
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        ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年    ６６６６月月月月    ３０３０３０３０日日日日    ～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    ３３３３月月月月１７１７１７１７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    ２０１２０１２０１２０１１１１１年年年年１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（金金金金））））    

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業者事業者事業者事業者    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：：：：    若草若草若草若草保育園保育園保育園保育園    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：：：：    園長園長園長園長    髙澤髙澤髙澤髙澤    公彦公彦公彦公彦        開設年開設年開設年開設年：：：：    平成平成平成平成１０１０１０１０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    信愛会信愛会信愛会信愛会    定定定定 員員員員：：：：    １２０１２０１２０１２０名名名名    

所 在所 在所 在所 在 地地地地：：：：    〒〒〒〒666666669999----1321132113211321        兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県三田市三田市三田市三田市けやきけやきけやきけやき台台台台 5555 丁目丁目丁目丁目 24242424 番地番地番地番地    

電 話 番電 話 番電 話 番電 話 番 号号号号：：：：    000079797979----563563563563----5481548154815481    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番番番番号号号号：：：：    000079797979----563563563563----5482548254825482    

ＥＥＥＥ ---- m a im a im a im a i llll：：：：    wakakusa1998@hb.tp1.jpwakakusa1998@hb.tp1.jpwakakusa1998@hb.tp1.jpwakakusa1998@hb.tp1.jp    ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ：：：：    無無無無    

    

３３３３．．．．理念理念理念理念・・・・方針等方針等方針等方針等    

    

    

保育理念保育理念保育理念保育理念    

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園はははは、、、、保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針にににに基基基基づづづづきききき、、、、あたたかくあたたかくあたたかくあたたかく家庭的家庭的家庭的家庭的でででで明明明明るくるくるくるく元気元気元気元気でででで健康的健康的健康的健康的なななな保育保育保育保育をををを行行行行うううう。。。。広広広広々々々々

としたとしたとしたとした園舎園舎園舎園舎にににに充実充実充実充実したしたしたした施設施設施設施設とととと設備設備設備設備、、、、安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな環境環境環境環境のもとのもとのもとのもとでででで、、、、安心安心安心安心しておしておしておしてお預預預預けいただけるけいただけるけいただけるけいただける保育園保育園保育園保育園をををを目目目目

指指指指しますしますしますします。。。。    

    

保育方針保育方針保育方針保育方針    

ゆたかなゆたかなゆたかなゆたかな心心心心、、、、のびやかでたくましいのびやかでたくましいのびやかでたくましいのびやかでたくましい体体体体、、、、幸幸幸幸せにせにせにせに暮暮暮暮らすらすらすらす知恵知恵知恵知恵をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ保育保育保育保育    

    

保育目標保育目標保育目標保育目標    

１１１１．．．．友友友友だちだちだちだち、、、、保育者保育者保育者保育者、、、、まわりのまわりのまわりのまわりの人達人達人達人達とのとのとのとの豊豊豊豊かなかかわりかなかかわりかなかかわりかなかかわり、、、、自然自然自然自然とのふれあいとのふれあいとのふれあいとのふれあいがががが豊豊豊豊かにありかにありかにありかにあり、、、、一人一人一人一人一人一人一人一人

のののの個性個性個性個性（（（（興味興味興味興味、、、、関心関心関心関心、、、、発達発達発達発達のののの仕方仕方仕方仕方、、、、気持気持気持気持ちなどちなどちなどちなど））））がががが尊重尊重尊重尊重されされされされ、、、、信頼感信頼感信頼感信頼感とととと情緒情緒情緒情緒のののの安定安定安定安定があるがあるがあるがある保育保育保育保育    

    

２２２２．．．．子子子子どもどもどもども達達達達がががが遊遊遊遊びびびび（（（（自発的活動自発的活動自発的活動自発的活動））））をををを生生生生きききき生生生生きときときときと十分楽十分楽十分楽十分楽しめしめしめしめ、、、、基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣がががが無理無理無理無理なくなくなくなく自然自然自然自然にににに身身身身にににに

つくようつくようつくようつくよう配慮配慮配慮配慮されされされされ、、、、主体性主体性主体性主体性、、、、協調性協調性協調性協調性、、、、創造性創造性創造性創造性、、、、思考力思考力思考力思考力をををを育育育育むむむむ保育保育保育保育    

    

３３３３．．．．ちびっこちびっこちびっこちびっこ体操体操体操体操（（（（体操体操体操体操クラブクラブクラブクラブのののの先生先生先生先生とととと）、）、）、）、クッキングクッキングクッキングクッキング、、、、園外保育園外保育園外保育園外保育、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの催催催催しなどのしなどのしなどのしなどの楽楽楽楽しいしいしいしい    

活動活動活動活動をををを通通通通しししし、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性のののの育育育育つつつつ保育保育保育保育    



４４４４．．．．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点点点点    

    

●●●●環境環境環境環境・・・・地域地域地域地域へのへのへのへの安全安全安全安全    

・・・・環境環境環境環境エコロジーエコロジーエコロジーエコロジーのののの実践実践実践実践（（（（平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年    太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電システムシステムシステムシステムのののの設置設置設置設置））））    

・・・・職員職員職員職員、、、、保護者保護者保護者保護者のののの車車車車のののの送迎送迎送迎送迎によってによってによってによって地域地域地域地域へごへごへごへご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしないようをおかけしないようをおかけしないようをおかけしないよう、、、、又又又又、、、、子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全がががが守守守守れるようれるようれるようれるよう平成平成平成平成２１２１２１２１

年年年年にににに駐車場用地駐車場用地駐車場用地駐車場用地をさらにをさらにをさらにをさらに拡大拡大拡大拡大しししし、、、、３０３０３０３０台以上台以上台以上台以上がゆったりとがゆったりとがゆったりとがゆったりと駐車可能駐車可能駐車可能駐車可能になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

    

●●●●園庭園庭園庭園庭    

・・・・砂砂砂砂場場場場にににに日日日日よけをよけをよけをよけを設設設設けけけけ、、、、日射病防止日射病防止日射病防止日射病防止やややや００００歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスのののの外気浴外気浴外気浴外気浴をををを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むむむむ    

・・・・品質品質品質品質、、、、色合色合色合色合いいいい、、、、安全性安全性安全性安全性がががが最最最最もももも優優優優れたれたれたれたコンパンコンパンコンパンコンパンのののの遊具遊具遊具遊具をををを設置設置設置設置    

・・・・保育園内保育園内保育園内保育園内にににに巣巣巣巣をををを作作作作らないようにらないようにらないようにらないようにハチハチハチハチをををを一一一一カカカカ所所所所にににに集集集集めるめるめるめる液体液体液体液体（（（（材料材料材料材料はははは全全全全てててて調味料等調味料等調味料等調味料等でででで無害無害無害無害））））ををををペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルにににに入入入入

れてれてれてれて設置設置設置設置    

・・・・たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの実実実実のなるのなるのなるのなる木木木木をををを植樹植樹植樹植樹（（（（かりんかりんかりんかりん、、、、みかんみかんみかんみかん、、、、ヤマモモヤマモモヤマモモヤマモモ、、、、グミグミグミグミ、、、、どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり、、、、ブラックベリーブラックベリーブラックベリーブラックベリー、、、、ブルーベリーブルーベリーブルーベリーブルーベリー））））    

・・・・１１１１畳半畳半畳半畳半のののの大大大大きさのきさのきさのきさのカブトムシカブトムシカブトムシカブトムシ飼育場飼育場飼育場飼育場（（（（夏夏夏夏になるとになるとになるとになると６０６０６０６０匹程匹程匹程匹程ののののカブトムシカブトムシカブトムシカブトムシがががが土土土土からからからから姿姿姿姿をををを現現現現しししし、、、、希望希望希望希望したしたしたした子子子子どもたどもたどもたどもた

ちがおちがおちがおちがお家家家家にににに持持持持ってってってって帰帰帰帰りますりますりますります））））    

    

●●●●ちびっこちびっこちびっこちびっこ体操体操体操体操    

    週週週週にににに１１１１回回回回、、、、体操体操体操体操のののの先生先生先生先生にににに来来来来ていただきていただきていただきていただき、、、、跳跳跳跳びびびび箱箱箱箱、、、、マットマットマットマット運動運動運動運動、、、、鉄鉄鉄鉄棒棒棒棒やややや縄跳縄跳縄跳縄跳びなどびなどびなどびなど様様様様々々々々なななな運動運動運動運動をおこなっておりをおこなっておりをおこなっておりをおこなっており

ますますますます。。。。又又又又、、、、毎年毎年毎年毎年３３３３月月月月にににに学校法人学校法人学校法人学校法人ああああさひさひさひさひ学園学園学園学園    三田三田三田三田あさひあさひあさひあさひ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園（（（（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））））のののの園児園児園児園児さんとさんとさんとさんとドッジドッジドッジドッジ    

ボールボールボールボール大会大会大会大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。。。。    

    

●●●●食育食育食育食育    

①①①①クッキングクッキングクッキングクッキング    

サンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチやややや白玉団子白玉団子白玉団子白玉団子、、、、餃子餃子餃子餃子、、、、スイートポテトスイートポテトスイートポテトスイートポテト、、、、押押押押しししし寿司寿司寿司寿司などなどなどなど年齢年齢年齢年齢にににに応応応応じたじたじたじた楽楽楽楽しいしいしいしいクッキングクッキングクッキングクッキングをををを行行行行っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。またまたまたまた、、、、カレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキングではではではでは食材食材食材食材、、、、調味料調味料調味料調味料のののの買買買買いいいい出出出出しからしからしからしから調理調理調理調理までまでまでまで子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが行行行行いますいますいますいます。。。。    

②②②②栽培栽培栽培栽培    

    夏野菜夏野菜夏野菜夏野菜（（（（トマトトマトトマトトマトややややキュウリキュウリキュウリキュウリ）、）、）、）、すいかすいかすいかすいか、、、、かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃ、、、、マクワウリマクワウリマクワウリマクワウリ、、、、シソシソシソシソ、、、、ラディッシュラディッシュラディッシュラディッシュ、、、、枝豆枝豆枝豆枝豆、、、、サツマイサツマイサツマイサツマイモモモモなどなどなどなど

をををを育育育育てますてますてますてます。。。。サツマイモサツマイモサツマイモサツマイモはははは焼焼焼焼きききき芋芋芋芋パーティーパーティーパーティーパーティーをををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその日日日日のおやつとなりますのおやつとなりますのおやつとなりますのおやつとなります。。。。    

    

③③③③ランチョンマットランチョンマットランチョンマットランチョンマット    

    毎年毎年毎年毎年ランチョンマットランチョンマットランチョンマットランチョンマットをををを作成作成作成作成しますしますしますします。。。。裏面裏面裏面裏面ははははクラスカラークラスカラークラスカラークラスカラー布布布布にににに個人個人個人個人ののののマークマークマークマークをををを一一一一つつつつ一一一一つつつつ刺繍刺繍刺繍刺繍しししし、、、、表面表面表面表面はははは白布白布白布白布にににに

子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが絵絵絵絵などをなどをなどをなどを描描描描いていていていて完成完成完成完成。。。。おおおお誕生会誕生会誕生会誕生会ややややカレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキング、、、、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会のののの会食時会食時会食時会食時にににに使使使使いますいますいますいます。。。。テーブルテーブルテーブルテーブル

マナーマナーマナーマナーとまではとまではとまではとまでは言言言言いませんがいませんがいませんがいませんが、、、、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事食事食事食事ののののマナーマナーマナーマナーをををを知知知知りながりながりながりながらららら、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気、、、、いつもといつもといつもといつもと違違違違ったったったった雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気

のののの中中中中でででで給食給食給食給食をををを楽楽楽楽しみますしみますしみますしみます。。。。    

    ランチョンマットランチョンマットランチョンマットランチョンマットのののの布布布布やややや個人個人個人個人ののののマークマークマークマークのののの刺繍刺繍刺繍刺繍はははは保育園保育園保育園保育園がががが準備準備準備準備しししし、、、、保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには洗濯洗濯洗濯洗濯ととととアイロンアイロンアイロンアイロンをおをおをおをお願願願願いしいしいしいし

ていますていますていますています。。。。    

    

●●●●給食給食給食給食    

・・・・給食給食給食給食、、、、おやつはおやつはおやつはおやつは手作手作手作手作りりりり    

・・・・食物食物食物食物アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーをををを持持持持っておられるおっておられるおっておられるおっておられるお子様子様子様子様にはにはにはには個個個個々々々々にににに合合合合わせたわせたわせたわせた献立献立献立献立をををを提供提供提供提供    

・・・・食材食材食材食材はははは国内産国内産国内産国内産をををを使用使用使用使用    

    

