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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        株式会社株式会社株式会社株式会社    第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価    http://daisansha.lolipop.jp/http://daisansha.lolipop.jp/http://daisansha.lolipop.jp/http://daisansha.lolipop.jp/    

    所 在 地所 在 地所 在 地所 在 地                                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新大阪新大阪新大阪    

    評価実施期間評価実施期間評価実施期間評価実施期間        2013201320132013    年年年年    11111111    月月月月    15151515    日日日日    ～～～～    2014201420142014    年年年年    3333    月月月月    25252525    日日日日    

    （（（（最終実地訪問調査日最終実地訪問調査日最終実地訪問調査日最終実地訪問調査日        2014201420142014    年年年年    3333    月月月月    6666    日日日日））））    

    評価調査者評価調査者評価調査者評価調査者                            HF05HF05HF05HF05----1111----0098009800980098    ⅢⅢⅢⅢ・・・・ＡＡＡＡ章担当章担当章担当章担当    リーダリーダリーダリーダ                吉山吉山吉山吉山    浩浩浩浩    

HF10HF10HF10HF10----1111----0002000200020002    ⅠⅠⅠⅠ・・・・ⅡⅡⅡⅡ章担当章担当章担当章担当                                加藤加藤加藤加藤    文雄文雄文雄文雄    

HF10HF10HF10HF10----1111----0001000100010001    全体総括全体総括全体総括全体総括                                        八巻八巻八巻八巻    芳子芳子芳子芳子    

    

    

    ※※※※契約日契約日契約日契約日からからからから評価評価評価評価    

結果確定日結果確定日結果確定日結果確定日までまでまでまで    

    

    

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情報事業者情報事業者情報事業者情報    

    

    （（（（１１１１））））    事業者概要事業者概要事業者概要事業者概要    

    

事業所名称事業所名称事業所名称事業所名称：：：：    のぞみのぞみのぞみのぞみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園                                
種別種別種別種別：：：：    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：：：：    窪田窪田窪田窪田    吏何子吏何子吏何子吏何子    園長園長園長園長    

                            土谷土谷土谷土谷    智子智子智子智子        主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士    

                            南南南南        智美智美智美智美        副主任保育士副主任保育士副主任保育士副主任保育士    

開設年月日開設年月日開設年月日開設年月日：：：：    

                    平成平成平成平成    ２４２４２４２４        年年年年    ４４４４    月月月月    １１１１    日日日日    

設置主体設置主体設置主体設置主体：：：：        社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    夢工房夢工房夢工房夢工房        
定員定員定員定員                            ６０６０６０６０    人人人人    

（（（（利用人数利用人数利用人数利用人数））））            ７２７２７２７２    人人人人    

所在地所在地所在地所在地：：：：        〒〒〒〒662662662662－－－－0084008400840084        西宮市樋之池町西宮市樋之池町西宮市樋之池町西宮市樋之池町４４４４番番番番２１２１２１２１号号号号    

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：    ０７９８０７９８０７９８０７９８（（（（７１７１７１７１））））９６１４９６１４９６１４９６１４    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号：：：：    ０７９８０７９８０７９８０７９８（（（（７１７１７１７１））））９６１５９６１５９６１５９６１５    

ＥＥＥＥ----mailmailmailmail：：：：    

                                            nozomi@nozomi@nozomi@nozomi@yumekoubou.or.jpyumekoubou.or.jpyumekoubou.or.jpyumekoubou.or.jp    

ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス：：：：    

    http://www.yumehttp://www.yumehttp://www.yumehttp://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/nozomiyume/page1/main.htmlkoubou.or.jp/hoiku/nozomiyume/page1/main.htmlkoubou.or.jp/hoiku/nozomiyume/page1/main.htmlkoubou.or.jp/hoiku/nozomiyume/page1/main.html    

    

    

    （（（（２２２２））））    基本情報基本情報基本情報基本情報    

    

    

理理理理    念念念念    

    

子子子子どものどものどものどもの最善最善最善最善のののの利益利益利益利益をををを考慮考慮考慮考慮しししし利用者主体利用者主体利用者主体利用者主体をををを根幹根幹根幹根幹にににに、、、、行政行政行政行政、、、、地域地域地域地域、、、、保育園保育園保育園保育園のののの緊密緊密緊密緊密なななな連携連携連携連携をををを強化強化強化強化しししし、、、、    

地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援のののの核核核核となるとなるとなるとなる。。。。    

    

    

方方方方    針針針針    

    

子子子子どもはどもはどもはどもは豊豊豊豊かにかにかにかに伸伸伸伸びていくびていくびていくびていく可能性可能性可能性可能性をそのうちにをそのうちにをそのうちにをそのうちに秘秘秘秘めているめているめているめている。。。。    

そのそのそのその子子子子どもがどもがどもがどもが現在現在現在現在をををを最最最最もよくもよくもよくもよく生生生生きききき、、、、望望望望ましいましいましいましい未来未来未来未来をつくりだすをつくりだすをつくりだすをつくりだす力力力力のののの基礎基礎基礎基礎をををを培培培培うううう。。。。    
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    見見見見るものるものるものるもの、、、、聞聞聞聞くものにくものにくものにくものに好奇心好奇心好奇心好奇心をををを誘発誘発誘発誘発されされされされ、、、、人人人人にににに認認認認められめられめられめられ、、、、誉誉誉誉められめられめられめられ、、、、喜喜喜喜ばれることによりばれることによりばれることによりばれることにより、、、、    

自分自身自分自身自分自身自分自身がががが生生生生きているきているきているきている意味意味意味意味をををを、、、、子子子子どもなりにどもなりにどもなりにどもなりに感感感感じたりじたりじたりじたり、、、、    

愛情愛情愛情愛情をををを沢山注沢山注沢山注沢山注がれたがれたがれたがれた「「「「人間人間人間人間」」」」のののの、、、、生生生生きるきるきるきる力力力力のののの大大大大きさをきさをきさをきさを、、、、    

大切大切大切大切にできるにできるにできるにできる保育保育保育保育とととと、、、、人人人人からからからから守守守守られるだけでなくられるだけでなくられるだけでなくられるだけでなく、、、、自立自立自立自立していくしていくしていくしていく過程過程過程過程でででで困難困難困難困難なことやなことやなことやなことや、、、、    

悲悲悲悲しいことにしいことにしいことにしいことに立立立立ちちちち向向向向かうかうかうかう勇気勇気勇気勇気とととと気力気力気力気力をををを育育育育てていくためにてていくためにてていくためにてていくために、、、、    

成長過程成長過程成長過程成長過程でででで生生生生じるじるじるじる課題課題課題課題をををを解決解決解決解決しようとするしようとするしようとするしようとする自立意欲自立意欲自立意欲自立意欲をををを助長助長助長助長しししし、、、、    

それをそれをそれをそれを実践実践実践実践できるできるできるできる機会機会機会機会をををを大切大切大切大切にににに考考考考えられるえられるえられるえられる保育保育保育保育をををを目指目指目指目指すすすす。。。。    

    

    

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    
    

・・・・異年齢児保育異年齢児保育異年齢児保育異年齢児保育    

    3,4,53,4,53,4,53,4,5歳児歳児歳児歳児がががが異年齢異年齢異年齢異年齢でででで関関関関わるわるわるわる事事事事によりによりによりにより、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のののの思思思思いやりやいやりやいやりやいやりや優優優優しさのしさのしさのしさの心心心心をををを育育育育みますみますみますみます。。。。    

・・・・子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業    

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日にすくすくにすくすくにすくすくにすくすく子育子育子育子育てててて体験教室体験教室体験教室体験教室、、、、水曜日水曜日水曜日水曜日にににに園庭解放園庭解放園庭解放園庭解放をををを行行行行いいいい、、、、育児相談育児相談育児相談育児相談、、、、育児講座等育児講座等育児講座等育児講座等をををを随時行随時行随時行随時行っっっっ

ていますていますていますています。。。。    

・・・・一時預一時預一時預一時預かりかりかりかり事業事業事業事業    

年間年間年間年間３００３００３００３００名名名名をををを目標目標目標目標にににに受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれ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。。。。    

・・・・給食給食給食給食    

    食育食育食育食育ややややクッキングクッキングクッキングクッキングをををを通通通通してしてしてして、、、、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みしみしみしみ、、、、命命命命のののの大切大切大切大切さをさをさをさを知知知知りりりり、、、、生生生生きるきるきるきる喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じてもらえるじてもらえるじてもらえるじてもらえる

ようにようにようによう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    

・・・・一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験    

    保護者保護者保護者保護者のののの方方方方にににに一日保育士一日保育士一日保育士一日保育士としてとしてとしてとして保育保育保育保育にににに携携携携わってもらうわってもらうわってもらうわってもらう事事事事でででで、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のののの普段普段普段普段のののの様子様子様子様子をををを知知知知ってもらうとってもらうとってもらうとってもらうと

共共共共にににに、、、、保育士保育士保育士保育士とのとのとのとの関係関係関係関係をををを密密密密になるようになるようになるようになるよう心掛心掛心掛心掛けていますけていますけていますけています。。。。    

・・・・英語教室英語教室英語教室英語教室、、、、絵画教室絵画教室絵画教室絵画教室、、、、体操教室体操教室体操教室体操教室、、、、茶道教室茶道教室茶道教室茶道教室    

    様様様様々々々々なななな原体験原体験原体験原体験をををを通通通通してしてしてして、、、、好奇心好奇心好奇心好奇心をををを刺激刺激刺激刺激しししし、、、、感性豊感性豊感性豊感性豊かなかなかなかな子子子子どもにどもにどもにどもに育育育育つようつようつようつよう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。。。。    

    

職職職職    種種種種    人人人人    数数数数    職職職職    種種種種    人人人人    数数数数    職職職職    種種種種    人人人人    数数数数    

園長園長園長園長        １１１１    保育士保育士保育士保育士        １３１３１３１３    事務員事務員事務員事務員        １１１１    

主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士        １１１１    管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士            １１１１    看護師看護師看護師看護師    １１１１    

職員配置職員配置職員配置職員配置    

※※※※（（（（    ））））内内内内

はははは非常勤非常勤非常勤非常勤    
副主任保育士副主任保育士副主任保育士副主任保育士        １１１１        栄養士栄養士栄養士栄養士    ２２２２    パートパートパートパート保育士保育士保育士保育士    １１１１    

    

    

児童人数児童人数児童人数児童人数    （（（（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））））    

    

００００歳児歳児歳児歳児    １１１１歳児歳児歳児歳児    ２２２２歳児歳児歳児歳児    

9999名名名名    12121212名名名名    12121212名名名名    
合計合計合計合計    

３３３３歳児歳児歳児歳児    ４４４４歳児歳児歳児歳児    ５５５５歳児歳児歳児歳児    

13131313名名名名    12121212名名名名    14141414名名名名    ７２７２７２７２名名名名    
    

    

施設施設施設施設のののの状況状況状況状況    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    開園開園開園開園２２２２年目年目年目年目（（（（2012012012012222年年年年4444月月月月～）～）～）～）    

阪急電車阪急電車阪急電車阪急電車    苦楽園駅苦楽園駅苦楽園駅苦楽園駅からからからから西西西西へへへへ徒歩徒歩徒歩徒歩12121212分分分分    

近近近近くにくにくにくに樋之池公園樋之池公園樋之池公園樋之池公園がありがありがありがあり、、、、山山山山やややや川川川川もももも近近近近くくくく

にあってにあってにあってにあって、、、、都会都会都会都会ながらながらながらながら自然自然自然自然もももも残残残残るるるる地区地区地区地区。。。。    

高級住宅街高級住宅街高級住宅街高級住宅街としてとしてとしてとして有名有名有名有名なななな西宮七園西宮七園西宮七園西宮七園のののの一一一一つつつつ

にににに在在在在りますりますりますります。。。。    
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西宮市西宮市西宮市西宮市のののの阪神甲子園球場阪神甲子園球場阪神甲子園球場阪神甲子園球場でででで行行行行われるわれるわれるわれる春春春春のののの選抜高校野球選抜高校野球選抜高校野球選抜高校野球（（（（第第第第86868686回回回回    2014.3.212014.3.212014.3.212014.3.21～）～）～）～）開会式開会式開会式開会式----入場行進曲入場行進曲入場行進曲入場行進曲    

