
様式第式第式第式第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    

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        ２０２０２０２０１２１２１２１２年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日    ～～～～    ２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日    

実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日    ２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年２２２２月月月月５５５５日日日日（（（（火火火火））））    

評価調査者評価調査者評価調査者評価調査者                            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    奈津奈津奈津奈津    （（（（メンバメンバメンバメンバ－）－）－）－）    

ＨＦＨＦＨＦＨＦ１０１０１０１０－－－－１１１１－－－－００００００００００００１１１１        八巻八巻八巻八巻    芳子芳子芳子芳子    （（（（報告書査読報告書査読報告書査読報告書査読））））    

ＨＦＨＦＨＦＨＦ１０１０１０１０－－－－１１１１－－－－０００２０００２０００２０００２        加藤加藤加藤加藤    文雄文雄文雄文雄    （（（（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：：：：    西宮夢西宮夢西宮夢西宮夢保育園保育園保育園保育園    

    

                        （（（（分園分園分園分園    西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園））））    

    

種種種種 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：：：：        片岡片岡片岡片岡    幸英幸英幸英幸英    園長園長園長園長    

    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園        濱口濱口濱口濱口    奈央奈央奈央奈央    主任主任主任主任    

    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園        園田園田園田園田    未来未来未来未来    主任主任主任主任    

    

開開開開    設設設設：：：：        

    

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日    西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

    平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日    西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    

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    夢工房夢工房夢工房夢工房    

    

    

    

    

    

定定定定 員員員員：：：：    ４５４５４５４５名名名名    西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月よりよりよりより    ６０６０６０６０名名名名へへへへ増員増員増員増員））））    

    

                    ６０６０６０６０名名名名    西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    （（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月よりよりよりより園舎園舎園舎園舎をををを増築増築増築増築、、、、１００１００１００１００名名名名へへへへ増員増員増員増員））））    

    

所 在所 在所 在所 在 地地地地：：：：    

    

〒〒〒〒    666663636363－－－－8153815381538153            西宮市南甲子園西宮市南甲子園西宮市南甲子園西宮市南甲子園１１１１－－－－１０１０１０１０－－－－１５１５１５１５        西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

                        〒〒〒〒    663663663663－－－－8034803480348034            西宮市西宮市西宮市西宮市長田町長田町長田町長田町４４４４－－－－８８８８                            西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    

電話番電話番電話番電話番号号号号：：：：    ０７９０７９０７９０７９８８８８（（（（４５４５４５４５））））９９９９６１４６１４６１４６１４    西宮西宮西宮西宮夢夢夢夢    

    

                            ０７９８０７９８０７９８０７９８（（（（６５６５６５６５））））９６１４９６１４９６１４９６１４    西北西北西北西北夢夢夢夢    

    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番番番番号号号号：：：：    ０７０７０７０７９８９８９８９８（（（（４５４５４５４５））））９６２４９６２４９６２４９６２４    西宮西宮西宮西宮夢夢夢夢    

    

                                ０７９８０７９８０７９８０７９８（（（（６５６５６５６５））））９６１５９６１５９６１５９６１５    西北西北西北西北夢夢夢夢    

    

ＥＥＥＥ ---- m a im a im a im a i llll    

nishiyume@yumekoubou.or.jpnishiyume@yumekoubou.or.jpnishiyume@yumekoubou.or.jpnishiyume@yumekoubou.or.jp    西宮西宮西宮西宮夢夢夢夢    

    

                        nishikita@yumekoubou.or.jpnishikita@yumekoubou.or.jpnishikita@yumekoubou.or.jpnishikita@yumekoubou.or.jp    西北西北西北西北夢夢夢夢    

    

ホームページホームページホームページホームページ・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス    

    

    http://www.yumekoubou.orhttp://www.yumekoubou.orhttp://www.yumekoubou.orhttp://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/.jp/hoiku/.jp/hoiku/.jp/hoiku/    

    

    

    

    

    



３３３３．．．．理念理念理念理念・・・・方針方針方針方針    

    

    

    

理念理念理念理念    

    

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。。。。    

    

    

方針方針方針方針    

    

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。。。。    

    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。。。。    

    

    



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    

    

    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

    

    

・・・・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ではではではでは、、、、毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日のののの園庭解放園庭解放園庭解放園庭解放    やややや    木曜日木曜日木曜日木曜日のすくすくのすくすくのすくすくの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、、、、育児講座育児講座育児講座育児講座、、、、    