●●●●離乳食離乳食離乳食離乳食    

００００歳児歳児歳児歳児ククククラスラスラスラスのののの給食給食給食給食（（（（離乳食離乳食離乳食離乳食などなどなどなど））））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発達発達発達発達やごやごやごやご家庭家庭家庭家庭のののの方針方針方針方針をををを考慮考慮考慮考慮しながらしながらしながらしながら、、、、離乳食離乳食離乳食離乳食のののの食材食材食材食材をごをごをごをご家家家家

庭庭庭庭でででで試試試試していただきしていただきしていただきしていただき、、、、安全安全安全安全をををを確認確認確認確認したうえでしたうえでしたうえでしたうえでゴックンゴックンゴックンゴックン、、、、モグモグモグモグモグモグモグモグ、、、、カミカミカミカミカミカミカミカミのののの時期時期時期時期をををを大切大切大切大切にににに進進進進めていますめていますめていますめています。。。。    

    

●●●●保育室保育室保育室保育室    

    おおおお部屋部屋部屋部屋のののの面積面積面積面積がとてもがとてもがとてもがとても広広広広くくくく、、、、子子子子どもたちのおどもたちのおどもたちのおどもたちのお部屋部屋部屋部屋にはにはにはには床暖房床暖房床暖房床暖房をををを完備完備完備完備しておりますしておりますしておりますしております。。。。おおおお部屋部屋部屋部屋ではではではでは、、、、裸足裸足裸足裸足でででで過過過過ごしごしごしごし

健康健康健康健康なななな身体作身体作身体作身体作りをりをりをりを心心心心がけておりますがけておりますがけておりますがけております。。。。    



    

●●●●避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

・・・・消防士消防士消防士消防士さんにさんにさんにさんに来来来来ていただきていただきていただきていただき、、、、子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、はっぴをはっぴをはっぴをはっぴを着着着着てててて消防車消防車消防車消防車のののの説明説明説明説明やややや放水放水放水放水をををを見学見学見学見学    

    

●●●●異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流    

・・・・異年齢児異年齢児異年齢児異年齢児クラスクラスクラスクラスのののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが一緒一緒一緒一緒におにおにおにお散歩散歩散歩散歩にににに出掛出掛出掛出掛けますけますけますけます    

・・・・おおおお集集集集まりまりまりまり（（（（集会集会集会集会））））やおやつのやおやつのやおやつのやおやつの時間時間時間時間はははは園庭園庭園庭園庭ややややホールホールホールホールにににに集集集集まりまりまりまり楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごしますごしますごしますごします    

・・・・５５５５歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラス（（（（年長児年長児年長児年長児クラスクラスクラスクラス））））のおのおのおのお当番活動当番活動当番活動当番活動のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、午睡後午睡後午睡後午睡後にににに１１１１、、、、２２２２、、、、３３３３、、、、４４４４歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスにににに行行行行きききき、、、、着替着替着替着替

えやえやえやえやベッドベッドベッドベッドをををを運運運運ぶおぶおぶおぶお手伝手伝手伝手伝いをしますいをしますいをしますいをします    

    

●●●●おおおお弁当日弁当日弁当日弁当日    

    保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様がおがおがおがお忙忙忙忙しいことはしいことはしいことはしいことは十分承知十分承知十分承知十分承知しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、時節柄時節柄時節柄時節柄、、、、おおおお弁当弁当弁当弁当がががが傷傷傷傷みやすいみやすいみやすいみやすい時期時期時期時期をををを除除除除きききき、、、、毎月毎月毎月毎月１１１１回回回回

おおおお弁当日弁当日弁当日弁当日がありますがありますがありますがあります。。。。公園公園公園公園ややややいちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりり遠足遠足遠足遠足、、、、芋掘芋掘芋掘芋掘りりりり遠足遠足遠足遠足、、、、秋秋秋秋のののの遠足遠足遠足遠足、、、、おおおお別別別別れれれれ遠足時遠足時遠足時遠足時にににに楽楽楽楽しくいただきますしくいただきますしくいただきますしくいただきます。。。。愛愛愛愛

情情情情たっぷりのおたっぷりのおたっぷりのおたっぷりのお弁当弁当弁当弁当はおはおはおはお昼昼昼昼までまでまでまで待待待待ちきれないほどのちきれないほどのちきれないほどのちきれないほどの楽楽楽楽しみですしみですしみですしみです。（。（。（。（００００歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスはははは離乳食離乳食離乳食離乳食のののの関係上関係上関係上関係上、、、、おおおお弁当日弁当日弁当日弁当日はははは

ございませんございませんございませんございません））））    

    

●●●●身体身体身体身体づくりづくりづくりづくり    

    保育園在籍時保育園在籍時保育園在籍時保育園在籍時につくられるにつくられるにつくられるにつくられる身体身体身体身体はははは、、、、のちのちにのちのちにのちのちにのちのちに影響影響影響影響しますしますしますします。。。。午前中午前中午前中午前中はははは戸外活動戸外活動戸外活動戸外活動をををを重視重視重視重視しししし、、、、公園公園公園公園へへへへ出掛出掛出掛出掛けてけてけてけて自然自然自然自然

とととと触触触触れれれれ合合合合ったりったりったりったり、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと汗汗汗汗をををを流流流流してしてしてして遊遊遊遊ぶことがぶことがぶことがぶことが大切大切大切大切だとだとだとだと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。体験体験体験体験することやすることやすることやすることや感感感感じることのじることのじることのじることの大切大切大切大切ささささ

をををを保育保育保育保育にににに取取取取りりりり入入入入れておりますれておりますれておりますれております。。。。    

    

●●●●卒園卒園卒園卒園アルバムアルバムアルバムアルバム    

    子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの一年間一年間一年間一年間のののの普段普段普段普段のののの生活生活生活生活やややや行事行事行事行事をををを写真写真写真写真にににに収収収収めめめめ、、、、楽楽楽楽しみしみしみしみながらながらながらながら思思思思いいいい出出出出をををを振振振振りりりり返返返返られるられるられるられる「「「「一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり、、、、世世世世

界界界界にににに一一一一つしかないつしかないつしかないつしかないアルバムアルバムアルバムアルバム」」」」をををを担任担任担任担任がががが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。。。。    

    

●●●●人人人人としてとしてとしてとして    

    若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園はははは新卒新卒新卒新卒からからからから子育子育子育子育てててて経験豊富経験豊富経験豊富経験豊富なななな保育士保育士保育士保育士ががががバランスバランスバランスバランス良良良良くくくく担任担任担任担任をををを編成編成編成編成していますしていますしていますしています。。。。保育保育保育保育ののののプロプロプロプロ集団集団集団集団とととと言言言言うううう

ことだけでなくことだけでなくことだけでなくことだけでなく、、、、一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが向上心向上心向上心向上心をををを持持持持ってってってって安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな保育保育保育保育をををを心心心心がけておりますがけておりますがけておりますがけております。。。。    

    又又又又、『「、『「、『「、『「品品品品」」」」のあるのあるのあるのある「「「「洗練洗練洗練洗練」」」」されたされたされたされた人人人人』』』』へのへのへのへの向上心向上心向上心向上心にににに力力力力をををを入入入入れておりますれておりますれておりますれております。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

おおおお散歩散歩散歩散歩１１１１    おおおお散歩散歩散歩散歩２２２２    おおおお散歩散歩散歩散歩３３３３    

    

    

    

    

いちごいちごいちごいちご狩狩狩狩りりりり遠足遠足遠足遠足    芋掘芋掘芋掘芋掘りりりり遠足遠足遠足遠足    遠足遠足遠足遠足    

            

    

電車電車電車電車でででで遠足遠足遠足遠足    おおおお弁当日弁当日弁当日弁当日    焼焼焼焼きききき芋芋芋芋パーティーパーティーパーティーパーティー    

            

    

食育食育食育食育（（（（カレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキング１１１１））））    食育食育食育食育（（（（カレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキング２２２２））））    食育食育食育食育（（（（カレークッキングカレークッキングカレークッキングカレークッキング３３３３））））    

            

    

    

    



    

園内園内園内園内さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも畑畑畑畑    栽培収穫栽培収穫栽培収穫栽培収穫    ランチョンマットランチョンマットランチョンマットランチョンマット    

        

    

コンパンコンパンコンパンコンパン遊具遊具遊具遊具１１１１    コンパンコンパンコンパンコンパン遊具遊具遊具遊具２２２２    ハチハチハチハチをををを集集集集めるめるめるめるペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル    

            

    

ちびっこちびっこちびっこちびっこ体操体操体操体操１１１１    ちびっこちびっこちびっこちびっこ体操体操体操体操２２２２    避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練（（（（火災訓練火災訓練火災訓練火災訓練））））    

            

    

異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流１１１１    異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流２２２２    異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流３３３３    

            

    

卒園卒園卒園卒園アルバムアルバムアルバムアルバム２２２２    保育園外観保育園外観保育園外観保育園外観    

        



５５５５．．．．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    （（（（平平平平成成成成 22223333 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    

５５５５名名名名    １６１６１６１６名名名名    ２１２１２１２１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    

３３３３３３３３名名名名    ２９２９２９２９名名名名    １９１９１９１９名名名名    １４４１４４１４４１４４名名名名    

    

    

６６６６．．．．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 22223333 年年年年１１１１月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））    

    

    総数総数総数総数    園長園長園長園長    主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士    保育士保育士保育士保育士    調理員調理員調理員調理員    

常勤常勤常勤常勤    １９１９１９１９名名名名    １１１１名名名名    １１１１名名名名    １４１４１４１４名名名名    ３３３３名名名名    

非常勤非常勤非常勤非常勤    １１１１１１１１名名名名    ００００名名名名    ００００名名名名    ９９９９名名名名    ２２２２名名名名    

    

    

７７７７．．．．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    

    

・・・・    平成平成平成平成２２２２２２２２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受受受けけけけ入入入入れれれれ人数人数人数人数    ２２２２人人人人    （（（（内訳内訳内訳内訳    大学生大学生大学生大学生１１１１人人人人、、、、高校生高校生高校生高校生    １１１１人人人人））））    

    

    

８８８８．．．．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    

    

・・・・    平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける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            保育士保育士保育士保育士    ９９９９人人人人    （（（（内訳内訳内訳内訳    大学生大学生大学生大学生    ９９９９人人人人））））    

・・・・    平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける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            保育士保育士保育士保育士    ２２２２人人人人    （（（（内訳内訳内訳内訳    大学生大学生大学生大学生    ２２２２人人人人））））    

・・・・    兵庫県立三田西陵高等学校兵庫県立三田西陵高等学校兵庫県立三田西陵高等学校兵庫県立三田西陵高等学校    平成平成平成平成２３２３２３２３年度新設年度新設年度新設年度新設        子子子子どもみらいどもみらいどもみらいどもみらい類型類型類型類型    実習受実習受実習受実習受けけけけ入入入入れれれれ園園園園    

    

    



９９９９．．．．評価結果評価結果評価結果評価結果    

    

○○○○    総評総評総評総評        あそぶあそぶあそぶあそぶ・・・・そだつそだつそだつそだつ・・・・まなぶまなぶまなぶまなぶ        最高最高最高最高のののの““““舞台舞台舞台舞台””””をををを整整整整えたえたえたえた保育園保育園保育園保育園    
    

    

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    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））））若若若若いいいい熱血漢熱血漢熱血漢熱血漢のののの園長園長園長園長がががが、、、、方針方針方針方針・・・・目標目標目標目標をををを直接一人直接一人直接一人直接一人ひとりのひとりのひとりのひとりの職員職員職員職員にににに愛情愛情愛情愛情をををを持持持持

ってってってって丁寧丁寧丁寧丁寧にににに伝伝伝伝ええええ、、、、主任主任主任主任・・・・担任担任担任担任ををををＫＥＹＫＥＹＫＥＹＫＥＹにににに全職員全職員全職員全職員ののののチームワークチームワークチームワークチームワークがががが良良良良いいいい

為為為為、、、、助助助助けけけけ合合合合いいいい、、、、情報情報情報情報のののの共有共有共有共有がなされがなされがなされがなされ、、、、基本基本基本基本がががが徹底徹底徹底徹底されされされされ、、、、標準化標準化標準化標準化されてされてされてされて

おりおりおりおり、、、、各人各人各人各人によるによるによるによる応用応用応用応用もももも利利利利くものとなっているくものとなっているくものとなっているくものとなっている。。。。    

    

２２２２））））施設施設施設施設、、、、設備設備設備設備のののの点点点点ではではではでは、、、、園地園地園地園地がががが約約約約２２２２，，，，６００６００６００６００㎡㎡㎡㎡ありありありあり、、、、園舎園舎園舎園舎はははは設置基準設置基準設置基準設置基準のののの

１１１１．．．．５５５５倍倍倍倍のののの約約約約１１１１，，，，００００００００００００㎡㎡㎡㎡のののの平屋建平屋建平屋建平屋建てになっておりますのでてになっておりますのでてになっておりますのでてになっておりますので、、、、かなりかなりかなりかなり余余余余