    

笑顔笑顔笑顔笑顔になれるになれるになれるになれる歌歌歌歌・・・・踊踊踊踊りりりり    恋恋恋恋するするするするフォーチュンクッキフォーチュンクッキフォーチュンクッキフォーチュンクッキ    夢工房夢工房夢工房夢工房STAFFSTAFFSTAFFSTAFF    VerVerVerVer    （（（（                        へへへへ移動移動移動移動しますしますしますします））））    

https://www.youtube.com/watch?v=vYxQOSVccEU&noredirect=1https://www.youtube.com/watch?v=vYxQOSVccEU&noredirect=1https://www.youtube.com/watch?v=vYxQOSVccEU&noredirect=1https://www.youtube.com/watch?v=vYxQOSVccEU&noredirect=1    

    

のぞみのぞみのぞみのぞみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園（（（（２２２２年目年目年目年目））））    夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園（（（（４４４４年目年目年目年目））））    つぼみつぼみつぼみつぼみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園（（（（１１１１年目年目年目年目））））    

    

    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

    
食食食食        育育育育    

    
一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験    体体体体    操操操操    教教教教    室室室室    

    

    

写真挿入写真挿入写真挿入写真挿入１１１１    

    

    

    

    

写真挿入写真挿入写真挿入写真挿入２２２２    写真挿入写真挿入写真挿入写真挿入３３３３    
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３３３３    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））））待機児童待機児童待機児童待機児童ゼロゼロゼロゼロをををを果果果果たしたたしたたしたたした「「「「西宮方式西宮方式西宮方式西宮方式」（」（」（」（待機児童人数推移待機児童人数推移待機児童人数推移待機児童人数推移----各年度各年度各年度各年度4/14/14/14/1現在現在現在現在    平成平成平成平成25252525年年年年    ００００人達成人達成人達成人達成！！！！！！！！

平成平成平成平成24242424年年年年    81818181人人人人、、、、平成平成平成平成23232323年年年年    279279279279人人人人））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市のののの中部中部中部中部のののの大社地区大社地区大社地区大社地区にににに    ３３３３つのつのつのつの保育園保育園保育園保育園をををを開園開園開園開園            

〔〔〔〔平成平成平成平成22222222年開園年開園年開園年開園----夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園    定員定員定員定員60606060人人人人、、、、    平成平成平成平成24242424年開園年開園年開園年開園----のぞみのぞみのぞみのぞみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園    定員定員定員定員60606060人人人人、、、、    平成平成平成平成25252525

年開園年開園年開園年開園----つぼみつぼみつぼみつぼみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園    定員定員定員定員30303030人人人人    合計合計合計合計150150150150人人人人（（（（在園児在園児在園児在園児    178178178178人人人人    充足率充足率充足率充足率    119119119119％）〕％）〕％）〕％）〕                            

児童児童児童児童がががが安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全にににに過過過過ごしごしごしごし、、、、養護養護養護養護・・・・教育教育教育教育のののの場場場場をををを創創創創りりりり出出出出しししし、、、、市市市市のののの施策施策施策施策にににに大大大大いにいにいにいに貢献貢献貢献貢献されていますされていますされていますされています。。。。    

    

                http://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdf    

   

    
            （（（（西宮市西宮市西宮市西宮市    平成平成平成平成２５２５２５２５年度第年度第年度第年度第１１１１回西宮市子回西宮市子回西宮市子回西宮市子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて会議関係資料会議関係資料会議関係資料会議関係資料（（（（別冊別冊別冊別冊Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）ページページページページ31313131    よりよりよりより））））    

                

    

    （（（（２２２２））））    開開開開園園園園してしてしてして最初最初最初最初のののの５５５５年程度年程度年程度年程度はははは、、、、日日日日々々々々のののの保育保育保育保育のののの体制体制体制体制をををを整整整整えるえるえるえる為為為為のののの期間期間期間期間となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、    

                早早早早くもくもくもくも２２２２年目年目年目年目でででで、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省・・・・兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県がががが““““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””””をををを目的目的目的目的としとしとしとし推奨推奨推奨推奨するするするする    

難易度難易度難易度難易度がががが増増増増したしたしたした（（（（平成平成平成平成25252525年度年度年度年度よりよりよりより７９７９７９７９項目項目項目項目、、、、４１４１４１４１２２２２チェックチェックチェックチェック・・・・ポイントポイントポイントポイントにににに変変変変わっていますわっていますわっていますわっています））））    

西宮市西宮市西宮市西宮市でででで福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価をををを受審受審受審受審したしたしたした初初初初めてのめてのめてのめての保育園保育園保育園保育園でででで、、、、優秀優秀優秀優秀なななな成績成績成績成績ですですですです。。。。    

    

    

（（（（３３３３））））    ““““一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験””””のののの試試試試みがみがみがみが大人気大人気大人気大人気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。。。。    

（（（（参加者参加者参加者参加者    １１１１月月月月----５５５５人人人人、、、、２２２２月月月月----９９９９人人人人、、、、３３３３月月月月----３３３３人人人人、、、、合計合計合計合計    １７１７１７１７人人人人    保護者総人数保護者総人数保護者総人数保護者総人数６２６２６２６２人人人人----    参加率参加率参加率参加率27.427.427.427.4％）％）％）％）    

体験後体験後体験後体験後にもにもにもにも園長園長園長園長とととと面談面談面談面談をしをしをしをし、、、、細細細細かくかくかくかく保育保育保育保育のののの意図意図意図意図やややや保育保育保育保育のののの思思思思いいいい等等等等をををを伝伝伝伝ええええ、、、、そのそのそのその子子子子のののの育育育育ちについてちについてちについてちについて共有共有共有共有できるよできるよできるよできるよ

うにしていますうにしていますうにしていますうにしています。。。。““““ママママママママさんさんさんさん先生先生先生先生””””、、、、““““パパパパパパパパさんさんさんさん先生先生先生先生””””にはにはにはには、、、、いつもといつもといつもといつもと違違違違うううう（（（（集団集団集団集団のののの中中中中でのでのでのでの））））自分自分自分自分のののの子子子子どもどもどもども

のののの姿姿姿姿がががが見見見見れるとれるとれるとれると評判評判評判評判でででで希望者希望者希望者希望者がががが多多多多くくくく、、、、次年度次年度次年度次年度２６２６２６２６年年年年９９９９月月月月からのからのからのからの実施予定分実施予定分実施予定分実施予定分ではではではでは、、、、全全全全てのてのてのての保護者保護者保護者保護者にににに参加参加参加参加をををを

促促促促すすすす事事事事をををを企画中企画中企画中企画中ですですですです。。。。    
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    （（（（４４４４））））のびのびとのびのびとのびのびとのびのびと自由自由自由自由にににに過過過過すすすす事事事事がががが出来出来出来出来てててて、、、、子子子子どものどものどものどもの個性個性個性個性をををを尊重尊重尊重尊重しているとしているとしているとしていると保護者保護者保護者保護者からからからから評判評判評判評判がががが良良良良いですいですいですいです。。。。    

    

～～～～    保護者保護者保護者保護者のののの生生生生のののの声声声声    ～～～～    （（（（2014201420142014年年年年1111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のよりのよりのよりの抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

    

００００歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ①①①①    いろいろないろいろないろいろないろいろな体験体験体験体験をさせてくれるをさせてくれるをさせてくれるをさせてくれる。。。。    

②②②②    子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが明明明明るくのびのびとるくのびのびとるくのびのびとるくのびのびと生活生活生活生活しているしているしているしている。。。。    

    

１１１１歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ③③③③    子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが過過過過ごしやすいようにごしやすいようにごしやすいようにごしやすいように良良良良いいいい環境環境環境環境をををを作作作作っているとっているとっているとっていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

３３３３歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ④④④④    体操教室体操教室体操教室体操教室やややや英語英語英語英語、、、、食育食育食育食育などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして、、、、様様様様々々々々なななな体験体験体験体験をすることがをすることがをすることがをすることが    

できるようにしているできるようにしているできるようにしているできるようにしている。。。。    

⑤⑤⑤⑤    年齢年齢年齢年齢、、、、クラスクラスクラスクラスをまたいだをまたいだをまたいだをまたいだ子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの交流交流交流交流のののの機会機会機会機会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。。。。    

    

４４４４歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ⑥⑥⑥⑥    個性個性個性個性をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、自由自由自由自由なななな風潮風潮風潮風潮であるであるであるである。。。。    

⑦⑦⑦⑦    子子子子どものどものどものどもの自尊心自尊心自尊心自尊心、、、、自立心自立心自立心自立心をををを育育育育てるてるてるてる。。。。    

⑧⑧⑧⑧    少人数少人数少人数少人数でででで良良良良いいいい。。。。    

⑨⑨⑨⑨    団体行動団体行動団体行動団体行動よりもよりもよりもよりも個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばすことにばすことにばすことにばすことに重点重点重点重点をおいたをおいたをおいたをおいた保育活動保育活動保育活動保育活動をしているをしているをしているをしている。。。。    

    

５５５５歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ⑩⑩⑩⑩    自主性自主性自主性自主性をををを重重重重んじてんじてんじてんじて指導指導指導指導されているとされているとされているとされていると、、、、色色色色々々々々なななな場面場面場面場面でででで感感感感じますじますじますじます。。。。    

    

    

                                                                                                                                                    以以以以    上上上上    

    

☆☆☆☆    ＡＬＬＡＬＬＡＬＬＡＬＬ    ａａａａ（（（（オールオールオールオール････エーエーエーエー））））評価評価評価評価にににに向向向向けてけてけてけて        創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫がががが求求求求められるめられるめられるめられる点点点点はははは２２２２点点点点ですですですです。。。。    

（（（（難易度難易度難易度難易度はははは高高高高いですがいですがいですがいですが、、、、底力底力底力底力はははは持持持持っておられますのでっておられますのでっておられますのでっておられますので、、、、期待致期待致期待致期待致しますしますしますします））））    

    

（（（（１１１１））））基準基準基準基準    ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----②②②②    「「「「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がががが保護者保護者保護者保護者にににに周知周知周知周知されているされているされているされている」」」」    

周知周知周知周知にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは実施実施実施実施されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、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からはからはからはからは、、、、周知度周知度周知度周知度がががが十分十分十分十分とはとはとはとは言言言言ええええ

ないとないとないとないと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。知恵知恵知恵知恵をををを絞絞絞絞ってあのってあのってあのってあの手手手手このこのこのこの手手手手をごをごをごをご検討下検討下検討下検討下さいさいさいさい。。。。    

    

（（（（２２２２））））基準基準基準基準    ＡＡＡＡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    「「「「家庭家庭家庭家庭とととと子子子子どものどものどものどもの保育保育保育保育がががが密接密接密接密接にににに関連関連関連関連したしたしたした保護者支援保護者支援保護者支援保護者支援をををを行行行行っているっているっているっている」」」」    

都会都会都会都会にあるにあるにあるにある保育園保育園保育園保育園のののの悩悩悩悩みのみのみのみの１１１１つとつとつとつと思思思思われますがわれますがわれますがわれますが、、、、長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育のののの際際際際、、、、保育士保育士保育士保育士ののののシフトシフトシフトシフトのののの問題問題問題問題もあってもあってもあってもあって、、、、    

保護者保護者保護者保護者のおのおのおのお迎迎迎迎ええええ時時時時にににに    ““““今日今日今日今日のののの自分自分自分自分のののの子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子””””をををを口頭口頭口頭口頭でででで伝伝伝伝えるえるえるえる仕掛仕掛仕掛仕掛けをもうけをもうけをもうけをもう一工夫一工夫一工夫一工夫されるされるされるされる事事事事をををを    

期待致期待致期待致期待致しますしますしますします。。。。    

    

                                                                                                                                                    以以以以    上上上上    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



                         6666    

    