    育児相談等育児相談等育児相談等育児相談等をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    またまたまたまた、、、、一時預一時預一時預一時預りりりり事業事業事業事業においてもにおいてもにおいてもにおいても年間年間年間年間３００３００３００３００人人人人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るっているっているっている。。。。    

    

・・・・絵本絵本絵本絵本をををを保育保育保育保育のののの中中中中にににに多多多多くくくく取取取取りりりり入入入入れるようれるようれるようれるよう、、、、年間計画年間計画年間計画年間計画をををを作成作成作成作成しししし実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

    

・・・・給食給食給食給食ではではではでは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にににに力力力力をををを入入入入れているれているれているれている。。。。    

    

    

    

西宮夢西宮夢西宮夢西宮夢・・・・西北夢西北夢西北夢西北夢保育園保育園保育園保育園でででで人気人気人気人気のののの絵本絵本絵本絵本    

だるまさんだるまさんだるまさんだるまさん    

シリーズシリーズシリーズシリーズ    

からすのからすのからすのからすのパンパンパンパンやさんやさんやさんやさん    
めっきらもっきらどめっきらもっきらどめっきらもっきらどめっきらもっきらど

おんどんおんどんおんどんおんどん    
てぶくろてぶくろてぶくろてぶくろ    

            
    

００００歳歳歳歳からからからから楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる触触触触れれれれ

合合合合いいいい絵本絵本絵本絵本でででで、、、、親子親子親子親子ののののスススス

キンシップキンシップキンシップキンシップにぴったりにぴったりにぴったりにぴったり

ですですですです    

可愛可愛可愛可愛いいいいパンパンパンパンがいっぱがいっぱがいっぱがいっぱ

いいいい！！！！見見見見ているだけでもているだけでもているだけでもているだけでも

楽楽楽楽しいしいしいしい絵本絵本絵本絵本ですですですです    

絵本絵本絵本絵本のののの中中中中にににに出出出出てくるてくるてくるてくる不不不不

思議思議思議思議なななな歌歌歌歌がががが子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

はははは大好大好大好大好きですきですきですきです    

手袋手袋手袋手袋のののの中中中中にににに動物動物動物動物たたたた

ちがどんどんちがどんどんちがどんどんちがどんどん入入入入っっっっ

ていくていくていくていく、、、、絵本絵本絵本絵本のののの世界世界世界世界

をををを楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる作品作品作品作品でででで

すすすす    

    

    

西西西西北夢保育園北夢保育園北夢保育園北夢保育園    

    

    

    

・・・・手作手作手作手作りりりり玩具玩具玩具玩具をををを用意用意用意用意しししし、、、、温温温温かいぬくもりをかいぬくもりをかいぬくもりをかいぬくもりを感感感感じることがじることがじることがじることが出来出来出来出来るようにしているるようにしているるようにしているるようにしている。。。。    

    

・・・・部屋部屋部屋部屋のののの環境環境環境環境についてはについてはについてはについては花花花花やややや緑緑緑緑をををを置置置置きききき、、、、温温温温かさをかさをかさをかさを感感感感じられるようにじられるようにじられるようにじられるようにしているしているしているしている。。。。    

    またまたまたまた、、、、子子子子どものどものどものどもの達達達達のののの導線導線導線導線をををを考考考考ええええ、、、、棚棚棚棚などをなどをなどをなどを配置配置配置配置ししししているているているている。。。。    

    

    

    

    



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    （（（（平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年１１１１月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））    

    

西宮西宮西宮西宮夢夢夢夢年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成    

    

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    3333歳児歳児歳児歳児    

９９９９名名名名    １２１２１２１２名名名名    １２１２１２１２名名名名    １２１２１２１２名名名名    

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

１２１２１２１２名名名名    １１１１１１１１名名名名        ６８６８６８６８名名名名    

    

    

西北西北西北西北夢夢夢夢年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成    

    

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    3333歳児歳児歳児歳児    

９９９９名名名名    １２１２１２１２名名名名    １２１２１２１２名名名名    １１１１３３３３名名名名    

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

１１１１３３３３名名名名    １１１１３３３３名名名名        ７２７２７２７２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２２２２５５５５年年年年１１１１月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））    

    

    