裕裕裕裕をををを持持持持ったったったった、、、、ゆったりしたゆったりしたゆったりしたゆったりした園舎園舎園舎園舎ですですですです。。。。    

豊豊豊豊かなかなかなかな環境環境環境環境がががが、、、、子子子子どもやどもやどもやどもや職員職員職員職員のののの内面的内面的内面的内面的なななな余裕余裕余裕余裕にににになっているようですなっているようですなっているようですなっているようです。。。。    

評価当日評価当日評価当日評価当日はははは雪雪雪雪のののの降降降降るるるる寒寒寒寒いいいい日日日日でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、保育室保育室保育室保育室はははは全室床暖房全室床暖房全室床暖房全室床暖房のののの為為為為、、、、子子子子どどどど

もはもはもはもは寒寒寒寒いいいい中中中中でもでもでもでも裸足裸足裸足裸足でででで元気元気元気元気にににに駆駆駆駆けけけけ回回回回っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    

    

３３３３））））園園園園のののの理念理念理念理念はははは保護者保護者保護者保護者にもにもにもにも丁寧丁寧丁寧丁寧にににに伝伝伝伝ええええられておりられておりられておりられておりますますますます。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、保護者保護者保護者保護者

がががが園園園園のののの理念理念理念理念をををを理解理解理解理解しししし、、、、協力協力協力協力をををを得得得得やすいやすいやすいやすい体制体制体制体制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。。。。    

各各各各クラスクラスクラスクラスにににに備備備備ええええ付付付付けけけけのののの「「「「ディリーディリーディリーディリー表表表表」」」」はははは、、、、送迎送迎送迎送迎のののの保護者保護者保護者保護者がががが保育室保育室保育室保育室までまでまでまで足足足足

をををを運運運運びびびび、、、、毎朝毎朝毎朝毎朝、、、、““““一言一言一言一言””””保護者保護者保護者保護者がががが子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子をををを記入記入記入記入するものですするものですするものですするものです。。。。    

送迎時送迎時送迎時送迎時のののの忙忙忙忙しいしいしいしい時間時間時間時間にはにはにはには手間手間手間手間のかかるのかかるのかかるのかかる作業作業作業作業でででですがすがすがすが、、、、朝夕朝夕朝夕朝夕、、、、日日日日にににに 2222 回保護回保護回保護回保護

者者者者がががが「「「「ディリーディリーディリーディリー表表表表」」」」にににに目目目目をやりをやりをやりをやり、、、、職員職員職員職員とととと言葉言葉言葉言葉をををを交交交交わすことでわすことでわすことでわすことで園園園園ととととのののの信信信信

頼頼頼頼・・・・安心感安心感安心感安心感となりとなりとなりとなり、、、、園園園園にとってもにとってもにとってもにとっても協力協力協力協力をををを得得得得やすいやすいやすいやすい。。。。    

    

４４４４））））園園園園のののの応援団応援団応援団応援団であるであるであるである保護者会保護者会保護者会保護者会    ””””わかくさわかくさわかくさわかくさ会会会会””””    のののの例会例会例会例会がががが充実充実充実充実しておしておしておしてお

りりりり、、、、そのそのそのその会会会会でででで作成作成作成作成されたされたされたされた資料資料資料資料もももも一級品一級品一級品一級品ででででレベルレベルレベルレベルがががが高高高高いいいい。。。。    

    

５５５５））））平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    ２２２２カカカカ年連続年連続年連続年連続でででで三田市三田市三田市三田市内内内内のののの入園希望者数入園希望者数入園希望者数入園希望者数

ナンバーナンバーナンバーナンバー１１１１保育園保育園保育園保育園となったこととなったこととなったこととなったこと。。。。    

    

    

◇◇◇◇    推奨事項推奨事項推奨事項推奨事項    １１１１件件件件    

    

記録記録記録記録のののの記載記載記載記載はははは、、、、漏漏漏漏れれれれ・・・・抜抜抜抜けけけけ・・・・落落落落ちがないようにするちがないようにするちがないようにするちがないようにする工夫工夫工夫工夫がなされていますがなされていますがなされていますがなされています。。。。

但但但但しししし、、、、作成日付作成日付作成日付作成日付のののの漏漏漏漏れがありれがありれがありれがあり、、、、時系列時系列時系列時系列、、、、経過状況経過状況経過状況経過状況がががが分分分分かりにくいかりにくいかりにくいかりにくい状況状況状況状況ですですですです。。。。    

作成作成作成作成したしたしたした記録記録記録記録にはにはにはには、、、、日付日付日付日付のののの記載記載記載記載をををを推奨致推奨致推奨致推奨致しますしますしますします。。。。    

    



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」」」」というというというというシステムシステムシステムシステムのののの名称名称名称名称、、、、そしてそしてそしてそして a,b,ca,b,ca,b,ca,b,c ととととランクランクランクランク付付付付けされることからけされることからけされることからけされることから「「「「評価評価評価評価をををを受受受受けるけるけるける」」」」とととと受受受受けけけけ身身身身になりになりになりになり

がちですがちですがちですがちです。。。。しかししかししかししかし、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価とととと言言言言ううううシステムシステムシステムシステムをををを受動的受動的受動的受動的ではなくではなくではなくではなく能動的能動的能動的能動的にににに受受受受けさせていただきましたけさせていただきましたけさせていただきましたけさせていただきました。。。。    

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園はははは第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価をををを能動的能動的能動的能動的にににに受受受受けることによりけることによりけることによりけることにより、、、、各項目各項目各項目各項目ををををクリアクリアクリアクリアすることはすることはすることはすることは当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、項目以項目以項目以項目以

外外外外にもにもにもにも①①①①どのようなどのようなどのようなどのような保育展開保育展開保育展開保育展開をををを行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか    ②②②②保育保育保育保育のののの質質質質をををを高高高高めるためにどのようなめるためにどのようなめるためにどのようなめるためにどのような工夫工夫工夫工夫をををを行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか    

③③③③「「「「先生先生先生先生」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる保育士保育士保育士保育士とととと言言言言うううう仕事仕事仕事仕事にににに対対対対してしてしてして、、、、いかにいかにいかにいかに向上心向上心向上心向上心をををを持持持持ってってってって保育保育保育保育にににに携携携携わってわってわってわっているのかいるのかいるのかいるのか、、、、などをなどをなどをなどをアピアピアピアピ

ールールールールするするするする絶好絶好絶好絶好のののの機会機会機会機会となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、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ことによりけることによりけることによりけることにより、、、、若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園のののの保育保育保育保育のののの方向性方向性方向性方向性やややや職員職員職員職員のののの質質質質のののの高高高高さをさをさをさを再認識再認識再認識再認識することがすることがすることがすることが

できましたできましたできましたできました。。。。これにこれにこれにこれに満足満足満足満足することなすることなすることなすることなくくくく自信自信自信自信をををを持持持持ってってってって、、、、園運営園運営園運営園運営、、、、クラスクラスクラスクラス運営運営運営運営、、、、職員職員職員職員のののの質質質質のののの更更更更なるなるなるなる向上向上向上向上にににに努努努努めてめてめてめて参参参参りたりたりたりた

いいいいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    

    

○○○○    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    （（（（別紙別紙別紙別紙１１１１））））    

    

○○○○    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２２２２））））    



（（（（別紙別紙別紙別紙１１１１））））    

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針基本方針基本方針基本方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    

    

「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度保育所入所年度保育所入所年度保育所入所年度保育所入所のしおりのしおりのしおりのしおり」、「」、「」、「」、「12121212 月発行若草月発行若草月発行若草月発行若草だよりだよりだよりだより」、「」、「」、「」、「職員会議資料職員会議資料職員会議資料職員会議資料、、、、ノートノートノートノート（（（（平平平平 22.12.2022.12.2022.12.2022.12.20）」）」）」）」    

等等等等をををを閲覧閲覧閲覧閲覧しししし、、、、理念理念理念理念、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針のののの明文化明文化明文化明文化・・・・職員職員職員職員へのへのへのへの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底、、、、新入園児説明会新入園児説明会新入園児説明会新入園児説明会でのでのでのでの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの説明状況説明状況説明状況説明状況をををを

確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

若若若若いいいい園長園長園長園長がががが、、、、目指目指目指目指すすすす保育保育保育保育のののの未来像未来像未来像未来像をををを実現実現実現実現しようとしようとしようとしようと熱熱熱熱くくくく情熱情熱情熱情熱をもってをもってをもってをもって語語語語るるるる姿姿姿姿にににに感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

    

    

    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    

    

「「「「中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画（（（（平平平平 22.4.122.4.122.4.122.4.1 作成作成作成作成）」）」）」）」にてにてにてにて、、、、5555 カカカカ年年年年・・・・単年度計画単年度計画単年度計画単年度計画のののの内容内容内容内容、、、、そのそのそのその作成作成作成作成にににに到到到到るるるる過程等過程等過程等過程等のののの説明説明説明説明をををを受受受受

けけけけ基準基準基準基準にににに沿沿沿沿ったったったった事事事事がががが実施実施実施実施されているこされているこされているこされていることをとをとをと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。。。。    

園長園長園長園長のののの先先先先をををを見据見据見据見据えたえたえたえた企業精神企業精神企業精神企業精神（（（（情熱情熱情熱情熱、、、、志志志志）、）、）、）、市民精神市民精神市民精神市民精神（（（（勤勉勤勉勤勉勤勉、、、、節度節度節度節度、、、、利他利他利他利他）、）、）、）、営利精神営利精神営利精神営利精神（（（（合理性合理性合理性合理性、、、、自利自利自利自利））））

ののののバランスバランスバランスバランス感覚感覚感覚感覚のののの良良良良さにさにさにさに    並並並並々々々々ならぬならぬならぬならぬ力量力量力量力量をををを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    



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務業務業務業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    

    

「「「「職務規程職務規程職務規程職務規程」、「」、「」、「」、「職員組織及職員組織及職員組織及職員組織及びびびび学級組織表学級組織表学級組織表学級組織表」、「」、「」、「」、「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表法令一覧表法令一覧表法令一覧表」「」「」「」「職員会議職員会議職員会議職員会議ノートノートノートノート」」」」

にてにてにてにて、、、、園長園長園長園長のののの責任表明責任表明責任表明責任表明、、、、法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守のののの姿勢姿勢姿勢姿勢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。。。。    

園長園長園長園長はははは、、、、保育士保育士保育士保育士・・・・調理士調理士調理士調理士・・・・清掃員清掃員清掃員清掃員・・・・施設管理員施設管理員施設管理員施設管理員をををを家族家族家族家族とととと思思思思ってってってって接接接接しししし（（（（若草若草若草若草ファミリーファミリーファミリーファミリー）、）、）、）、①①①①保育保育保育保育でででで大大大大

切切切切なことなことなことなこと    ②②②②保育士保育士保育士保育士としてとしてとしてとして大切大切大切大切なことなことなことなこと    ③③③③人人人人としてとしてとしてとして大切大切大切大切なことをなことをなことをなことを職員会議職員会議職員会議職員会議でででで熱熱熱熱くくくく語語語語りりりり、『、『、『、『品品品品』』』』ののののあるあるあるある

『『『『洗練洗練洗練洗練』』』』されたされたされたされた人人人人によるによるによるによる保育保育保育保育をををを目指目指目指目指しししし職員指導職員指導職員指導職員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。。。。    

    



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)----①①①①    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    

    

三田市役所三田市役所三田市役所三田市役所    健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部こどもこどもこどもこども課課課課、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省、、、、民間企業民間企業民間企業民間企業、、、、三田市各種団三田市各種団三田市各種団三田市各種団体体体体からのからのからのからの情報情報情報情報、、、、

保護者保護者保護者保護者ののののニーズニーズニーズニーズをををを的確的確的確的確にににに分析分析分析分析しししし、、、、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「「「「中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画」」」」にににに落落落落としとしとしとし込込込込みみみみ、、、、１１１１つつつつ１１１１つつつつ改善改善改善改善

しようとしようとしようとしようと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。。。。    

またまたまたまた、、、、外部監査外部監査外部監査外部監査としてとしてとしてとし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専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる「「「「カレントサポートカレントサポートカレントサポートカレントサポート（（（（平成平成平成平成 22222222 年年年年 5555 月月月月 11111111 日日日日）」）」）」）」をををを

参考参考参考参考にしにしにしにし、、、、決算報告書決算報告書決算報告書決算報告書（（（（第第第第 12121212 期期期期    21.4.121.4.121.4.121.4.1～～～～22.3.3122.3.3122.3.3122.3.31））））のののの分析分析分析分析もももも行行行行なっていましたなっていましたなっていましたなっていました。。。。    

    

    

    

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        

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----③ ③ ③ ③ 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)----① ① ① ① 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)----② ② ② ② 実習生実習生実習生実習生のののの育成育成育成育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    

    