        ○○○○    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のぞみするのぞみするのぞみするのぞみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園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初初初初めてめてめてめて受受受受けたけたけたけた事事事事でででで、「、「、「、「自己評価自己評価自己評価自己評価」」」」にににに沿沿沿沿ってってってって全職員全職員全職員全職員がががが保育保育保育保育をををを見直見直見直見直しししし、、、、様様様様々々々々なことになことになことになことに周周周周

知知知知ができができができができ、、、、認識認識認識認識をををを深深深深めることができましためることができましためることができましためることができました。。。。またまたまたまた、、、、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をとることによりをとることによりをとることによりをとることにより、、、、保護者保護者保護者保護者のののの

方方方方々々々々からからからから評価評価評価評価されているところされているところされているところされているところ、、、、そそそそしてしてしてして改善改善改善改善してほしいしてほしいしてほしいしてほしい要望要望要望要望などをなどをなどをなどを全職員全職員全職員全職員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。。。。要望要望要望要望のののの

中中中中でででで保護者保護者保護者保護者がががが普段中普段中普段中普段中々々々々伝伝伝伝えれないえれないえれないえれない気持気持気持気持ちをちをちをちを率直率直率直率直にににに伝伝伝伝えてえてえてえて頂頂頂頂いたことでいたことでいたことでいたことで、、、、改善改善改善改善にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと

がががが出来出来出来出来、、、、第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価でででで指導指導指導指導していただいたところもしていただいたところもしていただいたところもしていただいたところも含含含含めめめめ、、、、保護者保護者保護者保護者のののの要望要望要望要望をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと受受受受けけけけ止止止止めていめていめていめてい

きたいときたいときたいときたい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、、、、保育運営保育運営保育運営保育運営にににに反反反反しししし、、、、こどもにとってこどもにとってこどもにとってこどもにとって最善最善最善最善のののの利益利益利益利益をををを考考考考ええええ、、、、保護者保護者保護者保護者にににに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提供提供提供提供をををを行行行行いいいい、、、、

保育保育保育保育のののの見見見見えるえるえるえる化化化化にににに努努努努めめめめ、、、、地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした保育園保育園保育園保育園となるようにとなるようにとなるようにとなるように努努努努めてめてめてめて参参参参りますりますりますります。。。。    

    

    

    

    ○○○○    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））））    



                         7777    

        （（（（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    
                                                                                                                                                                                                                                        

    

各項目右端各項目右端各項目右端各項目右端のののの評価結果欄評価結果欄評価結果欄評価結果欄    ａ、ｂ、ａ、ｂ、ａ、ｂ、ａ、ｂ、cccc    のののの表記表記表記表記についてについてについてについて    

ａａａａ        全全全全てのてのてのての項目項目項目項目をををを満満満満たすたすたすたす                    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        １１１１つつつつ以上以上以上以上のののの項目項目項目項目をををを満満満満たすたすたすたす            標準的標準的標準的標準的レベルレベルレベルレベル    

ｃｃｃｃ        いずれのいずれのいずれのいずれの項目項目項目項目もももも満満満満たさないたさないたさないたさない        改善改善改善改善がががが必要必要必要必要ななななレベルレベルレベルレベル    

    

    

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。。。。        
ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----①①①①    理念理念理念理念がががが明文化明文化明文化明文化されているされているされているされている。。。。    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がががが明文化明文化明文化明文化されているされているされているされている。。。。    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がががが周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。        

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がががが職員職員職員職員にににに周知周知周知周知されされされされ実践実践実践実践されているされているされているされている。。。。    ａａａａ        

ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----②②②②    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がががが保護者保護者保護者保護者にににに周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。    ｂｂｂｂ    
    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

保育園保育園保育園保育園のののの職員職員職員職員がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって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できるようできるようできるようできるよう法人全体法人全体法人全体法人全体でででで『『『『保育理念保育理念保育理念保育理念』』』』のののの共有化共有化共有化共有化ににに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。ＨＰ。ＨＰ。ＨＰ。ＨＰ

やややや園内掲示園内掲示園内掲示園内掲示、、、、特特特特にににに職員職員職員職員にににに対対対対してはしてはしてはしては採用時採用時採用時採用時やややや、、、、年年年年にににに１１１１回回回回、、、、法人全体法人全体法人全体法人全体でででで研修研修研修研修をををを行行行行ったりったりったりったり、「、「、「、「月間指導計画月間指導計画月間指導計画月間指導計画」」」」のののの中中中中にににに理念理念理念理念、、、、基基基基

本方針本方針本方針本方針をををを記載記載記載記載するするするする欄欄欄欄をををを設設設設けてけてけてけて、、、、職員職員職員職員がががが手書手書手書手書きできできできで理念理念理念理念、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針をををを入力入力入力入力することですることですることですることで毎月確認毎月確認毎月確認毎月確認させていますさせていますさせていますさせています。。。。保護者保護者保護者保護者にはにはにはには、、、、

「「「「入園入園入園入園のしおりのしおりのしおりのしおり」」」」等等等等にににに記載記載記載記載しししし、、、、入園時入園時入園時入園時のののの説明会説明会説明会説明会でででで細細細細かくかくかくかく説明説明説明説明、、、、個別面談等個別面談等個別面談等個別面談等でででで質疑出来質疑出来質疑出来質疑出来るようにるようにるようにるよう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、、、、    

クラスクラスクラスクラス懇談懇談懇談懇談、、、、個別懇談個別懇談個別懇談個別懇談でででで常常常常にににに伝伝伝伝えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、2014201420142014年年年年1111月月月月、、、、保護者保護者保護者保護者をををを対象対象対象対象ににににアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施したしたしたした際際際際のののの結果結果結果結果はははは、、、、

保育理念保育理念保育理念保育理念やややや方針方針方針方針のののの保護者保護者保護者保護者のののの理解度理解度理解度理解度はははは高高高高いものではありませんでしたいものではありませんでしたいものではありませんでしたいものではありませんでした。。。。よくよくよくよく知知知知っているっているっているっている＋＋＋＋まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている＝＝＝＝７０７０７０７０％％％％程度以程度以程度以程度以

上上上上はははは確保確保確保確保できるできるできるできる様様様様、、、、ねばりねばりねばりねばり強強強強くくくく何度何度何度何度もももも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。（（（（重要重要重要重要なななな事事事事はははは繰繰繰繰りりりり返返返返しししし何度何度何度何度もももも何度何度何度何度もももも））））    

    

地域地域地域地域のののの関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、小学校小学校小学校小学校のののの交流事業等交流事業等交流事業等交流事業等のののの機会機会機会機会をををを活活活活かしてかしてかしてかして積極的積極的積極的積極的にににに周知周知周知周知していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

★ 2014年1月実施アンケートより 保護者に聞いた「保育園の理念・方針をご存じですか？」への回答結果 

 

保護者さまの回答 （人）  ４歳児 きりんクラスの回収  8 件 

よくよくよくよく知知知知っているっているっているっている            0000        （（（（0000％）％）％）％）                まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている        2222    （（（（25252525％）％）％）％）    

どちらともいえない  3 （37.5％）   あまり知らない  2（25％） まったく知らない  1（12.5％） 

 

保護者さまの回答 （人）  ２歳児 うさぎクラスの回収  6 件 

よくよくよくよく知知知知っているっているっているっている                0000        （（（（0000％）％）％）％）            まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている            2222        （（（（33.333.333.333.3％）％）％）％）    

どちらともいえない  1  （16.7％）  あまり知らない 3  （50％） まったく知らない 0  

 

 

保護者さまの回答 （人）  ０歳児 こりすクラスの回収 7 件 

よくよくよくよく知知知知っているっているっているっている            0000    （（（（0000％）％）％）％）            まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている        3333    （（（（42.942.942.942.9％）％）％）％）    

どちらともいえない 2（28.6％）  あまり知らない  2（28.6％） まったく知らない 0 
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保護者回答/理念・方針 0000歳歳歳歳こりすこりすこりすこりす    1歳りす 2222歳歳歳歳うさぎうさぎうさぎうさぎ    3歳ぱんだ 4444歳歳歳歳きりんきりんきりんきりん    5歳らいおん 合計 

⑤ よく知っている 0000    0 0000    2 0000    0 2 

④ まあ知っている 3333    5 2222    7 2222    8 27 

③ どちらともいえない 2222    0 1111    1 3333    1 8 

② あまり知らない 2222    3 3333    1 2222    4 15 

① まったく知らない 0000    0 0000    0 1111    2 3 

  未記入 0000    0 0000    1 0000    0 1 

  回収人数（母数） 7777    8 6666    12 8888    15 56 

⑤+④ 合計人数 

率（％） 

3333        

（（（（38383838％）％）％）％）    

5 

（63％） 

2222        

（（（（33333333％）％）％）％）    

9 

（75％） 

2222        

（（（（25252525％）％）％）％）    

8  

（53％） 

56 

（52％） 

    

    

    

    

    

ⅠⅠⅠⅠ－－－－２２２２    事業計画事業計画事業計画事業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がががが明確明確明確明確にされているにされているにされているにされている。。。。        

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がががが策定策定策定策定されているされているされているされている。。。。    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がががが策定策定策定策定されているされているされているされている。。。。    ａａａａ    
ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)    事業計画事業計画事業計画事業計画がががが適切適切適切適切にににに策定策定策定策定されているされているされているされている。。。。        

ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----①①①①    事業計画事業計画事業計画事業計画のののの策定策定策定策定がががが組織的組織的組織的組織的にににに行行行行われているわれているわれているわれている。。。。    ａａａａ        

    ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----②②②②    事業計画事業計画事業計画事業計画がががが職員職員職員職員にににに周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。    ａａａａ    
    ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----③③③③    事業計画事業計画事業計画事業計画がががが利用者等利用者等利用者等利用者等にににに周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。    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」」」」やややや「「「「事業計画事業計画事業計画事業計画」」」」をををを作成作成作成作成しししし今後今後今後今後のののの動向動向動向動向をををを明確明確明確明確にしていますにしていますにしていますにしています。。。。特特特特にににに、「、「、「、「事業計画事業計画事業計画事業計画」」」」はははは分分分分かりかりかりかり易易易易いいいい    

    ものとなっていますのでものとなっていますのでものとなっていますのでものとなっていますので、、、、下記下記下記下記にににに詳細詳細詳細詳細をををを記載記載記載記載・・・・掲載掲載掲載掲載しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

            「「「「中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画」」」」のののの抜粋抜粋抜粋抜粋（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度～～～～２９２９２９２９年度年度年度年度    ５５５５カカカカ年間年間年間年間））））    【【【【    未来予想図未来予想図未来予想図未来予想図    】】】】    
    

        平成平成平成平成２５２５２５２５年度実施済分年度実施済分年度実施済分年度実施済分    事務員事務員事務員事務員１１１１名採用名採用名採用名採用、、、、絵本絵本絵本絵本のののの拡充拡充拡充拡充、、、、茶道教室茶道教室茶道教室茶道教室・・・・音楽指導音楽指導音楽指導音楽指導、、、、一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験、、、、ゴミゴミゴミゴミ削減削減削減削減    

        平成平成平成平成２６２６２６２６年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定    子子子子どもどもどもども５５５５名増名増名増名増、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶・・・・マナーマナーマナーマナー強化強化強化強化、、、、一日保育士体験全保護者対応一日保育士体験全保護者対応一日保育士体験全保護者対応一日保育士体験全保護者対応、、、、危機管理勉強会危機管理勉強会危機管理勉強会危機管理勉強会    

平成平成平成平成２７２７２７２７年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定    母親講座母親講座母親講座母親講座、、、、交通安全教室交通安全教室交通安全教室交通安全教室、、、、玩具玩具玩具玩具のののの拡充拡充拡充拡充、、、、備蓄拡充備蓄拡充備蓄拡充備蓄拡充、、、、エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ（（（（保護者保護者保護者保護者））））    