西宮夢西宮夢西宮夢西宮夢保育園保育園保育園保育園    職員配置職員配置職員配置職員配置のののの状況状況状況状況    

    

――――    総数総数総数総数    園長園長園長園長    主任主任主任主任    副主任副主任副主任副主任    

常勤常勤常勤常勤    １６１６１６１６名名名名    1111名名名名    １１１１名名名名    １１１１名名名名    

――――    保育士保育士保育士保育士    栄養士栄養士栄養士栄養士    調理師調理師調理師調理師        

常勤常勤常勤常勤    １１１１１１１１名名名名    １１１１名名名名    １１１１名名名名        

    

    

西北夢西北夢西北夢西北夢保育園保育園保育園保育園    職員配置職員配置職員配置職員配置のののの状況状況状況状況    

    

――――    総数総数総数総数    園長園長園長園長    主任主任主任主任    副主任副主任副主任副主任    

常勤常勤常勤常勤    １５１５１５１５名名名名    １１１１名名名名（（（（西宮西宮西宮西宮とととと兼務兼務兼務兼務））））    １１１１名名名名    １１１１名名名名    

非常勤非常勤非常勤非常勤    １１１１名名名名                

――――    保育士保育士保育士保育士    栄養士栄養士栄養士栄養士    調理師調理師調理師調理師        

常勤常勤常勤常勤    １０１０１０１０名名名名    １１１１名名名名    １１１１名名名名        

非常勤非常勤非常勤非常勤    １１１１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        【【【【    子子子子どもとどもとどもとどもと関関関関わりわりわりわり、、、、保育保育保育保育やややや遊遊遊遊びにびにびにびに参加参加参加参加    】】】】    

    

    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        ００００人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        ４４４４人人人人                ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        ５５５５人人人人    

    

    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    

・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        ３３３３人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        ２２２２人人人人                ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        １０１０１０１０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    

    

    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

    ・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        １１１１３３３３人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        ２７２７２７２７人人人人            ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        １９１９１９１９人人人人    

    

    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    

    ・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        １１１１５５５５人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        １１１１６６６６人人人人            ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        １４１４１４１４人人人人    

    

    

    

９９９９．．．．サービスサービスサービスサービス利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの意見等意見等意見等意見等のののの聴取聴取聴取聴取についてについてについてについて    

    

    

    

行事毎行事毎行事毎行事毎にはにはにはには終了後終了後終了後終了後アンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施しししし、、、、保護者保護者保護者保護者のののの意見意見意見意見をををを伺伺伺伺うううう事事事事でででで次年度次年度次年度次年度のののの参考参考参考参考にしてにしてにしてにして改善改善改善改善にににに努努努努めるようにしめるようにしめるようにしめるようにし

ていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、年年年年にににに２２２２回回回回クラスクラスクラスクラス懇談会懇談会懇談会懇談会とととと個人懇談会個人懇談会個人懇談会個人懇談会をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、保育園保育園保育園保育園やややや家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの日頃日頃日頃日頃のののの様子様子様子様子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保護者保護者保護者保護者からからからから意見意見意見意見をををを頂頂頂頂いたりするいたりするいたりするいたりする機会機会機会機会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。。。。    

直接直接直接直接、、、、保育園保育園保育園保育園へへへへ伝伝伝伝えにくいようなえにくいようなえにくいようなえにくいような意見意見意見意見はははは意見箱意見箱意見箱意見箱にににに入入入入れてれてれてれて頂頂頂頂けるようけるようけるようけるよう配慮配慮配慮配慮しししし、、、、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伝伝伝伝えやすいようえやすいようえやすいようえやすいよう

なななな環境作環境作環境作環境作りをりをりをりを心心心心がけていますがけていますがけていますがけています。。。。    

    

    

    



１０１０１０１０．．．．評価結果評価結果評価結果評価結果    

    

        総総総総    評評評評    

    

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    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    西宮市西宮市西宮市西宮市のののの保育所政策保育所政策保育所政策保育所政策のののの最大最大最大最大のののの課題課題課題課題    待機児童待機児童待機児童待機児童    ００００    にににに向向向向けけけけ        
最最最最もももも貢献貢献貢献貢献しているしているしているしているプロフェショナルプロフェショナルプロフェショナルプロフェショナルなななな保育園保育園保育園保育園ですですですです。。。。    

                

    