主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士やややや担任等担任等担任等担任等のののの子育子育子育子育てててて経験豊富経験豊富経験豊富経験豊富なななな保育士保育士保育士保育士、、、、元気元気元気元気でででで活力活力活力活力のあるのあるのあるのある若若若若いいいい保育士保育士保育士保育士とがとがとがとがバランスバランスバランスバランス良良良良くくくく混混混混

在在在在しししし切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨しながらもしながらもしながらもしながらも声声声声をををを掛掛掛掛けけけけ合合合合いいいい連携連携連携連携しししし、、、、チームワークチームワークチームワークチームワークがとてがとてがとてがとてもももも上手上手上手上手くくくく取取取取れていますれていますれていますれています。。。。    

「「「「考課基準考課基準考課基準考課基準（（（（保育知識保育知識保育知識保育知識・・・・技術技能技術技能技術技能技術技能・・・・勤勉性勤勉性勤勉性勤勉性・・・・対応能力対応能力対応能力対応能力・・・・協調性協調性協調性協調性）」、「）」、「）」、「）」、「就業規則就業規則就業規則就業規則」、「」、「」、「」、「休暇休暇休暇休暇、、、、欠勤欠勤欠勤欠勤、、、、遅刻遅刻遅刻遅刻

、、、、早退早退早退早退、、、、外出届外出届外出届外出届けけけけ」、「」、「」、「」、「年休管理票年休管理票年休管理票年休管理票」、「」、「」、「」、「ローテーションローテーションローテーションローテーション、、、、出勤簿出勤簿出勤簿出勤簿」」」」にてにてにてにて人事制度人事制度人事制度人事制度、、、、就業状況就業状況就業状況就業状況がががが管理管理管理管理ささささ

れているれているれている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。。。。ローテーションローテーションローテーションローテーションはははは職員職員職員職員がががが前月前月前月前月のののの２０２０２０２０日日日日までにまでにまでにまでに希望希望希望希望（（（（年休希望年休希望年休希望年休希望、、、、出勤時出勤時出勤時出勤時

間希望間希望間希望間希望））））をををを提出提出提出提出しししし、、、、他他他他のののの先生先生先生先生とととと多数重多数重多数重多数重ならないならないならないならない限限限限りりりり、、、、１００１００１００１００％％％％希望希望希望希望がががが通通通通るようるようるようるよう園長園長園長園長がががが毎月作成毎月作成毎月作成毎月作成してしてしてして

いますいますいますいます。。。。週休週休週休週休２２２２日制日制日制日制はははは完璧完璧完璧完璧にににに守守守守られていますられていますられていますられています。。。。    

福利厚生福利厚生福利厚生福利厚生センターセンターセンターセンター（ＳＯＷＥＬ（ＳＯＷＥＬ（ＳＯＷＥＬ（ＳＯＷＥＬ    ＣＬＵＢ）ＣＬＵＢ）ＣＬＵＢ）ＣＬＵＢ）へのへのへのへの加入加入加入加入、「、「、「、「病気病気病気病気・・・・病院等病院等病院等病院等のののの考考考考ええええ方方方方」」」」によりによりによりにより職職職職員員員員がががが気持気持気持気持

ちちちち良良良良くくくく仕事仕事仕事仕事ができるができるができるができる環境創環境創環境創環境創りにりにりにりに配慮配慮配慮配慮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。。。。    

「「「「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についてれについてれについてれについて」、「」、「」、「」、「2010201020102010 年度実習協議会年度実習協議会年度実習協議会年度実習協議会のごのごのごのご案内案内案内案内」」」」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。。。。    

地元地元地元地元のののの兵庫県立三田西陵高等学校兵庫県立三田西陵高等学校兵庫県立三田西陵高等学校兵庫県立三田西陵高等学校のののの子子子子どもみらいどもみらいどもみらいどもみらい類型類型類型類型    実習受実習受実習受実習受けけけけ入入入入れれれれ園園園園のののの契約契約契約契約をををを交交交交わしわしわしわし、、、、平成平成平成平成 23232323

年度年度年度年度にはにはにはには３３３３名名名名のののの高校生高校生高校生高校生をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ予定予定予定予定。。。。    

☆☆☆☆    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 21212121 年度年度年度年度    9999 人人人人            平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    2222 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））））のののの対対対対応応応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    

    

衛生面衛生面衛生面衛生面・・・・感染症対応感染症対応感染症対応感染症対応（（（（健康管理健康管理健康管理健康管理・・・・食事委員会食事委員会食事委員会食事委員会）、）、）、）、急病急病急病急病・・・・不審者対応不審者対応不審者対応不審者対応（（（（安全安全安全安全・・・・事故防止委員会事故防止委員会事故防止委員会事故防止委員会）、）、）、）、虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止

（（（（育児支援委員会育児支援委員会育児支援委員会育児支援委員会））））３３３３つのつのつのつの委員会体制委員会体制委員会体制委員会体制がががが機能機能機能機能していることをしていることをしていることをしていること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。。。。    

子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全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分析分析分析分析がなされがなされがなされがなされ、、、、早早早早めめめめ早早早早めのめのめのめの未然防止策未然防止策未然防止策未然防止策がががが打打打打たれていることをたれていることをたれていることをたれていること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。。。。    

    

未然防止策実施事例未然防止策実施事例未然防止策実施事例未然防止策実施事例    

廊下廊下廊下廊下のののの曲曲曲曲がりがりがりがり口口口口のののの上部上部上部上部にににに、（、（、（、（死角死角死角死角をなくしをなくしをなくしをなくし））））子子子子どものどものどものどもの出会出会出会出会いがしらのいがしらのいがしらのいがしらの衝突防止衝突防止衝突防止衝突防止ミラーミラーミラーミラーをををを配備配備配備配備    

    



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    関関関関係機関等係機関等係機関等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にしにしにし、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援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。。。。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基本基本基本

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、、、、体制体制体制体制がががが確立確立確立確立されておりされておりされておりされており、、、、民生委員等民生委員等民生委員等民生委員等とのとのとのとの連携連携連携連携もももも行行行行なっているなっているなっているなっている。。。。    

オレンジリボンキャンペーンオレンジリボンキャンペーンオレンジリボンキャンペーンオレンジリボンキャンペーン（（（（子子子子どもどもどもども虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止））））にににに参加参加参加参加しししし、、、、保護者保護者保護者保護者のののの目目目目にににに触触触触れるれるれるれる場所場所場所場所ににににポスターポスターポスターポスターをををを

掲示掲示掲示掲示しししし、、、、子子子子どものどものどものどものチョットチョットチョットチョットしたしたしたした様子様子様子様子のののの変化変化変化変化にもにもにもにも目目目目をををを配配配配らせていらせていらせていらせていますますますます。。。。    

☆☆☆☆    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 22222222 年度年度年度年度    2222 人人人人    

    

    
    

敬老敬老敬老敬老のののの日日日日のののの集集集集いいいい（（（（新阪急新阪急新阪急新阪急ホテルホテルホテルホテル））））    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    



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)----②  ②  ②  ②  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)    利用利用利用利用者満足者満足者満足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)----② ② ② ② 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)----③ ③ ③ ③ 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    

    

「「「「子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために」、「」、「」、「」、「人権人権人権人権をををを配慮配慮配慮配慮したしたしたした保育保育保育保育」、「」、「」、「」、「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規保護規保護規保護規程程程程」」」」等等等等をををを閲覧閲覧閲覧閲覧しししし、、、、    

言葉遣言葉遣言葉遣言葉遣いいいい、、、、服装服装服装服装、、、、マナーマナーマナーマナー教育教育教育教育をををを徹底徹底徹底徹底しししし、『、『、『、『成長成長成長成長をををを見見見見させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている』』』』というというというという基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢のののの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。。。。    

「「「「苦情解決規程苦情解決規程苦情解決規程苦情解決規程」、「」、「」、「」、「委員就任承諾書委員就任承諾書委員就任承諾書委員就任承諾書」」」」等等等等をををを閲覧閲覧閲覧閲覧しししし、、、、保護者保護者保護者保護者がががが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体制体制体制体制、、、、玄関玄関玄関玄関のののの脇脇脇脇にあにあにあにあ

るごるごるごるご意見箱意見箱意見箱意見箱のののの設置設置設置設置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。。。。    

三田市役所三田市役所三田市役所三田市役所    こどもこどもこどもこども課課課課のののの平成平成平成平成 22222222 年度保育所別入所希望児童状況表年度保育所別入所希望児童状況表年度保育所別入所希望児童状況表年度保育所別入所希望児童状況表（（（（入所希望申込者数入所希望申込者数入所希望申込者数入所希望申込者数    第第第第１１１１位位位位））））、、、、

平成平成平成平成 23232323 年度保育所別入所希望児童状況表年度保育所別入所希望児童状況表年度保育所別入所希望児童状況表年度保育所別入所希望児童状況表（（（（入所希望申込者数入所希望申込者数入所希望申込者数入所希望申込者数    第第第第 1111 位位位位））））においてにおいてにおいてにおいて２２２２カカカカ年連続年連続年連続年連続でででで    

人気人気人気人気ナンバーナンバーナンバーナンバー１１１１のののの保育園保育園保育園保育園となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、新規入園希望新規入園希望新規入園希望新規入園希望のののの保護者保護者保護者保護者よりよりよりより、、、、極極極極めてめてめてめて評判評判評判評判がががが高高高高いいいい事事事事をををを確認確認確認確認しししし

ましたましたましたました。。。。    

    

2010201020102010 年年年年 11111111 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もでもでもでも、、、、極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい満足度満足度満足度満足度となりましたとなりましたとなりましたとなりました。（。（。（。（下記下記下記下記参照参照参照参照））））    

    

以前以前以前以前よりよりよりより保護者保護者保護者保護者からからからから要望要望要望要望がありがありがありがあり、、、、アンケアンケアンケアンケ－－－－トトトトにおいてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、要望要望要望要望があったがあったがあったがあった““““土曜日土曜日土曜日土曜日のののの保育時間保育時間保育時間保育時間をををを平成平成平成平成

23232323 年年年年 4444 月月月月よりよりよりより午後午後午後午後５５５５時時時時までにまでにまでにまでに延長延長延長延長””””をををを決定決定決定決定    

    

    



（（（（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））））    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2010201020102010年年年年11111111月実施月実施月実施月実施　　　　園児園児園児園児　　　　140140140140人人人人　　　　総家庭数総家庭数総家庭数総家庭数　　　　114114114114家族家族家族家族　　　　　　　　回収回収回収回収　　　　112112112112件件件件　　　　　　　　回収率回収率回収率回収率　　　　98989898....2222％％％％

1111 2222 3333 4444

はいはいはいはい
どちらともどちらともどちらともどちらとも
いえないいえないいえないいえない

いいえいいえいいえいいえ 未記入未記入未記入未記入

【【【【保育園保育園保育園保育園のののの状況状況状況状況】】】】

1111 園園園園はははは落落落落ちちちち着着着着いていていていて過過過過ごせるごせるごせるごせる雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気ですかですかですかですか 104104104104 8888 0000 0000

2222 職員職員職員職員がががが生生生生きききき生生生生きときときときと、、、、子子子子どもにどもにどもにどもに笑顔笑顔笑顔笑顔でででで接接接接していますかしていますかしていますかしていますか 104104104104 8888 0000 0000

3333 職員職員職員職員はははは、、、、保護者保護者保護者保護者やややや近所近所近所近所のののの方方方方などとなどとなどとなどと積極的積極的積極的積極的にあいさつをしていますかにあいさつをしていますかにあいさつをしていますかにあいさつをしていますか 105105105105 5555 1111 1111

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われわれわれ
ているとているとているとていると思思思思いますかいますかいますかいますか

102102102102 9999 1111 0000

　　　　　　　　　　　　【【【【子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子】】】】

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 107107107107 4444 1111 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 105105105105 6666 1111 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
参加参加参加参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

101101101101 9999 0000 2222

【【【【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できできでき
るるる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

91919191 18181818 3333 0000

9999
おおおお子子子子さんやさんやさんやさんや家庭家庭家庭家庭のことについてのことについてのことについてのことについて相談相談相談相談したしたしたした内容内容内容内容がががが、、、、第三者第三者第三者第三者にににに漏漏漏漏れることがないようれることがないようれることがないようれることがないよう守守守守らららら
れているとれているとれていると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

90909090 19191919 0000 3333

【【【【情報情報情報情報のののの提供提供提供提供】】】】

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かがありましたかがありましたかがありましたか 107107107107 3333 2222 0000

11111111
おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの保育園保育園保育園保育園でのでのでのでの状態状態状態状態・・・・様子様子様子様子についてについてについてについて、、、、園園園園とのとのとのとの間間間間でででで連絡連絡連絡連絡やややや情報交換情報交換情報交換情報交換がががが行行行行われてわれてわれてわれて
いますかいますかいますかいますか

105105105105 6666 0000 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とするえようとするえようとするえよう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

107107107107 5555 0000 0000

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いがわかるようになっていがわかるようになっていがわかるようになってい
ますかますかますかますか