        平成平成平成平成２８２８２８２８年度実施予年度実施予年度実施予年度実施予定定定定    臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士１１１１名採用名採用名採用名採用、、、、市市市市のののの災害訓練参加災害訓練参加災害訓練参加災害訓練参加、、、、地域安全地域安全地域安全地域安全マップマップマップマップ作成作成作成作成    

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定    第三者評価受審第三者評価受審第三者評価受審第三者評価受審（（（（２２２２回目回目回目回目））））    

    

            

「「「「平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    事業計画事業計画事業計画事業計画」」」」のののの内容内容内容内容    
    

        一時預一時預一時預一時預かりかりかりかり保育保育保育保育、、、、一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験、、、、保育参加保育参加保育参加保育参加、、、、絵画教室絵画教室絵画教室絵画教室（（（（２２２２カカカカ月月月月にににに一度一度一度一度）、）、）、）、茶道教室茶道教室茶道教室茶道教室（（（（２２２２カカカカ月月月月にににに一度一度一度一度）、）、）、）、地域地域地域地域のののの臨臨臨臨

床心理士床心理士床心理士床心理士とのとのとのとの三者懇談三者懇談三者懇談三者懇談（（（（保護者保護者保護者保護者・・・・臨床心理士保育士臨床心理士保育士臨床心理士保育士臨床心理士保育士    ２２２２月月月月にににに２２２２名名名名のののの保護者保護者保護者保護者がががが参加参加参加参加、、、、３３３３月月月月にににに１１１１名名名名のののの保護者保護者保護者保護者がががが参加参加参加参加））））    

    



                         9999    

    

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がががが明確明確明確明確にされているにされているにされているにされている。。。。        
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がががが発揮発揮発揮発揮されているされているされているされている。。。。        

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    

    

    

        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のののの役割役割役割役割・・・・責任責任責任責任はははは、「、「、「、「職務分掌職務分掌職務分掌職務分掌」」」」にににに明記明記明記明記されておりされておりされておりされており、、、、保育所保育指針勉強会保育所保育指針勉強会保育所保育指針勉強会保育所保育指針勉強会やややや職員会議職員会議職員会議職員会議でででで    

    職員職員職員職員にににに対対対対しししし表明表明表明表明しておりしておりしておりしており、「、「、「、「遵守遵守遵守遵守すべきすべきすべきすべき法令一覧表法令一覧表法令一覧表法令一覧表」」」」をををを作成作成作成作成しししし保育関係法令保育関係法令保育関係法令保育関係法令リストリストリストリストををををファイルファイルファイルファイルにまとめにまとめにまとめにまとめ、、、、    

コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスへのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも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。。。。    

    

        クラスクラスクラスクラス会議会議会議会議やややや乳児会乳児会乳児会乳児会・・・・幼児会幼児会幼児会幼児会にににに参加参加参加参加しししし、、、、課題課題課題課題をををを話話話話しししし合合合合ったりったりったりったり、、、、次月次月次月次月ののののクラスクラスクラスクラスでのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて話話話話しししし合合合合    

っていますっていますっていますっています。。。。職員会議職員会議職員会議職員会議やややや園内研修園内研修園内研修園内研修・・・・個人懇談等個人懇談等個人懇談等個人懇談等でででで子子子子どものどものどものどもの心心心心のののの育育育育ちのちのちのちの関関関関わりわりわりわり方等方等方等方等のののの方向性方向性方向性方向性をををを伝伝伝伝ええええ、、、、全職員全職員全職員全職員でででで    

のののの保育観保育観保育観保育観のののの共有化共有化共有化共有化がががが出来出来出来出来るようにしていまするようにしていまするようにしていまするようにしています。。。。    

    

またまたまたまた、、、、勤怠勤怠勤怠勤怠システムシステムシステムシステムやややや静脈静脈静脈静脈によるによるによるによる出退勤出退勤出退勤出退勤でででで、、、、業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化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。。。。    

    

    

    

    



                         10101010    

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がががが的確的確的確的確にににに把握把握把握把握されているされているされているされている。。。。    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ているっているっているっている。。。。    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がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。    ａａａａ    
    

    

        特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

社会福祉事業全体社会福祉事業全体社会福祉事業全体社会福祉事業全体のののの動向動向動向動向、、、、子子子子どものどものどものどもの数数数数やややや世帯構成等世帯構成等世帯構成等世帯構成等はははは、、、、市市市市のののの園長会園長会園長会園長会やややや毎月実施毎月実施毎月実施毎月実施されるされるされるされる法人法人法人法人のののの園長会等園長会等園長会等園長会等でででで    

情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しししし、、、、分析分析分析分析していますしていますしていますしています。。。。    

    

待機児童待機児童待機児童待機児童ゼロゼロゼロゼロをををを果果果果たしたたしたたしたたした「「「「西宮西宮西宮西宮方式方式方式方式」（」（」（」（待機児童人数推移待機児童人数推移待機児童人数推移待機児童人数推移----各年度各年度各年度各年度4/14/14/14/1現在現在現在現在    平成平成平成平成25252525年年年年    ００００人達成人達成人達成人達成！！！！！！！！    

平成平成平成平成24242424年年年年    81818181人人人人、、、、平成平成平成平成23232323年年年年    279279279279人人人人））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市のののの中部中部中部中部のののの大社地区大社地区大社地区大社地区にににに３３３３つのつのつのつの保育園保育園保育園保育園をををを開園開園開園開園    

〔〔〔〔平成平成平成平成22222222年開園年開園年開園年開園----夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園    定員定員定員定員60606060人人人人、、、、平成平成平成平成24242424年開園年開園年開園年開園----のぞみのぞみのぞみのぞみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園    定員定員定員定員60606060人人人人、、、、平成平成平成平成25252525年開園年開園年開園年開園    

----つぼみつぼみつぼみつぼみ夢保育園夢保育園夢保育園夢保育園    定員定員定員定員30303030人人人人    合計合計合計合計150150150150人人人人（（（（在園児在園児在園児在園児    178178178178人人人人    充足率充足率充足率充足率    119119119119％）〕％）〕％）〕％）〕児童児童児童児童がががが安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全にににに    

過過過過ごしごしごしごし、、、、養護養護養護養護・・・・教育教育教育教育のののの場場場場をををを創創創創りりりり出出出出しししし、、、、市市市市のののの施策施策施策施策にににに大大大大いにいにいにいに貢献貢献貢献貢献されていますされていますされていますされています。。。。    

            http://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2013/20130821KOSODATEKAIGI_VC.pdf    

        （（（（西宮市西宮市西宮市西宮市    平成平成平成平成２５２５２５２５年度第年度第年度第年度第１１１１回西宮市子回西宮市子回西宮市子回西宮市子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて会議関係資料会議関係資料会議関係資料会議関係資料（（（（別冊別冊別冊別冊Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）ページページページページ31313131    よりよりよりより））））    

    

「「「「中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画」、「」、「」、「」、「HHHH２５２５２５２５年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画」」」」がががが第第第第1111回理事会回理事会回理事会回理事会でででで審議審議審議審議されされされされ承認承認承認承認をををを受受受受けたけたけたけた事事事事をををを「「「「理事会記録理事会記録理事会記録理事会記録」」」」でででで確認確認確認確認しししし

ましたましたましたました。。。。    

    

外部監査外部監査外部監査外部監査はははは、、、、公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士とととと「「「「業務委託契約書業務委託契約書業務委託契約書業務委託契約書（（（（H23H23H23H23----11111111----30303030版認版認版認版認）」）」）」）」をををを結結結結んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、毎年実施毎年実施毎年実施毎年実施していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

    

    

    

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がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。        
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がががが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がががが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われているわれているわれているわれている。。。。    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がなされているがなされているがなされているがなされている。。。。        

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がみがみがみが構築構築構築構築されされされされ

ているているているている。。。。    
ａａａａ    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----②②②②    職員職員職員職員のののの福利厚生福利厚生福利厚生福利厚生やややや健康健康健康健康のののの維持維持維持維持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。。。。        
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がががが明示明示明示明示されているされているされているされている。。。。    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がががが策定策定策定策定されされされされ計画計画計画計画にににに基基基基づづづづ

いていていて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。。。。    
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われているわれているわれているわれている。。。。        



                         11111111    

    ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(4)(4)(4)(4)----①①①①        実習生実習生実習生実習生のののの受入受入受入受入とととと育成育成育成育成についてについてについてについて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たにしたにしたにした体制体制体制体制をををを整備整備整備整備しししし、、、、

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しているをしているをしているをしている。。。。    
ａａａａ    

            

    

        特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

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はははは、、、、法人内法人内法人内法人内でででで複数施設複数施設複数施設複数施設をををを持持持持っているっているっているっているスケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリットをををを活活活活かしかしかしかし実施実施実施実施しししし、『、『、『、『人事制度運用人事制度運用人事制度運用人事制度運用マニマニマニマニ

ュアルュアルュアルュアル』』』』をををを職員全員職員全員職員全員職員全員にににに周知周知周知周知しししし、、、、会議会議会議会議でででで目的等目的等目的等目的等をををを伝伝伝伝えていますえていますえていますえています。。。。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はははは「「「「法人全体法人全体法人全体法人全体のののの研研研研

修計画修計画修計画修計画」」」」とととと「「「「のぞみのぞみのぞみのぞみ夢保育園個別夢保育園個別夢保育園個別夢保育園個別のののの研修計画研修計画研修計画研修計画」」」」をををを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ、、、、管理者管理者管理者管理者にににに必要必要必要必要ななななマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント能力能力能力能力とととと保育専門職保育専門職保育専門職保育専門職

にににに必要必要必要必要なななな専門能専門能専門能専門能力力力力、、、、両方両方両方両方のののの育成育成育成育成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。。。。専門職研修専門職研修専門職研修専門職研修ではではではでは講義形式講義形式講義形式講義形式（（（（受身受身受身受身））））のののの研修研修研修研修ではなくではなくではなくではなく、、、、ロールロールロールロール

プレイプレイプレイプレイやややや検討検討検討検討をををを通通通通じじじじ参画参画参画参画するするするする方式方式方式方式でででで職員職員職員職員のののの学習効果学習効果学習効果学習効果をををを高高高高めていますめていますめていますめています。。。。    

    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はれはれはれは、『、『、『、『実習生受実習生受実習生受実習生受けけけけ入入入入れれれれマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』（』（』（』（平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月1111日日日日））））にににに従従従従いいいい、、、、実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議でででで

実習生実習生実習生実習生をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ時時時時にににに、、、、読読読読みみみみ合合合合わせをわせをわせをわせ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。。。。    

    

    実習生受実習生受実習生受実習生受けけけけ入入入入れれれれ実績実績実績実績        平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度        ３３３３人人人人                平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度        ３３３３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。。。。    ａａａａ    
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))))におけるにおけるにおけるにおける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ののためののためののための

体制体制体制体制がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    災害時災害時災害時災害時にににに対対対対するするするする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。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----③③③③    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    
ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----④④④④    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処方法対処方法対処方法対処方法にににに

ついてはついてはついてはついては、、、、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    

    

ⅡⅡⅡⅡ----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してしてして

いるいるいるいる    
ａａａａ    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

    

「「「「ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット報告報告報告報告」」」」平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月～～～～２６２６２６２６年年年年２２２２月月月月まででまででまででまでで３２０３２０３２０３２０件件件件ありありありあり、、、、そのそのそのその８０８０８０８０％％％％はははは自分自身自分自身自分自身自分自身のののの

問題問題問題問題としてとしてとしてとして対応対応対応対応、、、、対策対策対策対策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。。。。ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットのののの分析分析分析分析についてはについてはについてはについては、、、、様様様様々々々々なななな方法方法方法方法があがあがあがあ

るかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、例例例例としてとしてとしてとして、、、、下記下記下記下記にににに示示示示しますのでしますのでしますのでしますので、、、、参考参考参考参考としてとしてとしてとして下下下下さいさいさいさい。。。。    

（（（（もくらもくらもくらもくら叩叩叩叩きにならないきにならないきにならないきにならない様様様様にするにするにするにする為為為為にににに））））    

    

