外組以外のののの先生先生先生先生もももも優優優優しくしくしくしく声声声声をををを掛掛掛掛けたりけたりけたりけたり挨拶挨拶挨拶挨拶してしてしてして下下下下さりさりさりさり、、、、安心安心安心安心してしてしてして子供子供子供子供をををを預預預預けられますけられますけられますけられます。。。。    

    

クラスクラスクラスクラス：：：：たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ    園児園児園児園児    20202020人人人人    総家庭数総家庭数総家庭数総家庭数    回収回収回収回収19/19/19/19/配布配布配布配布19191919件件件件        回収率回収率回収率回収率    100100100100％％％％    

⑤⑤⑤⑤規模規模規模規模がががが比較的大比較的大比較的大比較的大きいときいときいときいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、アットホームアットホームアットホームアットホームなななな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気がががが保保保保たれているとたれているとたれているとたれていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

⑥⑥⑥⑥保育士保育士保育士保育士さんはさんはさんはさんは大変大変大変大変だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、行事行事行事行事やややや懇談懇談懇談懇談などはなどはなどはなどは仕事仕事仕事仕事をををを持持持持つつつつ親親親親がなるべくがなるべくがなるべくがなるべく休休休休まずまずまずまず参加参加参加参加できるできるできるできる    

ようようようよう時間的配慮時間的配慮時間的配慮時間的配慮がががが十分十分十分十分されているされているされているされている。（。（。（。（他園他園他園他園とととと比比比比べてもべてもべてもべても））））        

⑦⑦⑦⑦保育士保育士保育士保育士のののの方方方方々々々々をををを先生先生先生先生とととと呼呼呼呼ばずおばずおばずおばずお名前名前名前名前でででで呼呼呼呼ぶようにしているのはぶようにしているのはぶようにしているのはぶようにしているのは親親親親しみしみしみしみ易易易易さがありさがありさがありさがあり、、、、    

とてもとてもとてもとても良良良良いなといなといなといなと思思思思いますいますいますいます。。。。        

⑧⑧⑧⑧子供子供子供子供のののの成長成長成長成長にににに合合合合ったったったった保育環境保育環境保育環境保育環境になっていてあたたかなになっていてあたたかなになっていてあたたかなになっていてあたたかな心配心配心配心配りがりがりがりが至至至至るところにありるところにありるところにありるところにありますますますます。。。。    

おもちゃもおもちゃもおもちゃもおもちゃもキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターにににに頼頼頼頼ることなくることなくることなくることなく、、、、ぬくもりをぬくもりをぬくもりをぬくもりを感感感感じるじるじるじる手作手作手作手作りのりのりのりの物物物物がががが多多多多いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

「「「「わらべうたわらべうたわらべうたわらべうた」」」」遊遊遊遊びはびはびはびは子供子供子供子供もももも気気気気にににに入入入入っていっていっていっていてててて、、、、「「「「ふれあいがふれあいがふれあいがふれあいが」」」」感感感感じられますじられますじられますじられます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ⅣⅣⅣⅣ－－－－２２２２    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅣⅣⅣⅣ----２２２２----(1)(1)(1)(1)    入所児童入所児童入所児童入所児童のののの保護者等保護者等保護者等保護者等へのへのへのへの育児支援育児支援育児支援育児支援        

ⅣⅣⅣⅣ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----①①①①    一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの保護者保護者保護者保護者とととと日常的日常的日常的日常的なななな情報交換情報交換情報交換情報交換にににに加加加加ええええ、、、、個別面談個別面談個別面談個別面談などをなどをなどをなどを行行行行っっっっ

ているているているている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----②②②②    家庭家庭家庭家庭のののの状況状況状況状況やややや保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの情報交換情報交換情報交換情報交換のののの内容内容内容内容をををを必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて記録記録記録記録しているしているしているしている

。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----③③③③    子子子子どものどものどものどもの発発発発達達達達やややや育児育児育児育児などについてなどについてなどについてなどについて、、、、懇談会懇談会懇談会懇談会などのなどのなどのなどの話話話話しししし合合合合いのいのいのいの場場場場にににに加加加加ええええ

てててて、、、、保護者保護者保護者保護者とととと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のるためのるためのるための機会機会機会機会をををを設設設設けているけているけているけている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----④④④④    虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けているとけているとけているとけていると疑疑疑疑われるわれるわれるわれる子子子子どものどものどものどもの早期発見早期発見早期発見早期発見にににに努努努努めめめめ、、、、得得得得られたられたられたられた情報情報情報情報

がががが速速速速やかにやかにやかにやかに所長所長所長所長までまでまでまで届届届届くくくく体制体制体制体制になっているになっているになっているになっている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----⑤⑤⑤⑤    虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けているとけているとけているとけていると疑疑疑疑われるわれるわれるわれる子子子子どものどものどものどもの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて、、、、児童児童児童児童

相談所相談所相談所相談所などのなどのなどのなどの関係機関関係機関関係機関関係機関にににに照会照会照会照会、、、、通告通告通告通告をををを行行行行うううう体制体制体制体制がががが整整整整っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

    

ⅣⅣⅣⅣ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----⑥⑥⑥⑥    一時保育一時保育一時保育一時保育はははは、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの子子子子どものどものどものどもの心身心身心身心身のののの状態状態状態状態をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、通常保育通常保育通常保育通常保育とととと

のののの関連関連関連関連をををを配慮配慮配慮配慮しながらしながらしながらしながら行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