西宮市西宮市西宮市西宮市のののの待機児童待機児童待機児童待機児童人数人数人数人数のののの直近直近直近直近３３３３カカカカ年推移年推移年推移年推移    （（（（平成平成平成平成２４２４２４２４～～～～２２２２２２２２年度年度年度年度））））    
    

    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    ３３３３歳以上児歳以上児歳以上児歳以上児    計計計計    

２４２４２４２４年度年度年度年度    ００００人人人人    ６０６０６０６０人人人人    １３１３１３１３人人人人    ８８８８人人人人    ８１８１８１８１人人人人    

２３２３２３２３年度年度年度年度    ３４３４３４３４人人人人    １０４１０４１０４１０４人人人人    １０７１０７１０７１０７人人人人    ３４３４３４３４    ２７９２７９２７９２７９人人人人    

２２２２２２２２年度年度年度年度    ９９９９人人人人    １４４１４４１４４１４４人人人人    ９７９７９７９７人人人人    ６６６６００００人人人人    ３１０３１０３１０３１０人人人人    

    

資料資料資料資料    ：：：：    西宮市役所西宮市役所西宮市役所西宮市役所ホームページホームページホームページホームページよりよりよりより    健康福祉局健康福祉局健康福祉局健康福祉局    こどもこどもこどもこども部部部部    保育所整備課保育所整備課保育所整備課保育所整備課    

    

http://www.nishi.or.jp/media/2012/2012.7.taikijidoukaisyoukeikakunituite.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2012/2012.7.taikijidoukaisyoukeikakunituite.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2012/2012.7.taikijidoukaisyoukeikakunituite.pdfhttp://www.nishi.or.jp/media/2012/2012.7.taikijidoukaisyoukeikakunituite.pdf                

    

    

重点的重点的重点的重点的にににに取組取組取組取組むむむむ必要必要必要必要があるがあるがあるがある地域地域地域地域とされているとされているとされているとされている瓦木地区瓦木地区瓦木地区瓦木地区（（（（阪急西宮北口駅周辺阪急西宮北口駅周辺阪急西宮北口駅周辺阪急西宮北口駅周辺））））にてにてにてにて、、、、    
設立設立設立設立5555年目年目年目年目のののの西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園がががが、、、、市市市市のののの要望要望要望要望にににに応応応応ええええ増築増築増築増築をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成25252525 年年年年4444月月月月よりよりよりより、、、、    
40404040 人人人人のののの定員定員定員定員増増増増をすをすをすをするるるる事事事事はははは賞賛賞賛賞賛賞賛にににに値値値値するとするとするとすると考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

    

②②②②     園長園長園長園長・・・・主任主任主任主任をををを筆頭筆頭筆頭筆頭にににに職員総職員総職員総職員総がかりでがかりでがかりでがかりで、、、、このこのこのこの第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価のねらいでのねらいでのねらいでのねらいで    
あるあるあるあるＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ改善改善改善改善をををを実践実践実践実践していますしていますしていますしています。。。。「「「「改善計画書改善計画書改善計画書改善計画書」」」」はははは高高高高いいいいレベルレベルレベルレベルにににに    

        到達到達到達到達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、、、、今回今回今回今回のののの受審受審受審受審でででで西宮西宮西宮西宮市市市市でででで初初初初めてのめてのめてのめての２２２２回目回目回目回目のののの    
評価受審評価受審評価受審評価受審となりましたとなりましたとなりましたとなりました。（。（。（。（前回前回前回前回はははは    ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年３３３３月月月月））））    

    
    

③③③③    南甲子園南甲子園南甲子園南甲子園のののの子育子育子育子育てのてのてのての拠点拠点拠点拠点でででで、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わりわりわりわりもももも密接密接密接密接ですですですです。。。。    

子育子育子育子育てててて世代世代世代世代、、、、自治会自治会自治会自治会、、、、地域地域地域地域とのとのとのと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増増増増やしやしやしやし、、、、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（（（（年間年間年間年間３００３００３００３００人人人人
超超超超ええええ）、）、）、）、防災防災防災防災のののの合同訓練合同訓練合同訓練合同訓練、、、、甲子園公園甲子園公園甲子園公園甲子園公園のののの清掃等清掃等清掃等清掃等でででで地域地域地域地域にとけこみにとけこみにとけこみにとけこみ、、、、みなさんにみなさんにみなさんにみなさんに見守見守見守見守らららら
れれれれ、、、、園児園児園児園児たちはたちはたちはたちは安心安心安心安心してしてしてして日日日日々々々々をををを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    温温温温かいぬくもりをかいぬくもりをかいぬくもりをかいぬくもりを大事大事大事大事にしているにしているにしているにしている保育園保育園保育園保育園ですですですです。。。。    