「「「「備蓄備蓄備蓄備蓄リストリストリストリスト」（」（」（」（水水水水6666ケースケースケースケース＝＝＝＝72727272リットルリットルリットルリットル    等等等等））））とととと現物現物現物現物のののの照合照合照合照合をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。またまたまたまた、、、、大災害時大災害時大災害時大災害時のののの緊急緊急緊急緊急

携帯携帯携帯携帯ラジオラジオラジオラジオはははは発注中発注中発注中発注中でしたでしたでしたでした。。。。設置設置設置設置されているされているされているされているＦＦＦＦ社製社製社製社製ののののエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターのののの「「「「カタログカタログカタログカタログ」」」」でででで、、、、震度震度震度震度４４４４でのでのでのでの停停停停

止状態止状態止状態止状態もももも確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。備蓄備蓄備蓄備蓄（（（（食料食料食料食料、、、、備品備品備品備品））））のののの品揃品揃品揃品揃ええええ、、、、量量量量にににに関関関関してはしてはしてはしては一考一考一考一考がががが必要必要必要必要とととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

阪神大震災阪神大震災阪神大震災阪神大震災（（（（1995199519951995年年年年1111月月月月））））からからからから１９１９１９１９年経過年経過年経過年経過しししし、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの職員職員職員職員がががが震災後震災後震災後震災後のののの採用採用採用採用でででで、、、、震災直後震災直後震災直後震災直後のののの混乱混乱混乱混乱ぶりぶりぶりぶり

をををを当時当時当時当時をををを知知知知るるるる西宮市西宮市西宮市西宮市やややや神戸市神戸市神戸市神戸市のののの保育園保育園保育園保育園でででで勤務勤務勤務勤務されたされたされたされた保育士保育士保育士保育士さんからさんからさんからさんから生生生生のののの声声声声をををを聞聞聞聞くようなくようなくようなくような事事事事もごもごもごもご検討下検討下検討下検討下

さいさいさいさい。。。。    

    

「「「「不審者侵入時不審者侵入時不審者侵入時不審者侵入時のののの対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」でででで「「「「キーワードキーワードキーワードキーワード」」」」をををを定定定定めめめめ館内放送館内放送館内放送館内放送しししし対応対応対応対応できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みであることをみであることをみであることをみであることを確確確確

認認認認しししし、、、、避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練はははは「「「「避難訓練計画書避難訓練計画書避難訓練計画書避難訓練計画書」「」「」「」「実施記録実施記録実施記録実施記録」」」」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。。。。    

    

    

    ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    災害時災害時災害時災害時にににに対対対対するするするする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ののためののためののための取組取組取組取組についてについてについてについて    ；；；；    備蓄備蓄備蓄備蓄のののの量量量量についてについてについてについて    

    



                         12121212    

南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ減災減災減災減災のののの為為為為のののの備蓄備蓄備蓄備蓄についてについてについてについて：：：：    備蓄備蓄備蓄備蓄リストリストリストリストでででで確認確認確認確認したしたしたした食料食料食料食料・・・・備品備品備品備品のののの量量量量ではではではでは、、、、１１１１日分日分日分日分にににに達達達達していないしていないしていないしていない

とととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。購入費用購入費用購入費用購入費用、、、、保管場所保管場所保管場所保管場所のののの問題問題問題問題はははは重重重重々々々々承知承知承知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、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府がががが想定想定想定想定するするするする地震地震地震地震のののの規模規模規模規模はははは、、、、    

震度震度震度震度６６６６以上以上以上以上ですですですです。。。。震度震度震度震度４４４４以上以上以上以上でででで電車電車電車電車はははは停止停止停止停止しししし、、、、震度震度震度震度６６６６でででで道路上道路上道路上道路上をををを車車車車がががが走行走行走行走行するするするする事事事事もももも難難難難しくなるとしくなるとしくなるとしくなると考考考考えられてえられてえられてえられて

おりおりおりおり、、、、保護者保護者保護者保護者のおのおのおのお迎迎迎迎えはえはえはえは予想以上予想以上予想以上予想以上にににに遅遅遅遅れますれますれますれます。。。。おおおお迎迎迎迎えまでのえまでのえまでのえまでの間間間間、、、、どうすればどうすればどうすればどうすれば子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守るるるる事事事事ができるかができるかができるかができるか

をごをごをごをご検討下検討下検討下検討下さいさいさいさい。。。。    

            

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ＨＰＨＰＨＰＨＰ    南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ巨巨巨巨大地震津波浸水想定図大地震津波浸水想定図大地震津波浸水想定図大地震津波浸水想定図    阪神地区阪神地区阪神地区阪神地区    西宮市西宮市西宮市西宮市（（（（2013201320132013年年年年12121212月月月月24242424日公表日公表日公表日公表））））        

    

        http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nisinomiyasi.pdfhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nisinomiyasi.pdfhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nisinomiyasi.pdfhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nisinomiyasi.pdf    

    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ＨＰＨＰＨＰＨＰ    南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震のののの津波浸水想定津波浸水想定津波浸水想定津波浸水想定についてについてについてについて（（（（解説解説解説解説））））    

    

http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nannkaisouteikaisetu.pdfhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nannkaisouteikaisetu.pdfhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nannkaisouteikaisetu.pdfhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kk38/documents/nannkaisouteikaisetu.pdf    

    

    

        西宮市西宮市西宮市西宮市ＨＰＨＰＨＰＨＰ    防災防災防災防災    日頃日頃日頃日頃からのからのからのからの準備準備準備準備ではではではでは    （（（（2014201420142014年年年年2222月月月月19191919日更新日更新日更新日更新））））    

    

        http://www.nishi.or.jp/contenthttp://www.nishi.or.jp/contenthttp://www.nishi.or.jp/contenthttp://www.nishi.or.jp/contents/0002196600030002000386.htmls/0002196600030002000386.htmls/0002196600030002000386.htmls/0002196600030002000386.html    

    

        「「「「個人備蓄個人備蓄個人備蓄個人備蓄のののの目安目安目安目安    : : : :     ライフラインライフラインライフラインライフライン（（（（水道水道水道水道・・・・ガスガスガスガス・・・・電気電気電気電気などなどなどなど））））がががが復旧復旧復旧復旧するまでのするまでのするまでのするまでの生活品生活品生活品生活品をををを準備準備準備準備しししし、、、、    

３３３３日分以上日分以上日分以上日分以上    できればできればできればできれば７７７７日分日分日分日分をををを目安目安目安目安にににに    用意用意用意用意しておきましょうしておきましょうしておきましょうしておきましょう」」」」    となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    
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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    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

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がががが適切適切適切適切にににに確保確保確保確保されているされているされているされている。。。。        

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ているしているしているしている。。。。    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がががが確保確保確保確保されているされているされているされている。。。。        

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われているわれているわれている。。。。    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)----①①①①    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ているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)(3)(3)(3)----②②②②    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にににに基基基基づくづくづくづく事業事業事業事業・・・・活動活動活動活動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。。。。    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中中中中でのでのでのでの保育園保育園保育園保育園』』』』というというというという意識意識意識意識のもとのもとのもとのもと、、、、近隣近隣近隣近隣のののの老人老人老人老人ホームホームホームホームをををを訪問訪問訪問訪問しししし交流交流交流交流したりしたりしたりしたり、、、、地元地元地元地元のののの消防署見学消防署見学消防署見学消防署見学やややや郵便局郵便局郵便局郵便局

見学見学見学見学にににに行行行行きききき、、、、様様様様々々々々なななな体験体験体験体験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、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを大切大切大切大切にしていてにしていてにしていてにしていて、、、、自治会自治会自治会自治会のののの老人会老人会老人会老人会のののの方方方方々々々々がががが

伝承遊伝承遊伝承遊伝承遊びをびをびをびを教教教教えにえにえにえに来来来来てくれたりてくれたりてくれたりてくれたり、、、、楽器演奏楽器演奏楽器演奏楽器演奏しにしにしにしに来来来来てくれたりてくれたりてくれたりてくれたり、、、、人形劇人形劇人形劇人形劇をしにをしにをしにをしに来来来来てくれていますてくれていますてくれていますてくれています。。。。    

一時保育一時保育一時保育一時保育・・・・毎週毎週毎週毎週のののの園庭開放園庭開放園庭開放園庭開放・・・・園見学園見学園見学園見学にににに来来来来られるられるられるられる地域住民地域住民地域住民地域住民のののの方方方方にににに子育子育子育子育てててて相談相談相談相談もももも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

『『『『ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの受受受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マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』（』（』（』（H24H24H24H24年年年年4444月月月月1111日作成日作成日作成日作成））））でででで、「、「、「、「登録手続登録手続登録手続登録手続、、、、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配置配置配置配置、、、、事事事事

前説明等前説明等前説明等前説明等にににに関関関関するするするする項目項目項目項目」」」」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。。。。    

    

    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実績実績実績実績        平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度        ２２２２人人人人            平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度        ００００人人人人        

        

    

    

    

    
ハロウィーンハロウィーンハロウィーンハロウィーン    

    
消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練    魚魚魚魚のののの解体解体解体解体ショーショーショーショー    

    

    

写真挿入写真挿入写真挿入写真挿入４４４４    

    

    

    

    

写真挿入写真挿入写真挿入写真挿入５５５５    写真挿入写真挿入写真挿入写真挿入６６６６    
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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がががが明示明示明示明示されているされているされているされている。。。。        
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のをもつためのをもつためのをもつ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    

    

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満足満足満足満足のののの向上向上向上向上をををを意図意図意図意図したしたしたした仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを整備整備整備整備しししし、、、、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----(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がががが確保確保確保確保されているされているされているされている。。。。        

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    

    

    

（（（（１１１１））））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（（（（羞恥心羞恥心羞恥心羞恥心にににに配慮配慮配慮配慮））））はははは、『、『、『、『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ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン』』』』    

            マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルとしてとしてとしてとして整備整備整備整備してしてしてして、、、、各部屋各部屋各部屋各部屋・・・・事務所事務所事務所事務所でででで保管保管保管保管することですることですることですることで、、、、職員職員職員職員がいつでもがいつでもがいつでもがいつでも読読読読めるようにしめるようにしめるようにしめるようにし、、、、    

トイレトイレトイレトイレのののの近近近近くにくにくにくに観葉植物観葉植物観葉植物観葉植物をををを置置置置いたりいたりいたりいたり、、、、着替着替着替着替ええええ棚棚棚棚のののの位置位置位置位置をををを工夫工夫工夫工夫したりとしたりとしたりとしたりと環境構成環境構成環境構成環境構成にもにもにもにも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。。。。        

    

（（（（２２２２））））２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年１１１１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はははは、、、、全家族全家族全家族全家族ににににアンケートアンケートアンケートアンケート用紙用紙用紙用紙をををを配布配布配布配布しししし、、、、５６５６５６５６家族家族家族家族よりよりよりより回収回収回収回収しまししまししまししまし

たたたた。。。。高高高高いいいい回収率回収率回収率回収率となっていましたとなっていましたとなっていましたとなっていました。。。。保護者保護者保護者保護者からのからのからのからの““““日頃日頃日頃日頃のののの感謝感謝感謝感謝とととと今後今後今後今後のののの期待期待期待期待のののの現現現現れれれれ””””とととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

但但但但しししし、、、、改善要望改善要望改善要望改善要望もいくつかもいくつかもいくつかもいくつか出出出出ていましたていましたていましたていました。。。。例例例例））））①①①①行事等行事等行事等行事等のののの年間予定年間予定年間予定年間予定のののの早期連絡早期連絡早期連絡早期連絡    ②②②②外遊外遊外遊外遊びびびび時間時間時間時間のののの見見見見ええええ

るるるる化化化化    ③③③③日日日日々々々々のおのおのおのお迎迎迎迎ええええ時時時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等等等等    試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤しながらしながらしながらしながら、、、、上記上記上記上記のののの①①①①、、、、②②②②についてはについてはについてはについては、、、、訪訪訪訪

問時問時問時問時にににに具体的具体的具体的具体的なななな改善策改善策改善策改善策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。。。。    