112112112112 0000 0000 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 98989898 13131313 1111 0000

15151515
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についなどについなどについなどについ
ておておてお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

108108108108 4444 0000 0000

16161616
子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関してしてしてして、、、、他他他他のののの機関機関機関機関やややや団体団体団体団体がががが行行行行っているっているっているっている事業事業事業事業やややや行事行事行事行事などについておなどについておなどについておなどについてお知知知知らせがらせがらせがらせが
ありますかありますかありますかありますか

106106106106 3333 2222 1111

【【【【保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス】】】】

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 105105105105 6666 0000 1111

18181818 おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの発育発育発育発育やややや意欲意欲意欲意欲をををを促促促促すようなすようなすようなすような活動活動活動活動・・・・遊遊遊遊びびびび等等等等がががが行行行行なわれていますかなわれていますかなわれていますかなわれていますか 106106106106 6666 0000 0000

19191919
おおおお迎迎迎迎ええええ時時時時にににに、、、、園園園園でのおでのおでのおでのお子子子子さんのさんのさんのさんの様子等様子等様子等様子等についてについてについてについて、、、、園園園園からからからから気軽気軽気軽気軽にににに話話話話をををを聞聞聞聞くことができまくことができまくことができまくことができま
すかすかすかすか

92929292 16161616 3333 1111

20202020
開園時間内開園時間内開園時間内開園時間内であればであればであればであれば、、、、保護者保護者保護者保護者のののの急急急急なななな残業残業残業残業やややや不定期不定期不定期不定期なななな業務業務業務業務へのへのへのへの対応対応対応対応はははは柔軟柔軟柔軟柔軟にににに行行行行わわわわ
れていますかれていますかれていますかれていますか（（（（降園時間降園時間降園時間降園時間などなどなどなど））））

95959595 14141414 1111 2222

21212121 保育中保育中保育中保育中のののの発熱発熱発熱発熱などなどなどなど病気病気病気病気へのへのへのへの対応対応対応対応はははは適切適切適切適切ですかですかですかですか 95959595 16161616 1111 0000

22222222 保育園保育園保育園保育園でででで起起起起きたきたきたきた事故事故事故事故・・・・けがにけがにけがにけがに対対対対してしてしてして、、、、園園園園はははは責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって対応対応対応対応していますかしていますかしていますかしていますか 94949494 17171717 0000 1111

【【【【保育参加保育参加保育参加保育参加】】】】

23232323 保育体験保育体験保育体験保育体験やややや講演会講演会講演会講演会などなどなどなど、、、、保護者保護者保護者保護者がががが保育保育保育保育にににに参加参加参加参加するするするする機会機会機会機会がありますかがありますかがありますかがありますか 107107107107 3333 1111 1111

24242424 行事日程行事日程行事日程行事日程にににに、、、、保護者保護者保護者保護者がががが参加参加参加参加しやすいようなしやすいようなしやすいようなしやすいような配慮配慮配慮配慮をををを感感感感じますかじますかじますかじますか 86868686 20202020 4444 2222

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 86868686 23232323 1111 2222

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（（（（意見箱等意見箱等意見箱等意見箱等）））） 97979797 12121212 0000 3333

【【【【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についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします】】】】

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園　　　　　　　　　　　　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

保護者保護者保護者保護者さまのさまのさまのさまの回答回答回答回答

　　　　質質質質　　　　　　　　　　　　問問問問No.



            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

大変満足 満足 どちらかといえばどちらともいえないどちらかといえば不満 不満 大変不満

①①①① ②②②② ③③③③ ④④④④ ⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥ ⑦⑦⑦⑦

大変大変大変大変
満足満足満足満足

満足満足満足満足
どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと
いえばいえばいえばいえば満足満足満足満足

どちらともどちらともどちらともどちらとも
いえないいえないいえないいえない

どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと
いえばいえばいえばいえば不不不不

満満満満
不満不満不満不満

大変大変大変大変
不満不満不満不満

〔〔〔〔１１１１〕　〕　〕　〕　総合評価総合評価総合評価総合評価

50505050 38383838 17171717 2222 2222 0000 0000

45454545％％％％ 35353535％％％％ 16161616％％％％ 2222％％％％ 2222％％％％ 0000％％％％ 0000％％％％

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888

9999

1111

2222

3333

4444

5555

6666

職員職員職員職員がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、子子子子どものどものどものどもの体調体調体調体調がががが悪悪悪悪いいいい時時時時などなどなどなど対応対応対応対応してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえる

戸外遊戸外遊戸外遊戸外遊びやびやびやびや異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流がががが盛盛盛盛んでいきいきとしているんでいきいきとしているんでいきいきとしているんでいきいきとしている

制作制作制作制作がががが数多数多数多数多くくくく行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、保育保育保育保育とととと言言言言うだけでなくうだけでなくうだけでなくうだけでなく教育的教育的教育的教育的なななな指導指導指導指導もされているもされているもされているもされている

手作手作手作手作りのおやつがりのおやつがりのおやつがりのおやつが多多多多くくくく、、、、家庭的家庭的家庭的家庭的なななな味味味味をををを与与与与えてえてえてえて頂頂頂頂いているいているいているいている

保育園保育園保育園保育園をををを7777点満点点満点点満点点満点でででで評価評価評価評価するとするとするとすると
回答数回答数回答数回答数　　　　109109109109　（　（　（　（無回答無回答無回答無回答　　　　3333））））

〔〔〔〔２２２２〕　〕　〕　〕　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。。。。

平屋平屋平屋平屋でででで広広広広くくくく、、、、のびのびとのびのびとのびのびとのびのびと遊遊遊遊べるべるべるべる雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気がありがありがありがあり、、、、園内園内園内園内がががが清潔清潔清潔清潔

あいさつがしっかりできるあいさつがしっかりできるあいさつがしっかりできるあいさつがしっかりできる職員職員職員職員がががが多多多多くくくく（（（（全員全員全員全員））））とてもとてもとてもとても気持気持気持気持ちがちがちがちが良良良良いですいですいですいです

比較的比較的比較的比較的、、、、体育体育体育体育にににに力点力点力点力点がおかれているがおかれているがおかれているがおかれている気気気気がしますがしますがしますがします　（　（　（　（体操体操体操体操のののの先生先生先生先生がおられるがおられるがおられるがおられる））））

三田三田三田三田でででで一番一番一番一番のののの保育園保育園保育園保育園だとだとだとだと思思思思うううう

職員職員職員職員がががが明明明明るくるくるくるくパワフルパワフルパワフルパワフル

〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕日頃日頃日頃日頃おおおお感感感感じになっているじになっているじになっているじになっている保育園保育園保育園保育園へのごへのごへのごへのご意見意見意見意見・・・・ごごごご要望要望要望要望などなどなどなど、、、、ごごごご自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きくださいきくださいきくださいきください

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園　　　　　　　　　　　　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　　　　2222

No.No.No.No. 　　　　質質質質　　　　　　　　　　　　問問問問

保護者保護者保護者保護者さまのさまのさまのさまの回答回答回答回答

公立保育園公立保育園公立保育園公立保育園ではではではでは、、、、園庭芝生化園庭芝生化園庭芝生化園庭芝生化をををを進進進進めているめているめているめている（（（（三田市広報三田市広報三田市広報三田市広報によるによるによるによる））））らしいがらしいがらしいがらしいが、、、、若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園はははは芝生芝生芝生芝生にしないのだろうにしないのだろうにしないのだろうにしないのだろう
かかかか？？？？

おおおお見送見送見送見送りりりり、、、、おおおお迎迎迎迎えのえのえのえの時間以外時間以外時間以外時間以外にににに出入出入出入出入りするりするりするりする人人人人がががが少少少少しししし心配心配心配心配ですですですです

門扉門扉門扉門扉のののの錠錠錠錠はははは簡易簡易簡易簡易なななな物物物物でででで、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも入入入入っていけるのでっていけるのでっていけるのでっていけるので、、、、防犯上少防犯上少防犯上少防犯上少しししし心配心配心配心配ですですですです

土曜保育土曜保育土曜保育土曜保育もももも平日平日平日平日とととと同同同同じじじじ時間時間時間時間にしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいしいしいしい

毎月毎月毎月毎月、、、、絵本絵本絵本絵本はははは購入購入購入購入しないといけませんかしないといけませんかしないといけませんかしないといけませんか？？？？

保育参観保育参観保育参観保育参観はははは、、、、もっともっともっともっと日常日常日常日常のののの保育園保育園保育園保育園のののの様子様子様子様子をををを見見見見られるようにしてられるようにしてられるようにしてられるようにして頂頂頂頂けるとけるとけるとけると嬉嬉嬉嬉しいですしいですしいですしいです



    

    【　総合評価　】

保育園保育園保育園保育園をををを7777点満点点満点点満点点満点でででで評価評価評価評価するとするとするとすると

大変満足
45%

満足
35%

どちらかといえば満
足16%

どちらともいえない
2% どちらかといえば不

満2%

大変満足

満足

どちらかといえば満足

どちらともいえない

どちらかといえば不満

不満

大変不満



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)----②②②②    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)----②②②②    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    

    

健康管理健康管理健康管理健康管理・・・・食食食食事委員会事委員会事委員会事委員会、、、、安全安全安全安全・・・・事故防止委員会事故防止委員会事故防止委員会事故防止委員会、、、、育児支援委員会育児支援委員会育児支援委員会育児支援委員会のののの３３３３つのつのつのつの委員会委員会委員会委員会、、、、及及及及びびびび    園務園務園務園務・・・・行事行事行事行事役割役割役割役割

分担表分担表分担表分担表をををを基基基基にしたにしたにしたにしたチェッカーチェッカーチェッカーチェッカーによりによりによりにより多面的多面的多面的多面的にににに評価評価評価評価をををを行行行行なっておりなっておりなっておりなっており、、、、そのそのそのその結果結果結果結果はははは、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議ででででフィードバッフィードバッフィードバッフィードバッ

ククククされされされされ、、、、園長園長園長園長ののののトップダウントップダウントップダウントップダウンでででで直直直直ぐにぐにぐにぐに改善改善改善改善していますしていますしていますしています。。。。    

「「「「児童票児童票児童票児童票」、「」、「」、「」、「経過記録経過記録経過記録経過記録」」」」などのなどのなどのなどの個人情報個人情報個人情報個人情報をををを含含含含むむむむ重要重要重要重要なななな記録記録記録記録はははは、、、、鍵鍵鍵鍵のかかるのかかるのかかるのかかる戸棚戸棚戸棚戸棚にににに保管保管保管保管されされされされ、「、「、「、「個人情報保個人情報保個人情報保個人情報保

護護護護にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針（（（（22.4.122.4.122.4.122.4.1）」）」）」）」にににに沿沿沿沿ったったったった形形形形でででで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)----②  ②  ②  ②  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。。。。    
ｂｂｂｂ    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

園園園園がががが発行発行発行発行するしおりするしおりするしおりするしおり、、、、三田市発行三田市発行三田市発行三田市発行のののの案内等案内等案内等案内等をををを活用活用活用活用しししし、、、、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時間時間時間時間をかけをかけをかけをかけ園園園園のののの理念理念理念理念やややや方針方針方針方針にににに

ついてついてついてついて直接直接直接直接じっくりじっくりじっくりじっくり説明説明説明説明をしますをしますをしますをします。。。。またまたまたまた見学時見学時見学時見学時のののの説明説明説明説明だけだけだけだけでなくでなくでなくでなく、、、、ならしならしならしならし保育期間中保育期間中保育期間中保育期間中にもにもにもにも継続継続継続継続してしてしてして必要必要必要必要なななな

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。ＨＰ。ＨＰ。ＨＰ。ＨＰはははは作成作成作成作成していませんがしていませんがしていませんがしていませんが、、、、現在現在現在現在、、、、定員一杯定員一杯定員一杯定員一杯でででで入園希望入園希望入園希望入園希望にににに添添添添えないためえないためえないためえないため、、、、またまたまたまた直直直直

接保護者接保護者接保護者接保護者のみなさまにのみなさまにのみなさまにのみなさまに情報情報情報情報をおをおをおをお伝伝伝伝えしたいというえしたいというえしたいというえしたいという園園園園のののの方針方針方針方針にににに基基基基づきづきづきづきＨＰＨＰＨＰＨＰででででのののの情報情報情報情報をををを公表公表公表公表していませんしていませんしていませんしていません。。。。    

情報提供情報提供情報提供情報提供にににに当当当当たってはたってはたってはたっては園園園園のののの理念理念理念理念やややや方針等方針等方針等方針等をををを文書文書文書文書でででで定定定定めてめてめてめて、、、、提供提供提供提供するするするする情報情報情報情報のののの内容内容内容内容にばらつきがにばらつきがにばらつきがにばらつきが生生生生じないようじないようじないようじないよう