手作手作手作手作りりりり玩具玩具玩具玩具、、、、花花花花、、、、緑緑緑緑、、、、調度品調度品調度品調度品、、、、庭庭庭庭、、、、彩彩彩彩りりりり、、、、かわいいかわいいかわいいかわいい園舎園舎園舎園舎、、、、職員職員職員職員のののの笑顔笑顔笑顔笑顔    等等等等々々々々    
    
““““    ぼくぼくぼくぼくのおうちのおうちのおうちのおうち    ””””    がががが、、、、    ＫｅｙＫｅｙＫｅｙＫｅｙ    Ｃｏｎｃｅｐｔ（Ｃｏｎｃｅｐｔ（Ｃｏｎｃｅｐｔ（Ｃｏｎｃｅｐｔ（感感感感じてもらいたいことじてもらいたいことじてもらいたいことじてもらいたいこと））））    

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。。。。    

    

    



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    

    

今回今回今回今回、、、、２２２２回目回目回目回目のののの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するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、自分達自分達自分達自分達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やしやしやしや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等等等等をををを    

通通通通じてたくさんのじてたくさんのじてたくさんのじてたくさんの改善点改善点改善点改善点がががが見見見見つかりましたつかりましたつかりましたつかりました。。。。    

課題課題課題課題をををを見見見見つけつけつけつけ、、、、小小小小さなさなさなさな事事事事からからからから改善改善改善改善するするするする事事事事のののの大切大切大切大切さについてさについてさについてさについて助言頂助言頂助言頂助言頂きききき、、、、職員全員職員全員職員全員職員全員がががが問題意識問題意識問題意識問題意識をををを持持持持ったりったりったりったり、、、、            

共通共通共通共通のののの認識認識認識認識でででで取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めるめるめるめる大変良大変良大変良大変良いいいい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。。。。    

今後今後今後今後もももも更更更更なるなるなるなる努力努力努力努力をををを重重重重ねてねてねてねて、、、、保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上やややや地域地域地域地域のののの子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業のののの中心中心中心中心となれるようとなれるようとなれるようとなれるよう取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで            

行行行行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。。。。    

    

    

手作手作手作手作りのりのりのりの美味美味美味美味しいしいしいしい給食給食給食給食ですですですです    絵本絵本絵本絵本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    

    
    

    

                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

○○○○    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））））    

    

    

戸外戸外戸外戸外でのびのびでのびのびでのびのびでのびのび遊遊遊遊びますびますびますびます    体操教体操教体操教体操教室室室室にににに参加参加参加参加しますしますしますします    

        



（（（（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してしてしているいるいるいる。。。。        

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

    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

理念理念理念理念、、、、方針方針方針方針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状況周知状況周知状況周知状況をををを、、、、書面書面書面書面によるによるによるによる確認及確認及確認及確認及びびびび2/52/52/52/5訪問時訪問時訪問時訪問時、、、、西宮西宮西宮西宮・・・・西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園

でででで数名数名数名数名のののの保育士保育士保育士保育士・・・・栄養士栄養士栄養士栄養士にににに口頭口頭口頭口頭でででで主旨主旨主旨主旨をををを説明説明説明説明してもらうしてもらうしてもらうしてもらう方法方法方法方法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。。。。職員職員職員職員へのへのへのへの周知方法周知方法周知方法周知方法はははは、、、、

①①①①会議会議会議会議でのでのでのでの唱和唱和唱和唱和、、、、②②②②カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラムへのへのへのへの記載記載記載記載、、、、③③③③毎月毎月毎月毎月のののの月案月案月案月案へのへのへのへの手書手書手書手書きききき記載記載記載記載    等等等等をををを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。。。。    

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

ホームページホームページホームページホームページ    http://www.yumekoubou.or.jp/company/company.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/company/company.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/company/company.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/company/company.html    にもにもにもにも記載記載記載記載がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

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

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

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

ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----①①①①    中中中中・・・・長期計画長期計画長期計画長期計画をををを策定策定策定策定しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
    