    

（（（（３３３３））））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はははは、、、、玄関入玄関入玄関入玄関入りりりり口直口直口直口直ぐにぐにぐにぐに「「「「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掲示掲示掲示掲示（（（（第三者委員第三者委員第三者委員第三者委員２２２２名名名名）」）」）」）」    

及及及及びびびび    意見意見意見意見ポストポストポストポストのののの設置設置設置設置ががががありありありあり、、、、相談事相談事相談事相談事をするをするをするをする際際際際のののの部屋等部屋等部屋等部屋等もももも確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

    

（（（（４４４４））））苦情苦情苦情苦情をををを受受受受けけけけ付付付付けたらすぐにけたらすぐにけたらすぐにけたらすぐに検討検討検討検討しししし、、、、園側園側園側園側のののの意見意見意見意見をををを添添添添えてえてえてえて、、、、迅速迅速迅速迅速にににに苦情文書苦情文書苦情文書苦情文書とととと共共共共にににに玄関玄関玄関玄関にににに掲示掲示掲示掲示しししし、、、、保護者全保護者全保護者全保護者全

員員員員にににに周知周知周知周知できるようにしていますできるようにしていますできるようにしていますできるようにしています。。。。半期毎半期毎半期毎半期毎、、、、苦情内容苦情内容苦情内容苦情内容やややや結果結果結果結果もももも、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした上上上上ででででホームページホームページホームページホームページでででで

公表公表公表公表していますしていますしていますしています。。。。    
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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がががが組織的組織的組織的組織的にににに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----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----(2)(2)(2)(2)        提供提供提供提供するするするする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がががが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    提供提供提供提供するするするする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がががが文書化文書化文書化文書化されされされされサービスサービスサービスサービスがががが提供提供提供提供

されているされているされているされている    
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がみがみがみが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われているわれているわれている。。。。        

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われているわれているわれている。。。。    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がががが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    

    

    

（（（（１１１１））））主任主任主任主任・・・・副主任副主任副主任副主任・・・・クラスクラスクラスクラス担任主導担任主導担任主導担任主導でででで、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議のののの場場場場でででで評価結果評価結果評価結果評価結果のののの分析分析分析分析、、、、改善実施事項改善実施事項改善実施事項改善実施事項のののの優先順位等優先順位等優先順位等優先順位等がががが    

            話話話話しししし合合合合われわれわれわれ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。。。。またまたまたまた、、、、法人内法人内法人内法人内のののの園長会園長会園長会園長会・・・・主任会主任会主任会主任会・・・・副主任会副主任会副主任会副主任会・・・・栄養士会栄養士会栄養士会栄養士会もももも毎月毎月毎月毎月のようにのようにのようにのように    

            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、、、、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積極的積極的積極的積極的なななな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。。。。    

    

    

（（（（２２２２））））基準基準基準基準    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」」」」    

「「「「改善計画書改善計画書改善計画書改善計画書」」」」をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。いくつかはいくつかはいくつかはいくつかは既既既既にににに実施済実施済実施済実施済、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは    取取取取りりりり組組組組みみみみ中中中中でしたでしたでしたでした。。。。    

ただただただただ、、、、再発防止再発防止再発防止再発防止のののの為為為為にににに実施実施実施実施したしたしたした策策策策がががが効果的効果的効果的効果的であったかであったかであったかであったか否否否否かをかをかをかを確認確認確認確認するするするする体制体制体制体制がががが弱弱弱弱いといといといと感感感感じるじるじるじる    

部分部分部分部分もありましたのでもありましたのでもありましたのでもありましたので、、、、もくらもくらもくらもくら叩叩叩叩きにならないきにならないきにならないきにならない様様様様にににに、、、、もうもうもうもう一工夫一工夫一工夫一工夫されるされるされるされる事事事事をををを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    

    

    

（（（（３３３３））））記録記録記録記録のののの管理管理管理管理、、、、個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、『、『、『、『管理記録責任者及管理記録責任者及管理記録責任者及管理記録責任者及びびびび保管保管保管保管・・・・保存保存保存保存・・・・破棄破棄破棄破棄にににに関関関関するするするする一覧一覧一覧一覧』、『』、『』、『』、『個人情個人情個人情個人情

報管理規程報管理規程報管理規程報管理規程』』』』によりによりによりにより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、、、、紙紙紙紙にににに記載記載記載記載されたされたされたされた個人情報個人情報個人情報個人情報のののの漏漏漏漏えいのえいのえいのえいの最大最大最大最大のののの要因要因要因要因であるであるであるである““““職員職員職員職員のののの園園園園外外外外

へのへのへのへの持持持持ちちちち出出出出しししし禁止禁止禁止禁止””””もももも明文化明文化明文化明文化されていますされていますされていますされています。。。。    

            またまたまたまた、、、、週週週週１１１１回回回回のののの職員会議職員会議職員会議職員会議ででででクラスクラスクラスクラスごとのごとのごとのごとの情報情報情報情報をををを伝伝伝伝ええええ合合合合いいいい、、、、検討検討検討検討すべきことはすべきことはすべきことはすべきことは検討検討検討検討しししし、、、、共通理解共通理解共通理解共通理解してしてしてして対応対応対応対応    

していますしていますしていますしています。「。「。「。「職員間職員間職員間職員間ノートノートノートノート」」」」でででで毎日毎日毎日毎日のののの子子子子どもやどもやどもやどもや保護者等保護者等保護者等保護者等のののの連絡連絡連絡連絡をををを記入記入記入記入しししし、、、、全職員全職員全職員全職員にににに周知周知周知周知できるようできるようできるようできるよう    

にしていますにしていますにしていますにしています。。。。    

    

    

    

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われているわれているわれている。。。。        
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慮配慮配慮配慮したしたしたした対対対対

応応応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    
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パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット・・・・ホームページホームページホームページホームページ・・・・入園入園入園入園のしおりにのしおりにのしおりにのしおりに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のののの記載記載記載記載がありがありがありがあり、、、、入園前面接時入園前面接時入園前面接時入園前面接時にににに、、、、    

しおりをしおりをしおりをしおりを用用用用いていていていて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。「。「。「。「入園入園入園入園のののの同意書同意書同意書同意書」」」」のののの内容内容内容内容にににに理解理解理解理解してしてしてして、、、、頂頂頂頂いたいたいたいた上上上上でででで、、、、保護者保護者保護者保護者ににににサインサインサインサインしてしてしてして    

もらっていますもらっていますもらっていますもらっています。。。。    

卒園卒園卒園卒園、、、、退園者退園者退園者退園者にはにはにはにはプリントプリントプリントプリントをををを配布配布配布配布しししし、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも気兼気兼気兼気兼ねなくねなくねなくねなく相談相談相談相談・・・・訪問訪問訪問訪問がががが出来出来出来出来るようるようるようるよう声掛声掛声掛声掛けをしていますけをしていますけをしていますけをしています。。。。    

またまたまたまた、、、、卒園後卒園後卒園後卒園後にににに夏祭夏祭夏祭夏祭りりりり等等等等でででで卒園児卒園児卒園児卒園児にににに声掛声掛声掛声掛けをしけをしけをしけをし、、、、成長成長成長成長したしたしたした姿姿姿姿をををを見見見見てててて““““楽楽楽楽しみしみしみしみ””””やややや““““やりがいやりがいやりがいやりがい””””をををを感感感感じていますじていますじていますじています。。。。    

    

    

    

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----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----(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がががが策定策定策定策定されているされているされているされている。。。。        

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実施実施実施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。。。。    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    

    

    

（（（（１１１１））））子子子子どものどものどものども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（（（（①①①①情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・分析分析分析分析    ②②②②課題設定課題設定課題設定課題設定））））はははは、「、「、「、「経過記録経過記録経過記録経過記録」」」」・・・・「「「「児童票児童票児童票児童票」」」」にににに記録記録記録記録しししし、、、、子子子子どもやどもやどもやどもや

保護者保護者保護者保護者のののの状況状況状況状況がががが変化変化変化変化したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその都度記入都度記入都度記入都度記入しししし把握把握把握把握していますしていますしていますしています。「。「。「。「経過記録経過記録経過記録経過記録」」」」はははは、、、、４４４４期期期期にににに分分分分けけけけ、、、、記入記入記入記入をををを行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。全全全全クラスクラスクラスクラス「「「「年間指導計画年間指導計画年間指導計画年間指導計画」」」」・・・・「「「「月案月案月案月案」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、指導指導指導指導のののの段階段階段階段階でででで個別個別個別個別のののの““““ねらいねらいねらいねらい””””にににに重点重点重点重点をををを置置置置きききき、、、、

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

次回次回次回次回のののの計画計画計画計画へつなげていますへつなげていますへつなげていますへつなげています。。。。    

                

（（（（２２２２））））保育課程保育課程保育課程保育課程にににに基基基基づきづきづきづき、、、、年間指導計画年間指導計画年間指導計画年間指導計画､､､､月間指導計画月間指導計画月間指導計画月間指導計画､､､､週案週案週案週案､､､､日案日案日案日案とととと順順順順にににに具体的具体的具体的具体的にしにしにしにし、、、、関連性関連性関連性関連性をををを持持持持ってってってって作成作成作成作成。。。。    

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状況発達状況発達状況発達状況をををを見通見通見通見通しししし、、、、担当保育士担当保育士担当保育士担当保育士がががが「「「「前月前月前月前月のののの子子子子どものどものどものどもの姿姿姿姿｣｣｣｣もももも基基基基にににに月案月案月案月案やややや個別個別個別個別のののの配慮配慮配慮配慮をををを作成作成作成作成しししし、、、、    

毎月環境構成毎月環境構成毎月環境構成毎月環境構成をををを見直見直見直見直しししし、『、『、『、『ねらいねらいねらいねらい』』』』にににに沿沿沿沿ったったったった活動活動活動活動がががが出来出来出来出来るようにしていまするようにしていまするようにしていまするようにしています。。。。    
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評価対象評価対象評価対象評価対象ＡＡＡＡ    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    
    

Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１    保育所保育保育所保育保育所保育保育所保育のののの基本基本基本基本    

    

    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    

ＡＡＡＡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)        養護養護養護養護とととと保育保育保育保育のののの一体的展開一体的展開一体的展開一体的展開        
ＡＡＡＡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----①①①①    保育所保育所保育所保育所のののの保育保育保育保育のののの方針方針方針方針やややや目標目標目標目標にににに基基基基づきづきづきづき、、、、発達過程発達過程発達過程発達過程をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、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発達発達発達発達

やややや家庭及家庭及家庭及家庭及びびびび地域地域地域地域のののの実態実態実態実態にににに即即即即したしたしたした保育課程保育課程保育課程保育課程をををを編成編成編成編成しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----②②②②    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適切適切適切適切なななな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されているされているされているされている

。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----③③③③    １１１１・・・・２２２２歳児歳児歳児歳児のののの保育保育保育保育においてにおいてにおいてにおいて養護養護養護養護とととと教育教育教育教育のののの一体的展開一体的展開一体的展開一体的展開がされるようながされるようながされるようながされるような適切適切適切適切なななな環境環境環境環境

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されているされているされているされている    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----④④④④    ３３３３歳以上児歳以上児歳以上児歳以上児のののの保育保育保育保育においてにおいてにおいてにおいて養養養養護護護護とととと教育教育教育教育のののの一体的展開一体的展開一体的展開一体的展開がされるようながされるようながされるようながされるような適切適切適切適切なななな環環環環

境境境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されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

    

ＡＡＡＡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----⑤⑤⑤⑤    小学校小学校小学校小学校とのとのとのとの連携連携連携連携やややや就学就学就学就学をををを見通見通見通見通したしたしたした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、、、、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、、、、保護者保護者保護者保護者

とのかかわりにとのかかわりにとのかかわりにとのかかわりに配慮配慮配慮配慮されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(2)  (2)  (2)  (2)  環境環境環境環境をををを通通通通してしてしてして行行行行うううう保育保育保育保育        
ＡＡＡＡ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----①①①①    生活生活生活生活にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい場場場場としてとしてとしてとして、、、、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ようなごすことのできるようなごすことのできるようなごすことのできるような人的人的人的人的