個人個人個人個人のののの「「「「ノートノートノートノート連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳」」」」・・・・「「「「ホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボード」」」」・・・・「「「「毎日毎日毎日毎日のののの声掛声掛声掛声掛けけけけ」」」」等等等等でででで密接密接密接密接にににに日常日常日常日常のののの連絡連絡連絡連絡をををを保護者保護者保護者保護者にににに行行行行っっっっ

ておりておりておりており、、、、個人懇談個人懇談個人懇談個人懇談、、、、保護者会保護者会保護者会保護者会、、、、参観参観参観参観でででで保護者保護者保護者保護者とゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくり話話話話をするをするをするをする機会機会機会機会をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。保育保育保育保育にににに参加参加参加参加しししし

てもらうてもらうてもらうてもらう体験体験体験体験もももも大切大切大切大切にににに思思思思いいいい、、、、トライトライトライトライやるやるやるやるデイデイデイデイ（（（（参加型参観参加型参観参加型参観参加型参観））））はははは、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも参加可能参加可能参加可能参加可能としておりとしておりとしておりとしており、、、、熱心熱心熱心熱心

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。。。。        

『『『『虐待予防虐待予防虐待予防虐待予防・・・・早期発見早期発見早期発見早期発見のためにのためにのためにのために対応対応対応対応ブックブックブックブック』』』』をををを熟読熟読熟読熟読しししし、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議でででで議題議題議題議題にににに挙挙挙挙げていますげていますげていますげています。。。。    

    

    

    

    



ⅣⅣⅣⅣ－－－－３３３３    安全安全安全安全・・・・事故防止事故防止事故防止事故防止    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅣⅣⅣⅣ----３３３３----(1)(1)(1)(1)    安全安全安全安全・・・・事故防止事故防止事故防止事故防止        

ⅣⅣⅣⅣ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----①①①①    調理場調理場調理場調理場、、、、水周水周水周水周りなどのりなどのりなどのりなどの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理はははは、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに基基基基づいてづいてづいてづいて適切適切適切適切にににに実実実実

施施施施しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    食中毒食中毒食中毒食中毒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できるできるできるできるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがありがありがありがあり、、、、さらにそのさらにそのさらにそのさらにその対応方対応方対応方対応方

法法法法についてはについてはについてはについては、、、、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しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----③③③③    事故防止事故防止事故防止事故防止のためののためののためののためのチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト等等等等がありがありがありがあり、、、、事故防止事故防止事故防止事故防止にににに向向向向けたけたけたけた具体具体具体具体

的的的的なななな取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----④④④④    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できるできるできるできるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがありがありがありがあり、、、、全職員全職員全職員全職員にににに周知周知周知周知

しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

    

ⅣⅣⅣⅣ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----⑤⑤⑤⑤    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できるできるできるできるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがありがありがありがあり、、、、全職員全職員全職員全職員にににに周知周知周知周知

していしていしていしているるるる。。。。    
ａａａａ    

    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日のののの朝朝朝朝、、、、園庭園庭園庭園庭にあるにあるにあるにある、ＫＯＭＰＡＮ、ＫＯＭＰＡＮ、ＫＯＭＰＡＮ、ＫＯＭＰＡＮ（（（（コンパンコンパンコンパンコンパン・・・・デンマークデンマークデンマークデンマーク製製製製））））    のののの遊具遊具遊具遊具、、、、ＷＩＮＴＨＥＷＩＮＴＨＥＷＩＮＴＨＥＷＩＮＴＨＥ

ＲＲＲＲ（（（（ウィンザーウィンザーウィンザーウィンザー・・・・デンマークデンマークデンマークデンマーク製製製製））））のののの三輪車三輪車三輪車三輪車でででで子子子子どもどもどもども達達達達がががが、、、、楽楽楽楽しそうにしそうにしそうにしそうに笑顔笑顔笑顔笑顔でででで遊遊遊遊んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。    

園庭園庭園庭園庭・・・・遊具遊具遊具遊具・・・・厨房等厨房等厨房等厨房等はははは、、、、定期的定期的定期的定期的にににに安全点検表安全点検表安全点検表安全点検表でででで、、、、事故防止事故防止事故防止事故防止にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが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。。。。    

子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに対対対対するするするする安全教育安全教育安全教育安全教育はははは、、、、保育中保育中保育中保育中にもにもにもにも小小小小さなさなさなさな““““標識標識標識標識””””をををを使使使使いいいい遊遊遊遊びをびをびをびを通通通通じてじてじてじて実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、            

またまたまたまた三田交通安全協会三田交通安全協会三田交通安全協会三田交通安全協会のののの交通指導員交通指導員交通指導員交通指導員がががが、、、、6/126/126/126/12（（（（火火火火）ＡＭ）ＡＭ）ＡＭ）ＡＭ10101010～～～～11111111 来園来園来園来園しししし、、、、直接指導直接指導直接指導直接指導をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。

避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練はははは毎月実施毎月実施毎月実施毎月実施しておりしておりしておりしており、、、、大規模災害用大規模災害用大規模災害用大規模災害用のののの備蓄品備蓄品備蓄品備蓄品（（（（飲料水飲料水飲料水飲料水：：：：６６６６年間年間年間年間のののの保存期間保存期間保存期間保存期間にににに対応対応対応対応    等等等等））））もももも

準備準備準備準備がががが進進進進みつつありますみつつありますみつつありますみつつあります。（。（。（。（備蓄品一覧備蓄品一覧備蓄品一覧備蓄品一覧 2012.102012.102012.102012.10 現在現在現在現在））））    

    

    

    

光光光光のののの子保育園子保育園子保育園子保育園    園庭園庭園庭園庭    

            

 

 