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。。。。    

そのそのそのその他他他他、、、、園園園園のののの情報情報情報情報はははは    

①①①①    三田市三田市三田市三田市こどもこどもこどもこども課課課課                （（（（http://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/ninkahoikushoannai.htmlhttp://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/ninkahoikushoannai.htmlhttp://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/ninkahoikushoannai.htmlhttp://www.city.sanda.lg.jp/kodomo/ninkahoikushoannai.html））））    

②②②②    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    （（（（http://www.city.sanda.lg.jp/kouryuu/tasedaikuoryuukannhttp://www.city.sanda.lg.jp/kouryuu/tasedaikuoryuukannhttp://www.city.sanda.lg.jp/kouryuu/tasedaikuoryuukannhttp://www.city.sanda.lg.jp/kouryuu/tasedaikuoryuukann----3.html3.html3.html3.html））））    

にてにてにてにて確認確認確認確認できますできますできますできます。。。。    

Ⅲ‐Ⅲ‐Ⅲ‐Ⅲ‐３３３３‐‐‐‐(2)(2)(2)(2)‐‐‐‐①①①①についてについてについてについて、、、、転園等転園等転園等転園等のののの場合場合場合場合のののの情報情報情報情報などのなどのなどのなどの引引引引きききき継継継継ぎのぎのぎのぎの手順手順手順手順やややや文書文書文書文書はははは定定定定めていないためめていないためめていないためめていないため    

ｂｂｂｂ    評価評価評価評価としましたとしましたとしましたとしました。。。。これはこれはこれはこれは事前事前事前事前にににに決決決決められためられためられためられた手順手順手順手順・・・・文書文書文書文書によらずによらずによらずによらず、、、、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りとなりとなりとなり、、、、質質質質のののの高高高高いいいい職員職員職員職員

がががが保護者保護者保護者保護者とととと直接直接直接直接、、、、会話会話会話会話をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを築築築築きききき、、、、それによってそれによってそれによってそれによって正確正確正確正確にににに園児園児園児園児やややや園児園児園児園児のののの環環環環

境境境境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得得得得ることができることができることができることができ、、、、保育園保育園保育園保育園のののの考考考考ええええ方方方方やややや職員職員職員職員のののの思思思思いをいをいをいを伝伝伝伝えることえることえることえることができているためですができているためですができているためですができているためです。。。。    

保育終了後保育終了後保育終了後保育終了後のののの相談等相談等相談等相談等についてはについてはについてはについては園園園園のしおりとのしおりとのしおりとのしおりと卒園時卒園時卒園時卒園時にににに再度案内再度案内再度案内再度案内していますしていますしていますしています。。。。    

いつでもいつでもいつでもいつでも気軽気軽気軽気軽にににに遊遊遊遊びにきてもらえるようにびにきてもらえるようにびにきてもらえるようにびにきてもらえるように体制体制体制体制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。。。。    

    

    

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)----②②②②    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してしてしているいるいるいる。。。。        

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    

    

「「「「児童児童児童児童票票票票」、「」、「」、「」、「保育経過記録保育経過記録保育経過記録保育経過記録」」」」等等等等からからからからアセスメントアセスメントアセスメントアセスメントのののの手法手法手法手法、、、、内容内容内容内容についてについてについてについ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。。。。園児園児園児園児のののの年齢年齢年齢年齢にににに

応応応応じてじてじてじ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にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報にかかるにかかるにかかるにかかる項目項目項目項目にににに変化変化変化変化をもたすというをもたすというをもたすというをもたすという工夫工夫工夫工夫がががが見見見見られましたられましたられましたられました。。。。またまたまたまたアセスアセスアセスアセス

メントメントメントメント結果結果結果結果はははは年間計画年間計画年間計画年間計画からからからから月案月案月案月案、、、、週案週案週案週案、、、、日日日日々々々々のののの保育保育保育保育までまでまでまで連動連動連動連動してしてしてして作成作成作成作成、、、、計画内容計画内容計画内容計画内容にそったにそったにそったにそっ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。。。。    

園長園長園長園長をををを責任者責任者責任者責任者ととととしてしてしてして各種各種各種各種サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画のののの策定策定策定策定やややや見直見直見直見直しがしがしがしが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。。。。計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しについてはしについてはしについてはしについては時時時時

期期期期がががが明確明確明確明確にににに定定定定められめられめられめられ、、、、またまたまたまた見直見直見直見直しししし時期時期時期時期についてはについてはについてはについては職員間職員間職員間職員間でででで声声声声掛掛掛掛けけけけをををを行行行行いいいい、、、、意識付意識付意識付意識付けがけがけがけが図図図図られていますられていますられていますられています。。。。

年間計画年間計画年間計画年間計画、、、、月案等月案等月案等月案等のののの内容内容内容内容からからからから保育保育保育保育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PDCAPDCAPDCAPDCAのののの取取取取りりりり組組組組みがなされみがなされみがなされみがなされ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

努努努努めていることがめていることがめていることがめていることが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。。。。またまたまたまた日日日日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場面場面場面場面のののの中中中中においてにおいてにおいてにおいて恒常的恒常的恒常的恒常的にににに担当者間担当者間担当者間担当者間でででで情報交情報交情報交情報交

換換換換しししし、、、、常常常常ににににサービスサービスサービスサービス質向上質向上質向上質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。。。。    

保護者保護者保護者保護者のののの意見意見意見意見はははは保護者保護者保護者保護者会会会会「「「「わかくさわかくさわかくさわかくさ会会会会」」」」からでたからでたからでたからでた意見意見意見意見やややや毎日保護者毎日保護者毎日保護者毎日保護者にににに記入記入記入記入してもらうしてもらうしてもらうしてもらうディリーディリーディリーディリー表表表表のののの内内内内

容容容容をををを反映反映反映反映していますしていますしていますしています。。。。緊急緊急緊急緊急にににに計画計画計画計画をををを変更変更変更変更するするするする必要必要必要必要がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合もももも、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応していることがしていることがしていることがしていることが日日日日々々々々のののの

記録記録記録記録およびおよびおよびおよび職員職員職員職員からのからのからのからの聞聞聞聞きききき取取取取りでりでりでりで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。。。。    

    



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)----①①①①    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)----②②②②    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反反反

映映映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)----③③③③    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反反反

映映映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・・・・調理調理調理調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)----⑧⑧⑧⑧    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、、、、適適適適

切切切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)----②②②②    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)----①①①①    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ようとしようとしようとし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していしていしているるるる。。。。    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にするとともにするとともにするとともに、、、、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。。。。    
該当無該当無該当無該当無    

    



特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

発達援助発達援助発達援助発達援助についてについてについてについて    

保育計画保育計画保育計画保育計画はははは、、、、児童憲章児童憲章児童憲章児童憲章、、、、児童児童児童児童のののの権利権利権利権利にににに関関関関するするするする条約条約条約条約、、、、児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法、、、、保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針などのなどのなどのなどの趣旨趣旨趣旨趣旨をとらをとらをとらをとら

えたえたえたえた内容内容内容内容になっていることをになっていることをになっていることをになっていること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。。。。家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域のののの実態把握実態把握実態把握実態把握にはにはにはには個人懇談会個人懇談会個人懇談会個人懇談会やわかくさやわかくさやわかくさやわかくさ会会会会、、、、

意見箱意見箱意見箱意見箱、、、、毎日毎日毎日毎日のののの送迎時送迎時送迎時送迎時ののの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にににに力力力力をいれをいれをいれをいれ、、、、またまたまたまた地域自治会地域自治会地域自治会地域自治会やややや老人会老人会老人会老人会とのとのとのとの交流交流交流交流のののの場場場場をををを

設設設設けけけけ、、、、そこでそこでそこでそこで意見意見意見意見をいただくようをいただくようをいただくようをいただくよう努努努努めていますめていますめていますめています。。。。地域地域地域地域のおのおのおのお知知知知らせをらせをらせをらせを活用活用活用活用しししし、、、、積極的積極的積極的積極的にににに地域地域地域地域のののの行事行事行事行事にににに

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。。。。    

    

健康管理健康管理健康管理健康管理    

子子子子どものどものどものどもの健康状態健康状態健康状態健康状態についてについてについてについて    日日日日々々々々のののの変化変化変化変化についてはについてはについてはについては送迎時送迎時送迎時送迎時のののの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だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、二重二重二重二重

三重三重三重三重にににに情報収集情報収集情報収集情報収集のもれやのもれやのもれやのもれや伝達伝達伝達伝達もれがないようにもれがないようにもれがないようにもれがないように様様様様々々々々なななな工夫工夫工夫工夫がされていましたがされていましたがされていましたがされていました。。。。感染症感染症感染症感染症にににに関関関関してはしてはしてはしては各各各各

クラスクラスクラスクラスにににに感染症感染症感染症感染症のののの発生状況発生状況発生状況発生状況をををを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おにおにおに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。。。。独自独自独自独自のののの取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、健健健健

康状態康状態康状態康状態のののの変化変化変化変化がががが大大大大きいきいきいきい００００歳児歳児歳児歳児にはにはにはには『『『『保健保健保健保健だよりだよりだよりだより』』』』をををを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。。。。またまたまたまた、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健康状態健康状態健康状態健康状態

にににに関関関関するするするする呼呼呼呼びかけやおびかけやおびかけやおびかけやお知知知知らせだけでなくらせだけでなくらせだけでなくらせだけでなく、、、、妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のおのおのおのお母母母母さんさんさんさん方方方方にににに影響影響影響影響があるがあるがあるがある感染症感染症感染症感染症にににに関関関関しししし、、、、そのそのそのその情情情情

報報報報をををを知知知知らせていますらせていますらせていますらせています。。。。嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医とのとのとのとの連携連携連携連携もよくもよくもよくもよく、、、、園児園児園児園児のののの状態状態状態状態やややや保護者保護者保護者保護者からのからのからのからの相談相談相談相談にににに対対対対してしてしてして園園園園をををを通通通通じてじてじてじて

迅速迅速迅速迅速にににに、、、、そしてそしてそしてそして、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧にににに嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医からのからのからのからのアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスがががが受受受受けられるけられるけられるけられる体制体制体制体制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。。。。    

    

    食事食事食事食事    

給食給食給食給食のののの献立献立献立献立はははは三田市三田市三田市三田市からからからから提供提供提供提供されるされるされるされる献立献立献立献立メニューメニューメニューメニューににににプラスプラスプラスプラスしたしたしたした工夫工夫工夫工夫がみられましたがみられましたがみられましたがみられました。。。。おやつはおやつはおやつはおやつは手作手作手作手作

りのものがりのものがりのものがりのものが基本基本基本基本ですですですです。。。。普段普段普段普段のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの喫食状況喫食状況喫食状況喫食状況についてについてについてについて日日日日々々々々把握把握把握把握しておりしておりしておりしており、、、、職員職員職員職員がががが子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

のののの嗜好嗜好嗜好嗜好をををを把握把握把握把握しししし、、、、献立作成献立作成献立作成献立作成にににに生生生生かしていますかしていますかしていますかしています。。。。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はどもにはどもにはどもには、、、、単単単単ににににアレルゲンアレルゲンアレルゲンアレルゲン

となるとなるとなるとなる食材食材食材食材をををを排除排除排除排除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、、、、他他他他のののの子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと献立内容献立内容献立内容献立内容がががが違違違違うことにうことにうことにうことに違和感違和感違和感違和感をもたないようをもたないようをもたないようをもたないよう

なななな工夫工夫工夫工夫が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。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、““““ししゃもししゃもししゃもししゃも””””がががが食食食食べられなべられなべられなべられないこどものいこどものいこどものいこどもの代替代替代替代替メニューメニューメニューメニューとしてとしてとしてとして食材食材食材食材をををを魚魚魚魚

のののの形形形形にしておにしておにしておにしてお皿皿皿皿にににに盛盛盛盛りつけりつけりつけりつけ、、、、子子子子どどどどもがもがもがもが喜喜喜喜ぶぶぶぶ工夫工夫工夫工夫をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

普段家庭普段家庭普段家庭普段家庭ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなかテーブルテーブルテーブルテーブルにのらないにのらないにのらないにのらないメニューメニューメニューメニュー（（（（時時時時間間間間がかかるがかかるがかかるがかかる煮物煮物煮物煮物やややや切干大根等切干大根等切干大根等切干大根等））））やややや食材食材食材食材をををを積積積積

極的極的極的極的にににに取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが小小小小さなさなさなさな頃頃頃頃にににに食食食食べるべるべるべる機会機会機会機会がなかっただけでがなかっただけでがなかっただけでがなかっただけで食食食食わずわずわずわず嫌嫌嫌嫌いになりいになりいになりいになり、、、、

大人大人大人大人になってになってになってになって困困困困るということがないようにるということがないようにるということがないようにるということがないように配慮配慮配慮配慮されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    保育環境保育環境保育環境保育環境    