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

ⅠⅠⅠⅠ----２２２２----(2)(2)(2)(2)    計画計画計画計画をををを適切適切適切適切にににに策定策定策定策定しているしているしているしている。。。。        

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

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

    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

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

ようにようにようにように働働働働きかけていますきかけていますきかけていますきかけています。。。。法人全体法人全体法人全体法人全体でででで目標数値目標数値目標数値目標数値のののの数字化数字化数字化数字化にににに努努努努めめめめ、、、、分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい内容内容内容内容ににににななななってってってっていいいい

ますますますます。。。。平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度はははは、、、、子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの教育体制教育体制教育体制教育体制のののの充実充実充実充実、、、、甲子園公園甲子園公園甲子園公園甲子園公園のののの広場広場広場広場のののの清掃清掃清掃清掃、、、、地震避難対策地震避難対策地震避難対策地震避難対策

等等等等をををを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。。。。    



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    

    

玄関入口玄関入口玄関入口玄関入口にににに全職員全職員全職員全職員のののの顔写真顔写真顔写真顔写真、、、、役職役職役職役職、、、、氏名氏名氏名氏名がががが掲示掲示掲示掲示されておりされておりされておりされており、、、、職務分掌規定職務分掌規定職務分掌規定職務分掌規定にににに責任分担責任分担責任分担責任分担をををを記載記載記載記載しししし

ていますていますていますています。。。。児童憲章児童憲章児童憲章児童憲章、、、、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、、、、児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法、、、、社会福祉方社会福祉方社会福祉方社会福祉方、、、、消防法等消防法等消防法等消防法等ががががリストリストリストリストにににに記載記載記載記載ささささ

れておりれておりれておりれており、、、、法令法令法令法令ももももファイルファイルファイルファイルされていますされていますされていますされています。。。。人事評価人事評価人事評価人事評価のののの結果結果結果結果からからからから、、、、管理者管理者管理者管理者のののの役割役割役割役割をををを常常常常にににに見直見直見直見直してしてしてして

いますいますいますいます。。。。提案制度提案制度提案制度提案制度もももも整整整整っておりっておりっておりっており、、、、職員職員職員職員がががが自由自由自由自由にいつでもにいつでもにいつでもにいつでも業務上業務上業務上業務上のののの疑問疑問疑問疑問やややや希望希望希望希望をををを管理者管理者管理者管理者にににに提案提案提案提案でででで

きるようにしていますきるようにしていますきるようにしていますきるようにしています。。。。「「「「職員職員職員職員のののの改善提案一覧改善提案一覧改善提案一覧改善提案一覧」」」」もももも確認確認確認確認、、、、それにそれにそれにそれに対対対対しししし迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応しししし、、、、職員職員職員職員ののののモモモモチチチチ

ベーションベーションベーションベーション向上向上向上向上、、、、サービスサービスサービスサービスのののの質向上質向上質向上質向上にににに役立役立役立役立ててててていますていますていますています。。。。    

西宮西宮西宮西宮市市市市でででで実施実施実施実施されるされるされるされる園長園長園長園長会会会会、、、、法人法人法人法人でででで実施実施実施実施されるされるされるされる毎月毎月毎月毎月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にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しししし、、、、管理管理管理管理

者者者者としてのとしてのとしてのとしての資質向上資質向上資質向上資質向上にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

    

    

    

西西西西    北北北北    夢夢夢夢    保保保保    育育育育    園園園園    

みんなでみんなでみんなでみんなで協力協力協力協力しあってしあってしあってしあって、、、、    

手作手作手作手作りりりりクッキークッキークッキークッキーをををを作作作作ったよったよったよったよ    

みんなとみんなとみんなとみんなと心心心心をひとつにしてをひとつにしてをひとつにしてをひとつにして、、、、    

和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓にににに挑戦挑戦挑戦挑戦したよしたよしたよしたよ    

きききき    りりりり    んんんん    らららら    いいいい    おおおお    んんんん    

        

    

    

    

    



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    

    

市内市内市内市内のののの保育園園長会議保育園園長会議保育園園長会議保育園園長会議、、、、法人理事会法人理事会法人理事会法人理事会・・・・園長会園長会園長会園長会のののの資料資料資料資料によりによりによりにより、、、、保育園保育園保育園保育園をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境のののの把握把握把握把握、、、、