・・・・物的環境物的環境物的環境物的環境がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----②②②②    子子子子どもがどもがどもがどもが基本基本基本基本的的的的なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣をををを身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、積極的積極的積極的積極的にににに身体的身体的身体的身体的なななな活動活動活動活動ができるようなができるようなができるようなができるような

環境環境環境環境がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----③③③③    子子子子どもがどもがどもがどもが主体的主体的主体的主体的にににに活動活動活動活動しししし、、、、様様様様々々々々なななな人間関係人間関係人間関係人間関係やややや友友友友だちとのだちとのだちとのだちとの協同的協同的協同的協同的なななな体験体験体験体験ができるができるができるができる

ようなようなようなような人的人的人的人的・・・・物的環境物的環境物的環境物的環境がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----④④④④    子子子子どもがどもがどもがどもが主体的主体的主体的主体的にににに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人物人物人物人物・・・・物的環境物的環境物的環境物的環境がががが整備整備整備整備

されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

    

    

ＡＡＡＡ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----⑤⑤⑤⑤    子子子子どもがどもがどもがどもが言葉豊言葉豊言葉豊言葉豊かなかなかなかな言語環境言語環境言語環境言語環境にににに触触触触れたりれたりれたりれたり、、、、様様様様々々々々なななな表現活動表現活動表現活動表現活動がががが自由自由自由自由にににに体験体験体験体験できるできるできるできる

ようなようなようなような人的人的人的人的・・・・物的環境物的環境物的環境物的環境がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----１１１１----(3)(3)(3)(3)    職員職員職員職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上        
    ＡＡＡＡ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----①①①①    保育士等保育士等保育士等保育士等がががが主体的主体的主体的主体的にににに自己評価自己評価自己評価自己評価にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、保育保育保育保育のののの改善改善改善改善がががが図図図図られているられているられているられている。。。。    ａａａａ    
    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

（（（（１１１１））））００００歳児歳児歳児歳児をををを主主主主におにおにおにお昼寝時昼寝時昼寝時昼寝時『ＳＩＤＳ『ＳＩＤＳ『ＳＩＤＳ『ＳＩＤＳチェックマニュアルチェックマニュアルチェックマニュアルチェックマニュアル』』』』にににに従従従従いいいい、「、「、「、「睡眠睡眠睡眠睡眠チェックチェックチェックチェック表表表表」（」（」（」（寝寝寝寝ているているているている顔顔顔顔のののの向向向向きききき→↑←→↑←→↑←→↑←もももも

含含含含めめめめ記載記載記載記載））））をををを記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。さらにさらにさらにさらに他府県他府県他府県他府県でででで１１１１・・・・２２２２歳児歳児歳児歳児でもでもでもでも事故事故事故事故があったというがあったというがあったというがあったというニュースニュースニュースニュースをををを分析分析分析分析しししし、、、、対象対象対象対象をををを３３３３

歳児歳児歳児歳児までのまでのまでのまでの園児園児園児園児にににに広広広広げげげげ、、、、年長組年長組年長組年長組でもでもでもでも気気気気になるになるになるになる子子子子にはにはにはには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。。。。    

    

（（（（２２２２））））子子子子どもどもどもども同士同士同士同士がががが異年齢異年齢異年齢異年齢でででで過過過過ごすごすごすごす中中中中でででで年上年上年上年上のおのおのおのお友達友達友達友達にあこがれてにあこがれてにあこがれてにあこがれて自発的自発的自発的自発的にやってみたいとにやってみたいとにやってみたいとにやってみたいと思思思思いいいい取取取取りりりり組組組組んだりんだりんだりんだり、、、、年齢関年齢関年齢関年齢関

係係係係なくなくなくなく一緒一緒一緒一緒にににに工夫工夫工夫工夫してしてしてして遊遊遊遊んだりんだりんだりんだり、、、、またまたまたまた年下年下年下年下のののの子子子子にににに優優優優しくしくしくしく教教教教えてあげたりとえてあげたりとえてあげたりとえてあげたりと思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心がががが育育育育ったりしているったりしているったりしているったりしている。。。。    

またまたまたまた、、、、けんかのけんかのけんかのけんかの場面場面場面場面ではではではでは双方双方双方双方のののの意見意見意見意見をとことんをとことんをとことんをとことん見守見守見守見守りりりり、、、、自分達自分達自分達自分達でででで解決解決解決解決できるのをできるのをできるのをできるのを待待待待ったりったりったりったり、、、、時時時時にはにはにはには、、、、他他他他のののの子子子子どもどもどもども

がががが間間間間にににに入入入入ってってってって解決解決解決解決することもあるすることもあるすることもあるすることもある。。。。そんなそんなそんなそんな異年齢異年齢異年齢異年齢のののの中中中中でででで順番順番順番順番をををを守守守守るるるる、、、、あいさつができるあいさつができるあいさつができるあいさつができる、、、、ものをものをものをものを大切大切大切大切にににに扱扱扱扱うなどうなどうなどうなど

のののの心心心心がががが育育育育っていくようにしていますっていくようにしていますっていくようにしていますっていくようにしています。。。。    

    

（（（（３３３３））））体体体体をををを動動動動かすかすかすかす遊遊遊遊びやびやびやびや外遊外遊外遊外遊びについてびについてびについてびについて：：：：    

            1111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アンケアンケアンケートートートートでででで外遊外遊外遊外遊びびびび時間時間時間時間がががが少少少少ないのではないかとのないのではないかとのないのではないかとのないのではないかとのコメントコメントコメントコメントがありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので    

            訪問時訪問時訪問時訪問時どのどのどのどの程度程度程度程度のののの時間時間時間時間をををを目標目標目標目標にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、実際実際実際実際はどうなのかをはどうなのかをはどうなのかをはどうなのか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。。。。    

            ３３３３月月月月よりよりよりより、『、『、『、『運動指針運動指針運動指針運動指針』』』』にににに基基基基づきづきづきづき、、、、必必必必ずずずず１１１１日日日日６０６０６０６０分以上分以上分以上分以上、、、、体体体体をををを動動動動かすことができるようなかすことができるようなかすことができるようなかすことができるような計画計画計画計画をををを立立立立てててて、、、、    

戸外遊戸外遊戸外遊戸外遊びのびのびのびの時間時間時間時間をををを毎日記録毎日記録毎日記録毎日記録しししし、、、、保護者保護者保護者保護者にもそのにもそのにもそのにもその状況状況状況状況がががが見見見見えるえるえるえる様様様様にににに、、、、教室教室教室教室のののの入入入入りりりり口口口口にににに掲示掲示掲示掲示するするするする取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが    

始始始始まっていましたまっていましたまっていましたまっていました。。。。    

    

（（（（４４４４））））保育士各人保育士各人保育士各人保育士各人はははは「「「「保育保育保育保育のののの見直見直見直見直しししし自己評価表自己評価表自己評価表自己評価表」」」」にてにてにてにて自分自分自分自分のののの保育保育保育保育のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いいいい、、、、知識知識知識知識・・・・技量技量技量技量・・・・技技技技をををを熱心熱心熱心熱心にににに磨磨磨磨こうとこうとこうとこうと懸懸懸懸

命命命命にににに努力努力努力努力をををを積積積積みみみみ上上上上げていますげていますげていますげています。。。。    
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（（（（５５５５））））のびのびとのびのびとのびのびとのびのびと自由自由自由自由にににに過過過過すすすす事事事事がががが出来出来出来出来てててて、、、、子子子子どものどものどものどもの個性個性個性個性をををを尊重尊重尊重尊重しているとしているとしているとしていると保護者保護者保護者保護者からからからから評判評判評判評判がががが良良良良いですいですいですいです。。。。    

    

～～～～    保護者保護者保護者保護者のののの生生生生のののの声声声声    ～～～～    （（（（2014201420142014年年年年1111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のよりのよりのよりの抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

    

００００歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ①①①①    いろいろないろいろないろいろないろいろな体験体験体験体験をさせてくれるをさせてくれるをさせてくれるをさせてくれる。。。。    

②②②②    子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが明明明明るくのびのびとるくのびのびとるくのびのびとるくのびのびと生活生活生活生活しているしているしているしている。。。。    

    

１１１１歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ③③③③    子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが過過過過ごしやすいようにごしやすいようにごしやすいようにごしやすいように良良良良いいいい環境環境環境環境をををを作作作作っているとっているとっているとっていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

３３３３歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ④④④④    体操教室体操教室体操教室体操教室やややや英語英語英語英語、、、、食育食育食育食育などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして、、、、様様様様々々々々なななな体験体験体験体験をすることがをすることがをすることがをすることが    

できるようにしているできるようにしているできるようにしているできるようにしている。。。。    

⑤⑤⑤⑤    年齢年齢年齢年齢、、、、クラスクラスクラスクラスをまたいだをまたいだをまたいだをまたいだ子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの交流交流交流交流のののの機会機会機会機会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。。。。    

    

４４４４歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ⑥⑥⑥⑥    個性個性個性個性をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、自由自由自由自由なななな風潮風潮風潮風潮であるであるであるである。。。。    

⑦⑦⑦⑦    子子子子どものどものどものどもの自尊心自尊心自尊心自尊心、、、、自立心自立心自立心自立心をををを育育育育てるてるてるてる。。。。    

⑧⑧⑧⑧    少人数少人数少人数少人数でででで良良良良いいいい。。。。    

⑨⑨⑨⑨    団体行動団体行動団体行動団体行動よりもよりもよりもよりも個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばすことにばすことにばすことにばすことに重点重点重点重点をおいたをおいたをおいたをおいた保育活動保育活動保育活動保育活動をしているをしているをしているをしている。。。。    

    

５５５５歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ⑩⑩⑩⑩    自主性自主性自主性自主性をををを重重重重んじてんじてんじてんじて指導指導指導指導されているとされているとされているとされていると、、、、色色色色々々々々なななな場面場面場面場面でででで感感感感じますじますじますじます。。。。    

    

    

    

    

Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－２２２２    子子子子どものどものどものどもの生活生活生活生活とととと発達発達発達発達    

    

    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    

ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)        生活生活生活生活とととと発達発達発達発達のののの連続性連続性連続性連続性        
ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----①①①①    子子子子どもどもどもども一人一人一人一人ひとりをひとりをひとりをひとりを受容受容受容受容しししし、、、、理解理解理解理解をををを深深深深めてめてめてめて働働働働きかけやきかけやきかけやきかけや援助援助援助援助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。。。。    ａａａａ    
ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----②②②②    障害障害障害障害のあるのあるのあるのある子子子子どもがどもがどもがどもが安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる保育環境保育環境保育環境保育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方方方

法法法法にににに配慮配慮配慮配慮がみられるがみられるがみられるがみられる。。。。    
ａａａａ    

    

ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----③③③③    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がががが配慮配慮配慮配慮されてされてされてされて

いるいるいるいる。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)        子子子子どものどものどものどもの福祉福祉福祉福祉をををを推進推進推進推進することにすることにすることにすることに最最最最もふさわしいもふさわしいもふさわしいもふさわしい生活生活生活生活のののの場場場場        
ＡＡＡＡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----①①①①    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、、、、子子子子どもどもどもど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況健康状況健康状況健康状況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    
ＡＡＡＡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----②②②②    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    

ＡＡＡＡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----③③③③    乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい食生活食生活食生活食生活がががが展開展開展開展開されるようされるようされるようされるよう、、、、食事食事食事食事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やしやしやしや改善改善改善改善をしをしをしをし

ているているているている。。。。    
ａａａａ    

    

ＡＡＡＡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)----④④④④    健康診断健康診断健康診断健康診断・・・・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

映映映映させているさせているさせているさせている。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)        健康及健康及健康及健康及びびびび安全安全安全安全のののの実施体制実施体制実施体制実施体制        
ＡＡＡＡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----①①①①    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、、、、慢性疾患等慢性疾患等慢性疾患等慢性疾患等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、、、、主治医主治医主治医主治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    