保育園内外保育園内外保育園内外保育園内外ともともともとも保育環境保育環境保育環境保育環境はははは充実充実充実充実していますしていますしていますしています。。。。基準基準基準基準のののの１１１１．．．．５５５５倍倍倍倍というというというという施設施設施設施設のののの広広広広さをさをさをさを生生生生かしかしかしかし、、、、園内園内園内園内でもでもでもでも

園庭園庭園庭園庭でもでもでもでも子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが元気元気元気元気にのびのびとにのびのびとにのびのびとにのびのびと過過過過ごしごしごしごしていますていますていますています。。。。広広広広いいいい園庭園庭園庭園庭をををを生生生生かしかしかしかし、、、、１１１１畳半畳半畳半畳半ののののカブトムシカブトムシカブトムシカブトムシ

飼育場飼育場飼育場飼育場、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの樹木樹木樹木樹木、、、、特特特特にににに、、、、実実実実のなるのなるのなるのなる木木木木をををを植樹植樹植樹植樹しししし、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちはちはちはちは季節感季節感季節感季節感をををを楽楽楽楽しんでいますしんでいますしんでいますしんでいます。。。。施施施施

設設設設のののの管理管理管理管理はははは専任専任専任専任のののの職員職員職員職員がががが担当担当担当担当しししし、、、、毎毎毎毎日施設全体日施設全体日施設全体日施設全体をををを点検点検点検点検しししし、、、、補修等補修等補修等補修等がががが必要必要必要必要なななな個所個所個所個所についてはについてはについてはについては即時即時即時即時にににに対対対対

応応応応しししし、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの安全確保安全確保安全確保安全確保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。。。。    

    



    保育内容保育内容保育内容保育内容    

園園園園のおたよりやのおたよりやのおたよりやのおたよりや年間計画年間計画年間計画年間計画、、、、月案月案月案月案、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等でででで保育保育保育保育にににに関関関関するするするする園園園園のののの理念理念理念理念やややや取取取取りりりり組組組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ましましま

したしたしたした。。。。三田三田三田三田というというというという自然環境自然環境自然環境自然環境にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた立地立地立地立地をををを生生生生かしかしかしかし、、、、外外外外遊遊遊遊びをびをびをびを多多多多くくくく取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラス

はもとよりはもとよりはもとよりはもとより００００歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスのののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが外気外気外気外気にににに触触触触れられるようれられるようれられるようれられるよう砂場砂場砂場砂場のののの上上上上にににに日日日日よけをよけをよけをよけを設設設設けけけけてててて、、、、日常的日常的日常的日常的

にににに外気浴外気浴外気浴外気浴をしていますをしていますをしていますをしています。。。。異年齢交流異年齢交流異年齢交流異年齢交流についてはについてはについてはについては、、、、異年齢異年齢異年齢異年齢のののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが同同同同じじじじ時間時間時間時間をををを同同同同じじじじ場所場所場所場所でででで過過過過ごごごご

すだけでなくすだけでなくすだけでなくすだけでなく、、、、年長年長年長年長のののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスのののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの着替着替着替着替えやえやえやえや食事食事食事食事のののの手伝手伝手伝手伝いいいい等等等等をしてをしてをしてをして、、、、子子子子

どもどもどもども間間間間でででで関係性関係性関係性関係性をををを構築構築構築構築できるようできるようできるようできるよう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。。。。入学前入学前入学前入学前ののののこのこのこのこの時期時期時期時期、、、、年長年長年長年長クラスクラスクラスクラスはははは小学校入学準小学校入学準小学校入学準小学校入学準

備備備備のためのためのためのため午睡午睡午睡午睡のののの時間時間時間時間がなくなりまがなくなりまがなくなりまがなくなりますすすす。。。。午睡午睡午睡午睡がなくなってしばらくはがなくなってしばらくはがなくなってしばらくはがなくなってしばらくは体力体力体力体力のないのないのないのない子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは体調体調体調体調をををを

崩崩崩崩しやすくなりしやすくなりしやすくなりしやすくなりがちですがちですがちですがちです。。。。それにそれにそれにそれに備備備備えてえてえてえて午睡終了前午睡終了前午睡終了前午睡終了前にににに園園園園からからからから保護者保護者保護者保護者のみなさんにのみなさんにのみなさんにのみなさんに子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの体調体調体調体調

変化変化変化変化やややや管理管理管理管理についてについてについてについて事前事前事前事前にににに十分説明十分説明十分説明十分説明がされていましたがされていましたがされていましたがされていました。。。。権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護にににに関関関関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

外部研修外部研修外部研修外部研修やややや教材教材教材教材をををを活用活用活用活用してしてしてして日日日日々々々々職員職員職員職員とととと子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち、、、、保護者保護者保護者保護者へへへへ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。。。。    

    

    

    

    

    

給食給食給食給食（（（（普通食普通食普通食普通食））））    給食給食給食給食（（（（除去食用除去食用除去食用除去食用））））    

        

    

    

    

おおおお誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会    １１１１    おおおお誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会    ２２２２    おおおお誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会    ３３３３    

            

    

    

    

    



    

プールプールプールプール遊遊遊遊びびびび（（（（シャボンシャボンシャボンシャボン玉玉玉玉））））    プールプールプールプール遊遊遊遊びびびび（（（（ボディーペイントボディーペイントボディーペイントボディーペイント））））    プールプールプールプール遊遊遊遊びびびび（（（（泥泥泥泥んこんこんこんこコーナーコーナーコーナーコーナー））））    

            

    

    

    

プールプールプールプール遊遊遊遊びびびび（（（（００００歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラス））））    プールプールプールプール遊遊遊遊びびびび（（（（幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラス））））    プールプールプールプール遊遊遊遊びびびび    

            

    

    

    

子子子子どものどものどものどもの日日日日のののの集集集集いいいい    夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり    七夕七夕七夕七夕のののの集集集集いいいい    

            

    

    

    

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会    餅餅餅餅つきつきつきつき大会大会大会大会    節分節分節分節分のののの日日日日のののの集集集集いいいい    

            

    

    

    

    



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

    

    第三第三第三第三者評価結果者評価結果者評価結果者評価結果    

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達発達発達発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。。。。    
該当無該当無該当無該当無    

    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

「「「「連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳（（（（乳児用乳児用乳児用乳児用）」、「）」、「）」、「）」、「ディリーディリーディリーディリー表表表表（（（（幼児用幼児用幼児用幼児用）」、「）」、「）」、「）」、「日日日日々々々々のののの連絡連絡連絡連絡プリントプリントプリントプリント」、「」、「」、「」、「クラスノートクラスノートクラスノートクラスノート」」」」によりによりによりにより日常日常日常日常のののの情情情情

報交換報交換報交換報交換をををを行行行行いいいい、、、、年年年年にににに２２２２度度度度（（（（６６６６月月月月、、、、１１１１１１１１月月月月））））にににに個人面談個人面談個人面談個人面談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。。。。    

〔〔〔〔直近実施直近実施直近実施直近実施    乳児乳児乳児乳児 2010201020102010 年年年年 11111/221/221/221/22～～～～12/312/312/312/3、、、、幼児幼児幼児幼児 11/2911/2911/2911/29～～～～12/1012/1012/1012/10、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟のののの居居居居るるるる保護者保護者保護者保護者にににに配慮配慮配慮配慮 11/2911/2911/2911/29～～～～12/312/312/312/3〕〕〕〕わわわわ

かくさかくさかくさかくさ会主催会主催会主催会主催    ＫＫＫＫ小学校校長小学校校長小学校校長小学校校長のののの講演会講演会講演会講演会    『『『『若若若若くくくく、、、、明明明明るくるくるくるく、、、、美美美美しくしくしくしく！！！！！！！！    いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも…………』』』』のののの後後後後にににに、、、、保護者参保護者参保護者参保護者参

観観観観    をををを実施実施実施実施（（（（ちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷちゅうりっぷ組組組組    ３３３３歳児歳児歳児歳児    11/1211/1211/1211/12（（（（金金金金））））AMAMAMAM10101010：：：：10101010----12121212：：：：30303030 実施実施実施実施    ミニミニミニミニ音楽会音楽会音楽会音楽会、、、、冠作冠作冠作冠作りりりり））））。。。。    

「「「「わかくさわかくさわかくさわかくさ会会会会のののの活動活動活動活動についてについてについてについて（（（（2008.5.172008.5.172008.5.172008.5.17）」）」）」）」のののの資料等資料等資料等資料等、、、、会会会会がががが作成作成作成作成したしたしたした資料資料資料資料はははは、、、、相当相当相当相当レベルレベルレベルレベルがががが高高高高いいいい。。。。    

「「「「虐待虐待虐待虐待のののの早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期対応早期対応早期対応早期対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（22.4.122.4.122.4.122.4.1 作成作成作成作成）」）」）」）」及及及及びびびび    「「「「ひきつぎひきつぎひきつぎひきつぎノートノートノートノート」」」」等等等等をををを確認確認確認確認しししし、、、、体制整体制整体制整体制整

備備備備、、、、徹底徹底徹底徹底したしたしたした教育教育教育教育がががが実施実施実施実施されされされされ、、、、記録記録記録記録がががが完備完備完備完備していることをしていることをしていることをしていること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。。。。    

    

    

    

☆ アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー反応反応反応反応がががが出出出出たたたた場合場合場合場合はははは保護者保護者保護者保護者のののの方方方方にもにもにもにも見見見見てもらえるようにてもらえるようにてもらえるようにてもらえるように、、、、又又又又、、、、病院病院病院病院にににに行行行行くくくく際際際際のののの資料資料資料資料としてとしてとしてとして    

保護者保護者保護者保護者ににににアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー反応反応反応反応がががが出出出出たたたた箇所箇所箇所箇所をををを撮撮撮撮ったったったった写真写真写真写真をおをおをおをお渡渡渡渡ししていますししていますししていますししています    

    

    

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー反応反応反応反応    

    

    

    

    



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対対対応方応方応方応方

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    

    

【【【【    栄養士栄養士栄養士栄養士・・・・調理士担当分調理士担当分調理士担当分調理士担当分    】】】】    

厨房厨房厨房厨房はははは、、、、オープンシステムオープンシステムオープンシステムオープンシステム・・・・キッチンキッチンキッチンキッチンとなっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、ホールホールホールホールからからからから調理調理調理調理しているしているしているしている姿姿姿姿をををを見見見見ることがることがることがることが出来出来出来出来

ますますますます。。。。またまたまたまた、、、、「「「「厨厨厨厨房運営管理房運営管理房運営管理房運営管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（H22.4.1H22.4.1H22.4.1H22.4.1）」、「）」、「）」、「）」、「食中毒発生時自主管理食中毒発生時自主管理食中毒発生時自主管理食中毒発生時自主管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」、「」、「」、「」、「衛生衛生衛生衛生

管理管理管理管理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」、「」、「」、「」、「給食連絡会給食連絡会給食連絡会給食連絡会ノートノートノートノート」、」、」、」、除去食除去食除去食除去食（（（（５５５５名様名様名様名様））））掲示板等掲示板等掲示板等掲示板等をををを確認確認確認確認しししし、、、、５５５５Ｓ（Ｓ（Ｓ（Ｓ（整理整理整理整理・・・・

整頓整頓整頓整頓・・・・清掃清掃清掃清掃・・・・清潔清潔清潔清潔・・・・躾躾躾躾））））がががが行行行行きききき届届届届いていますいていますいていますいています。。。。    

【【【【    保育士担当分保育士担当分保育士担当分保育士担当分    】】】】    

園庭園庭園庭園庭にはにはにはには、、、、安全性安全性安全性安全性・・・・耐久性耐久性耐久性耐久性・・・・色彩色彩色彩色彩（（（（幼児幼児幼児幼児がががが好好好好むむむむ赤赤赤赤、、、、青青青青、、、、オレンジオレンジオレンジオレンジ、、、、黄黄黄黄））））にににに特色特色特色特色のあるのあるのあるのあるKOMPANKOMPANKOMPANKOMPAN（（（（ココココ

ンパンンパンンパンンパン、、、、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をををを配備配備配備配備しししし、、、、本物本物本物本物のののの持持持持つつつつ良良良良さをさをさをさを通通通通じじじじ、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの遊遊遊遊びをびをびをびを刺激刺激刺激刺激するよするよするよするよ

うううう配慮配慮配慮配慮されていますされていますされていますされています。。。。    

「「「「安全安全安全安全・・・・事故防止事故防止事故防止事故防止にににに関関関関することすることすることすること」、「」、「」、「」、「安全点検安全点検安全点検安全点検」、「」、「」、「」、「けがけがけがけがノートノートノートノート」、「」、「」、「」、「消防計消防計消防計消防計画画画画」」」」等等等等のののの書類書類書類書類をををを確認確認確認確認しししし、、、、県県県県

警警警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、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ社社社社のののの警備警備警備警備システムシステムシステムシステムがががが完備完備完備完備していることをしていることをしていることをしていること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。。。。    

    

    
    



卒卒卒卒    園園園園    式式式式    
    



    
    