経営分析経営分析経営分析経営分析のののの実施状況実施状況実施状況実施状況をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、外部外部外部外部監査報告書監査報告書監査報告書監査報告書（（（（24242424年年年年3333月月月月30303030日付日付日付日付けけけけ    ＹＹＹＹ公認会公認会公認会公認会

計士事務所計士事務所計士事務所計士事務所））））及及及及びびびび    そのそのそのその際際際際のののの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項にににに対対対対するするするする改善報告書改善報告書改善報告書改善報告書（（（（24242424年年年年5555月月月月15151515日日日日））））をををを法人本部法人本部法人本部法人本部のののの若若若若

手職員手職員手職員手職員によるによるによるによる説明説明説明説明、、、、書類書類書類書類にてにてにてにて確認確認確認確認ししししましたましたましたました。。。。    

    

    

    

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をみをみをみ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)  職職職職員員員員のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制をををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----①①①①    職員職員職員職員のののの教育教育教育教育・・・・研修研修研修研修にににに関関関関するするするする基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢をををを明示明示明示明示しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----②②②②    個別個別個別個別のののの職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての教育教育教育教育・・・・研修計画研修計画研修計画研修計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、計画計画計画計画にににに

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

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

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

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

いるいるいるいる。。。。    
ａａａａ    

    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(4)(4)(4)(4)----②②②②    実習生実習生実習生実習生のののの育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    

    

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

」」」」をををを確認確認確認確認、、、、本人本人本人本人ににににフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックされるされるされるされる仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが機能機能機能機能していしていしていしていましましましましたたたた。。。。    

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

自己啓発自己啓発自己啓発自己啓発をををを促促促促すすすす目的目的目的目的でででで、、、、職員職員職員職員のののの自主的自主的自主的自主的なななな学習学習学習学習グループグループグループグループのののの活動活動活動活動にににに対対対対してしてしてして予算的予算的予算的予算的なななな支援支援支援支援をしていをしていをしていをしているるるる。。。。    

本園本園本園本園－－－－分園間分園間分園間分園間でででで統一統一統一統一したしたしたした保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスがががが提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう、、、、統一統一統一統一したしたしたした教育体制教育体制教育体制教育体制をとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。    

未来未来未来未来のののの保育士保育士保育士保育士であであであであるるるる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のれのれのれの方針方針方針方針がががが、『、『、『、『とにかくとにかくとにかくとにかく保育保育保育保育がががが楽楽楽楽しいとしいとしいとしいと思思思思ってもらえるようにってもらえるようにってもらえるようにってもらえるように

！！』！！』！！』！！』となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、主任主任主任主任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「「「「保育実習承諾書保育実習承諾書保育実習承諾書保育実習承諾書」、『」、『」、『」、『実習生受実習生受実習生受実習生受けけけけ入入入入れれれれマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』等等等等

にににに基基基基づきづきづきづき、、、、ありのままのありのままのありのままのありのままの保育士保育士保育士保育士のののの姿姿姿姿をををを見見見見せるようせるようせるようせるよう指導指導指導指導されていますされていますされていますされています。。。。職員職員職員職員のののの新規新規新規新規・・・・中途中途中途中途採用採用採用採用もももも積積積積

極的極的極的極的ででででＭＭＭＭ就職就職就職就職セミナーセミナーセミナーセミナーへのへのへのへの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。。。。    

    

☆☆☆☆    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    直近直近直近直近３３３３カカカカ年推移年推移年推移年推移    

    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

        ・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        １３１３１３１３人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        ２７２７２７２７人人人人            ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        １９１９１９１９人人人人    

    

    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    

        ・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        １５１５１５１５人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        １１１１６６６６人人人人            ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        １４１４１４１４人人人人    

    

    

西西西西    北北北北    夢夢夢夢    保保保保    育育育育    園園園園    

水水水水をかけあったりしてをかけあったりしてをかけあったりしてをかけあったりして、、、、    

プールプールプールプールでたくさんでたくさんでたくさんでたくさん遊遊遊遊んだよんだよんだよんだよ    
美味美味美味美味しいしいしいしい給食給食給食給食、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん食食食食べたよべたよべたよべたよ    

ぱぱぱぱ    んんんん    だだだだ    りりりり        すすすす    

        



ⅡⅡⅡⅡ－－－－３３３３    安全管理安全管理安全管理安全管理    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