    

ＡＡＡＡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----②②②②    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がががが適切適切適切適切にににに実施実施実施実施されされされされ、、、、食中毒等食中毒等食中毒等食中毒等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ででで

きるようなきるようなきるようなきるような体制体制体制体制がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

    

    

    

    

    



                         19191919    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

（（（（１１１１））））気気気気になるになるになるになる子子子子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：：：：個人別個人別個人別個人別「「「「指導計画指導計画指導計画指導計画」」」」にてにてにてにて、、、、適切適切適切適切にににに配慮配慮配慮配慮されてされてされてされて養護養護養護養護・・・・教育教育教育教育をををを行行行行ってってってって、、、、    

細細細細かくかくかくかく観察観察観察観察のののの記録記録記録記録をををを取取取取ってってってって、、、、様子様子様子様子のののの変化変化変化変化をををを反映反映反映反映したしたしたした次月次月次月次月のののの計画計画計画計画にににに結結結結びびびび付付付付けていますけていますけていますけています。。。。    

    

    

（（（（２２２２））））幼児幼児幼児幼児はははは異年齢異年齢異年齢異年齢ででででセミバイキングセミバイキングセミバイキングセミバイキング方式方式方式方式でででで、、、、決決決決められためられためられためられた時間時間時間時間のののの中中中中でででで自分自分自分自分のののの食食食食べたいべたいべたいべたい量量量量をををを厨房職員厨房職員厨房職員厨房職員にににに注文注文注文注文しししし、、、、    

好好好好きなきなきなきな時間時間時間時間にににに好好好好きなきなきなきな友達友達友達友達とととと好好好好きなきなきなきな机机机机でででで楽楽楽楽しくしくしくしく食食食食べていますべていますべていますべています。。。。配膳配膳配膳配膳やややや片付片付片付片付けをけをけをけを自分達自分達自分達自分達でででで行行行行うようにしてうようにしてうようにしてうようにして    

おりおりおりおり、、、、５５５５歳児歳児歳児歳児はははは、、、、最後最後最後最後ににににランチルームランチルームランチルームランチルーム全体全体全体全体のののの掃除掃除掃除掃除をしをしをしをし、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの兄兄兄兄さんさんさんさん姉姉姉姉さんのさんのさんのさんの役割役割役割役割をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

献立献立献立献立をををを毎月毎月毎月毎月２５２５２５２５日日日日にににに配布配布配布配布しししし,,,,レシピレシピレシピレシピをををを、、、、給食給食給食給食だよりにだよりにだよりにだよりに記載記載記載記載したりしたりしたりしたり、、、、園園園園のののの玄関玄関玄関玄関ホールホールホールホールにににに置置置置いていていていて、、、、持持持持ちちちち帰帰帰帰えれるよえれるよえれるよえれるよ

うにしていますうにしていますうにしていますうにしています。。。。食食食食フェアフェアフェアフェア中中中中はははは、、、、保護者保護者保護者保護者がががが試食試食試食試食できるできるできるでき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。。。。    

    

～～～～    食育食育食育食育にににに対対対対しししし保護者保護者保護者保護者からのからのからのからの評判評判評判評判がががが良良良良いですいですいですいです    ～～～～        （（（（2014201420142014年年年年1111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））））    

    

００００歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ①①①①    給食給食給食給食がががが手作手作手作手作りでりでりでりで、、、、メニューメニューメニューメニューののののバリエーションバリエーションバリエーションバリエーションもももも豊富豊富豊富豊富でででで安心安心安心安心ですですですです。。。。    

    

１１１１歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ②②②②    アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー対応対応対応対応がががが非常非常非常非常にににに良良良良いいいい    

    

２２２２歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ③③③③    食事食事食事食事がががが充実充実充実充実しているしているしているしている。。。。保育園保育園保育園保育園でででで料理料理料理料理してしてしてして下下下下さっているさっているさっているさっている。。。。    

メニューメニューメニューメニューやおやつもやおやつもやおやつもやおやつも手作手作手作手作りでりでりでりで充実充実充実充実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いますいますいます。。。。    

    

２２２２歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ④④④④    給食給食給食給食やおやつはやおやつはやおやつはやおやつは、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが食食食食べやすいようべやすいようべやすいようべやすいよう、、、、またまたまたまた食欲食欲食欲食欲がががが出出出出るようるようるようるよう工夫工夫工夫工夫    

されておりされておりされておりされており、、、、食食食食にににに関心関心関心関心をもつをもつをもつをもつ工夫工夫工夫工夫をををを十分十分十分十分にしてくれているにしてくれているにしてくれているにしてくれている。。。。    

    

３３３３歳児歳児歳児歳児のののの保護者保護者保護者保護者からからからから        ⑤⑤⑤⑤    食育食育食育食育などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして、、、、様様様様々々々々なななな体験体験体験体験をすることができるようにしているをすることができるようにしているをすることができるようにしているをすることができるようにしている。。。。    

    

（（（（３３３３））））土曜保育土曜保育土曜保育土曜保育はははは、、、、３３３３園合同園合同園合同園合同（（（（のぞみのぞみのぞみのぞみ、、、、つぼみつぼみつぼみつぼみ、、、、夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園夙川夢保育園））））でででで異年齢異年齢異年齢異年齢でででで過過過過ごしていますごしていますごしていますごしています。。。。    

    

（（（（４４４４））））毎月毎月毎月毎月、、、、法人法人法人法人のののの保健師作成保健師作成保健師作成保健師作成のののの「「「「ほけんだよりほけんだよりほけんだよりほけんだより」」」」をををを各家庭各家庭各家庭各家庭にににに配布配布配布配布しししし、「、「、「、「年間年間年間年間保健計画保健計画保健計画保健計画」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医のののの指導指導指導指導にににに

従従従従いいいい、、、、健康診断健康診断健康診断健康診断、、、、歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診をををを定期的定期的定期的定期的にににに実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

    

    

Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－３３３３    保護者保護者保護者保護者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援    

    

    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    

ＡＡＡＡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)        家庭家庭家庭家庭とのとのとのとの緊密緊密緊密緊密なななな連携連携連携連携        
ＡＡＡＡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----①①①①    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    
ＡＡＡＡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    家庭家庭家庭家庭とととと子子子子どものどものどものどもの保育保育保育保育がががが密接密接密接密接にににに関連関連関連関連したしたしたした保護者支援保護者支援保護者支援保護者支援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    
ＡＡＡＡ----３３３３----(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についてについてについてについて、、、、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てえてえてえて、、、、保護者保護者保護者保護者とととと

共通共通共通共通のののの理解理解理解理解をををを得得得得ているためのているためのているためのてい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    

    

ＡＡＡＡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----④④④④    虐待虐待虐待虐待にににに対応対応対応対応できるできるできるできる保育所内保育所内保育所内保育所内のののの体制体制体制体制のののの下下下下、、、、不適切不適切不適切不適切なななな養育養育養育養育やややや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及早期発見及早期発見及早期発見及びびびび虐待虐待虐待虐待のののの予防予防予防予防にににに努努努努めているめているめているめている。。。。    
ａａａａ    

    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    
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（（（（１１１１））））    一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験一日保育士体験がががが人気人気人気人気となっていますとなっていますとなっていますとなっています。（。（。（。（１１１１月月月月----５５５５人人人人、、、、２２２２月月月月----９９９９人人人人、、、、３３３３月月月月----３３３３人人人人、、、、合計合計合計合計１７１７１７１７人人人人））））    

（（（（一日保護者一人一日保護者一人一日保護者一人一日保護者一人））））をををを受受受受けていただきけていただきけていただきけていただき、、、、終終終終わりにわりにわりにわりに園長園長園長園長とととと面談面談面談面談をしをしをしをし、、、、細細細細かくかくかくかく保育保育保育保育のののの意図意図意図意図やややや保育保育保育保育のののの思思思思いなどいなどいなどいなど伝伝伝伝ええええ、、、、そそそそ

のののの子子子子のののの育育育育ちについてちについてちについてちについて共有共有共有共有できるようにしていますできるようにしていますできるようにしていますできるようにしています。。。。    

““““ママママママママさんさんさんさん先先先先生生生生””””、、、、““““パパパパパパパパさんさんさんさん先生先生先生先生””””にはにはにはには、、、、いつもといつもといつもといつもと違違違違うううう（（（（集団集団集団集団のののの中中中中でのでのでのでの））））自分自分自分自分のののの子子子子どものどものどものどもの姿姿姿姿がががが見見見見れるとれるとれるとれると評評評評

判判判判でででで、、、、次年度次年度次年度次年度２６２６２６２６年年年年９９９９月月月月からのからのからのからの実施予定分実施予定分実施予定分実施予定分ではではではでは、、、、全全全全てのてのてのての保護者保護者保護者保護者にににに参加参加参加参加をををを促促促促すすすす事事事事をををを企画中企画中企画中企画中ですですですです。。。。    

    

（（（（２２２２））））長時間保育時長時間保育時長時間保育時長時間保育時のおのおのおのお迎迎迎迎ええええ時時時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関関関関しししし、『、『、『、『言葉掛言葉掛言葉掛言葉掛けがけがけがけが少少少少ないのではないのではないのではないのでは？』？』？』？』とのとのとのとの意見意見意見意見がががが

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にににに出出出出ていますていますていますています。。。。特特特特にににに、、、、伝伝伝伝えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない伝達事項伝達事項伝達事項伝達事項はははは、「、「、「、「リストリストリストリスト」」」」にににに記載記載記載記載しししし伝伝伝伝えていますえていますえていますえています

がががが、「、「、「、「そのそのそのその日日日日のののの子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子」」」」をををを長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育でででで保育士保育士保育士保育士ののののシフトシフトシフトシフト面面面面・・・・入入入入れれれれ替替替替わるわるわるわる職員間職員間職員間職員間のののの伝達等伝達等伝達等伝達等、、、、難易度難易度難易度難易度はははは高高高高いいいい

事事事事ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、保育保育保育保育ののののプロフェッショナプロフェッショナプロフェッショナプロフェッショナルルルルとしてとしてとしてとして、、、、““““わがわがわがわが子子子子のそののそののそののその日日日日のののの様子様子様子様子、、、、何何何何にににに目目目目をををを輝輝輝輝かせたのかかせたのかかせたのかかせたのか、、、、誰誰誰誰

とととと仲仲仲仲がががが良良良良いのかいのかいのかいのか、、、、苦手苦手苦手苦手なななな食事食事食事食事でもでもでもでも食食食食べてたのかべてたのかべてたのかべてたのか、、、、排便排便排便排便はどうだったのかはどうだったのかはどうだったのかはどうだったのか？？？？    今今今今、、、、どんなどんなどんなどんな曲曲曲曲をををを歌歌歌歌っているのかっているのかっているのかっているのか等等等等

““““をををを伝伝伝伝えるえるえるえる一段一段一段一段のののの工夫工夫工夫工夫をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

子子子子どものどものどものどもの幸幸幸幸せはせはせはせは単独単独単独単独ではではではでは成成成成りりりり立立立立ちませんちませんちませんちません。。。。子子子子どものどものどものどもの幸幸幸幸せはせはせはせは家族家族家族家族のののの幸幸幸幸せのせのせのせの中中中中にあるとにあるとにあるとにあると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

    

    

（（（（３３３３）『）『）『）『児童虐待対応児童虐待対応児童虐待対応児童虐待対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』をををを作成作成作成作成しししし、、、、会議等会議等会議等会議等でででで適時読適時読適時読適時読みみみみ合合合合わせをわせをわせをわせを行行行行ってってってって、「、「、「、「視診視診視診視診チェックチェックチェックチェック表表表表」」」」をををを用用用用いいいい、、、、外傷外傷外傷外傷のののの

有無有無有無有無などをなどをなどをなどを確認確認確認確認するするするする仕組仕組仕組仕組みになっていますみになっていますみになっていますみになっています。。。。    

    

    

    
    
                        

                                                                                                                                                                                            以以以以    上上上上    

    
    
    
    
        