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園    卒園式卒園式卒園式卒園式    ～～～～おもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなしの心心心心～～～～    
    
    

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園はははは生後生後生後生後６６６６かかかか月月月月のおのおのおのお子様子様子様子様からからからから受受受受けけけけ入入入入れをさせてれをさせてれをさせてれをさせて頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。長長長長いいいい保育園保育園保育園保育園生活生活生活生活のののの中中中中でででで楽楽楽楽しかしかしかしか
ったったったったことやことやことやことや嬉嬉嬉嬉しかったしかったしかったしかった、、、、悲悲悲悲しかったことしかったことしかったことしかったこと、、、、又又又又、、、、毎日毎日毎日毎日のおのおのおのお仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての両立両立両立両立でででで大変大変大変大変忙忙忙忙しいしいしいしい思思思思いをされたこいをされたこいをされたこいをされたこ
ともあったとともあったとともあったとともあったと思思思思いますいますいますいます。。。。忙忙忙忙しいしいしいしい毎日毎日毎日毎日のののの中中中中にもおにもおにもおにもお子様子様子様子様のののの成長成長成長成長とととと言言言言うううう嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい喜喜喜喜びもあったとびもあったとびもあったとびもあったと思思思思いますいますいますいます。。。。ハイハハイハハイハハイハ
イイイイがががが出来出来出来出来るようになったとるようになったとるようになったとるようになったと思思思思ったらったらったらったら、、、、歩歩歩歩けるようになりけるようになりけるようになりけるようになり、、、、おおおお話話話話ができるよができるよができるよができるようになりうになりうになりうになり、、、、おおおお友達友達友達友達へのへのへのへの思思思思いやりいやりいやりいやり
のののの言葉言葉言葉言葉がががが出出出出るようになりるようになりるようになりるようになり、、、、自分自分自分自分のののの服服服服をたたんでをたたんでをたたんでをたたんで自分自分自分自分ののののカバンカバンカバンカバンややややロッカーロッカーロッカーロッカーにににに片片片片づけるづけるづけるづける自立性自立性自立性自立性やややや社会性社会性社会性社会性をををを身身身身にににに
つけていきますつけていきますつけていきますつけていきます。。。。    

職員職員職員職員とととと深深深深いいいい信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを築築築築いていていていて下下下下さったことさったことさったことさったこと、、、、おおおお子様子様子様子様のののの日日日日々々々々のののの成長成長成長成長過程過程過程過程をををを長長長長いいいい期間期間期間期間おおおお任任任任せせせせ頂頂頂頂いたいたいたいたことへのことへのことへのことへの
感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちはちはちはちは絶対絶対絶対絶対にににに忘忘忘忘れてはいけないれてはいけないれてはいけないれてはいけない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園をををを温温温温かくかくかくかく見守見守見守見守ってってってって頂頂頂頂きききき、、、、ごごごご支援支援支援支援、、、、
ごごごご協力頂協力頂協力頂協力頂いたことにいたことにいたことにいたことに対対対対してしてしてして敬意敬意敬意敬意をををを表表表表したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

５５５５歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラス、、、、ひまわりひまわりひまわりひまわり組組組組のののの子子子子どもたちやどもたちやどもたちやどもたちや保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様ととととののののおおおお別別別別れのれのれのれの式式式式はははは今今今今までのまでのまでのまでの感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちとちとちとちと敬敬敬敬意意意意
をををを表表表表するするするする想想想想いいいいからからからから「「「「おもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなしの心心心心」」」」でででで最高最高最高最高のののの式式式式にしようとにしようとにしようとにしようと職員一同職員一同職員一同職員一同、、、、気気気気をををを引引引引きききき締締締締めてめてめてめて準備準備準備準備しししし、、、、当日当日当日当日にににに臨臨臨臨
みますみますみますみます。。。。    

職員職員職員職員のののの服装服装服装服装はははは当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら心心心心をををを込込込込めためためためた正装正装正装正装でででで臨臨臨臨みますみますみますみます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、卒園式卒園式卒園式卒園式がががが行行行行われるわれるわれるわれるホールホールホールホール、、、、そしてそしてそしてそして
ホールホールホールホールへへへへ行行行行くまでのくまでのくまでのくまでの廊下廊下廊下廊下にはにはにはには卒園卒園卒園卒園するするするする子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちのののの００００歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスのののの時時時時からのからのからのからの写真写真写真写真をををを展示展示展示展示していますしていますしていますしています。。。。保護保護保護保護
者者者者のののの皆様皆様皆様皆様にはそれらのにはそれらのにはそれらのにはそれらの写真写真写真写真をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、おおおお子様子様子様子様のののの成長成長成長成長をををを改改改改めてめてめてめて感感感感じてじてじてじて頂頂頂頂きききき、、、、卒園式卒園式卒園式卒園式がががが行行行行われるわれるわれるわれるホールホールホールホールへへへへ向向向向
かいますかいますかいますかいます。。。。    

卒園式卒園式卒園式卒園式ではではではでは一人一人一人一人ひとりのおひとりのおひとりのおひとりのお子様子様子様子様ののののおおおお名前名前名前名前がががが呼呼呼呼ばればればればれ、、、、レッドカーペットレッドカーペットレッドカーペットレッドカーペットをををを歩歩歩歩きききき、、、、園長園長園長園長からからからから卒業証書卒業証書卒業証書卒業証書をををを受受受受けけけけ
取取取取りりりり、、、、そのそのそのその卒園証書卒園証書卒園証書卒園証書をををを保護者保護者保護者保護者にににに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がどもがどもがどもが思思思思うううう保護者保護者保護者保護者へへへへのののの感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちちちち「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」とととと、、、、一一一一
言添言添言添言添えてえてえてえて渡渡渡渡ししししますますますます。。。。    

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園のののの保育保育保育保育のののの考考考考ええええ方方方方のののの一一一一つにつにつにつに、、、、保育保育保育保育はははは作業作業作業作業ではないとではないとではないとではないと言言言言うううう考考考考ええええ方方方方がありますがありますがありますがあります。。。。卒園式卒園式卒園式卒園式でもでもでもでも一人一人一人一人ひひひひ
とりがとりがとりがとりが主役主役主役主役となりとなりとなりとなり、、、、旅立旅立旅立旅立っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを大切大切大切大切にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。    

おおおお子様子様子様子様にはにはにはには「「「「若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園、、、、楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった」、」、」、」、保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには「「「「若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園にににに入入入入れてよかったですれてよかったですれてよかったですれてよかったです」」」」とととと、、、、
思思思思ってってってって頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。    

    
「「「「おもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなしの心心心心」」」」このこのこのこの言葉言葉言葉言葉はははは、、、、保育園保育園保育園保育園のののの世界世界世界世界においてにおいてにおいてにおいて相応相応相応相応しいしいしいしい言葉言葉言葉言葉かどうかはわかりませんかどうかはわかりませんかどうかはわかりませんかどうかはわかりません。。。。    

しかししかししかししかし、、、、私私私私にとってはにとってはにとってはにとっては言葉言葉言葉言葉そのものよりそのものよりそのものよりそのものより、、、、大切大切大切大切なことはなことはなことはなことは「「「「気持気持気持気持ちちちち」」」」だとだとだとだと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    
    

廊下壁面装飾廊下壁面装飾廊下壁面装飾廊下壁面装飾    式場装飾式場装飾式場装飾式場装飾    
        

    

式典式典式典式典    レッドカーペットレッドカーペットレッドカーペットレッドカーペット    
    

    



若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園    訪問調査訪問調査訪問調査訪問調査 1/281/281/281/28（（（（金金金金））））当日当日当日当日のののの行動行動行動行動表表表表    

    

評価員評価員評価員評価員 リーダーリーダーリーダーリーダー　　　　吉山浩吉山浩吉山浩吉山浩　（　（　（　（HFHFHFHF05050505----1111----0098009800980098））））

10:0010:0010:0010:00

10:1010:1010:1010:10 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針基本方針基本方針基本方針とととと組織組織組織組織　（　（　（　（11111111項目項目項目項目））））
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　（　（　（　（20202020項目項目項目項目））））
対応対応対応対応　：　　：　　：　　：　園長園長園長園長　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（小計小計小計小計　　　　３１３１３１３１項目項目項目項目））））

随時随時随時随時
巡回巡回巡回巡回

　　　　担当担当担当担当　：　　：　　：　　：　園庭園庭園庭園庭・・・・外構外構外構外構・・・・門扉門扉門扉門扉・・・・駐車場駐車場駐車場駐車場　（　（　（　（安全面安全面安全面安全面））））

昼食昼食昼食昼食 　　　　ゆりゆりゆりゆり組組組組（（（（4444歳児歳児歳児歳児））））でででで園児園児園児園児とととと共共共共にににに給食給食給食給食

午後午後午後午後
12121212：：：：45454545

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　（　（　（　（6666項目項目項目項目））））
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　（　（　（　（8888項目項目項目項目）　）　）　）　対応対応対応対応：　：　：　：　園長園長園長園長
　　　　
PPPP----82828282～～～～86868686　　　　安全安全安全安全・・・・事故防止 事故防止 事故防止 事故防止 ((((5555項目項目項目項目））））
羽尾羽尾羽尾羽尾リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、森口森口森口森口サブリーダーサブリーダーサブリーダーサブリーダー安全事故防止安全事故防止安全事故防止安全事故防止チームチームチームチーム
　　　　
PPPP----76767676～～～～81818181入所児童入所児童入所児童入所児童のののの保護者保護者保護者保護者へへへへ育児支援 育児支援 育児支援 育児支援 ((((6666項目項目項目項目））））
内田内田内田内田リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、黒田黒田黒田黒田サブリーダーサブリーダーサブリーダーサブリーダー、、、、育児支援育児支援育児支援育児支援チームチームチームチーム

15:3015:3015:3015:30

15:4515:4515:4515:45

16:0016:0016:0016:00

　　　　最終会議最終会議最終会議最終会議　（　（　（　（本日本日本日本日のののの結果結果結果結果のごのごのごのご説明説明説明説明、、、、公表手続公表手続公表手続公表手続きについてきについてきについてきについて）　　）　　）　　）　　

担当担当担当担当　：　　：　　：　　：　調理室調理室調理室調理室、、、、トイレトイレトイレトイレ、、、、水周水周水周水周りりりり　（　（　（　（衛生面衛生面衛生面衛生面））））

　　　　ひまわりひまわりひまわりひまわり組組組組（（（（5555歳児歳児歳児歳児））））でででで園児園児園児園児とととと共共共共にににに給食給食給食給食

PPPP----55555555～～～～62626262　　　　健康管理健康管理健康管理健康管理・・・・食事 食事 食事 食事 ((((8888項目項目項目項目））））
中川中川中川中川リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、人見人見人見人見サブリーダーサブリーダーサブリーダーサブリーダー　　　　健康食事健康食事健康食事健康食事チームチームチームチーム

オープニングオープニングオープニングオープニング会議会議会議会議
①①①①　　　　本日本日本日本日のののの進進進進めめめめ方等方等方等方等のののの説明説明説明説明　　　　　　　　　　　　　　　　②②②②　　　　園長園長園長園長よりよりよりより園園園園のののの特徴特徴特徴特徴のののの説明説明説明説明

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－－－－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　（　（　（　（7777項目項目項目項目））））
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　（　（　（　（4444項目項目項目項目））））
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　（　（　（　（15151515項目項目項目項目））））
対応対応対応対応　：　、　：　、　：　、　：　、元山主任元山主任元山主任元山主任　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（小計小計小計小計　　　　２６２６２６２６項目項目項目項目））））

　　　　評価員打評価員打評価員打評価員打ちちちち合合合合わせわせわせわせ

（（（（３３３３）　）　）　）　客観性客観性客観性客観性（（（（マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル、、、、記録記録記録記録、、、、掲示掲示掲示掲示、、、、習慣習慣習慣習慣））））はははは確保確保確保確保されているかされているかされているかされているか

　　　　　　　　実施日実施日実施日実施日　　　　２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年　　　　１１１１月月月月　　　　２８２８２８２８日日日日　（　（　（　（金金金金））））
山田奈津美山田奈津美山田奈津美山田奈津美　（　（　（　（HFHFHFHF06060606----1111----0019001900190019））））

若草保育園若草保育園若草保育園若草保育園　　　　訪問調査訪問調査訪問調査訪問調査----当日当日当日当日のののの行動表行動表行動表行動表

ポイント  　ポイント  　ポイント  　ポイント  　ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサークルサークルサークルサークル・・・・継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善がががが根付根付根付根付いているかいているかいているかいているか

（（（（１１１１）　）　）　）　兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの評価基準評価基準評価基準評価基準にににに沿沿沿沿ったったったった仕組仕組仕組仕組みがあるかみがあるかみがあるかみがあるか

（（（（２２２２）　）　）　）　業務業務業務業務はははは標準化標準化標準化標準化されているかされているかされているかされているか