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

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----①①①①    緊急時緊急時緊急時緊急時（（（（事故事故事故事故、、、、感染症感染症感染症感染症のののの発生時発生時発生時発生時などなどなどなど））））のののの対応対応対応対応などなどなどなど利用者利用者利用者利用者のののの安全確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    

    

ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリ・・・・ハッハッハッハットトトトのののの事例事例事例事例をををを収集収集収集収集しししし、、、、分析分析分析分析・・・・改善提案改善提案改善提案改善提案・・・・改善提案実施後改善提案実施後改善提案実施後改善提案実施後のののの再評価再評価再評価再評価にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、園児園児園児園児のののの

安全確保安全確保安全確保安全確保にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。事故防止事故防止事故防止事故防止のためにのためにのためにのために、、、、業務業務業務業務ごとのごとのごとのごとのチェッ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をををを作成作成作成作成しししし、、、、安全点安全点安全点安全点

検検検検のののの見落見落見落見落としをなくすとしをなくすとしをなくすとしをなくす取取取取りりりり組組組組みをしていますみをしていますみをしていますみをしています。。。。    

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

携携携携をとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。    

    

    

    

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をををを確保確保確保確保しているしているしているしている。。。。        

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

    ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(2)(2)(2)(2)----②②②②    関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等とのとのとのとの連携連携連携連携をををを適切適切適切適切にににに行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    

ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)  (3)  (3)  (3)  地域地域地域地域のののの福祉向上福祉向上福祉向上福祉向上のためののためののためののための取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        

    ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)(3)(3)(3)----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    

    

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

南甲子園南甲子園南甲子園南甲子園のののの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの核核核核となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、設立設立設立設立６６６６年目年目年目年目でででで、、、、地域地域地域地域にににに無無無無くてはならないくてはならないくてはならないくてはならない大大大大きなきなきなきな存在存在存在存在にににに育育育育っていっていっていってい

ますますますます。。。。三年前三年前三年前三年前のののの第三者評価受審時第三者評価受審時第三者評価受審時第三者評価受審時はははは、、、、まだまだまだまだ開園開園開園開園3333年目年目年目年目とあってとあってとあってとあって地域地域地域地域とのかかわりのとのかかわりのとのかかわりのとのかかわりの事例事例事例事例はははは少少少少なかったのでなかったのでなかったのでなかったので

すがすがすがすが、、、、そのそのそのその後後後後 3333 年年年年をかけてをかけてをかけてをかけて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子育子育子育子育てててて世代世代世代世代、、、、自治会自治会自治会自治会、、、、地域地域地域地域とのとのとのと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増増増増やしましたやしましたやしましたやしました。。。。        

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（（（（年間年間年間年間300300300300人超人超人超人超ええええ）、）、）、）、防災防災防災防災のののの合同訓練合同訓練合同訓練合同訓練、、、、年年年年2222回回回回のののの甲子園公園甲子園公園甲子園公園甲子園公園のののの清掃清掃清掃清掃、、、、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会等会等会等会等々。々。々。々。    



口腔衛生口腔衛生口腔衛生口腔衛生についてのについてのについてのについての育児講座等育児講座等育児講座等育児講座等をををを準備準備準備準備しししし自宅自宅自宅自宅でででで育児育児育児育児をしているをしているをしているをしている保護者保護者保護者保護者のののの子育子育子育子育てのてのてのての心配心配心配心配にににに応応応応えたりほかのえたりほかのえたりほかのえたりほかの

保護者保護者保護者保護者やややや園園園園とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性をををを作作作作りやすくしたりりやすくしたりりやすくしたりりやすくしたり（（（（例例例例    ふれあいふれあいふれあいふれあい運動会運動会運動会運動会）、）、）、）、家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの子育子育子育子育てのてのてのてのストレスストレスストレスストレスをををを軽減軽減軽減軽減すすすす

るるるる活動活動活動活動もももも実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。老人会老人会老人会老人会やややや民生委員民生委員民生委員民生委員、、、、おおおお隣隣隣隣ののののコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターとのとのとのとの交流交流交流交流もももも盛盛盛盛んですんですんですんです。。。。開所以開所以開所以開所以

来来来来、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ののののおおおお便便便便りりりり““““夢夢夢夢ニュースニュースニュースニュース””””をををを毎月毎月毎月毎月200200200200部部部部発行発行発行発行ししししていますていますていますています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの活動活動活動活動をををを通通通通じてじてじてじて地域地域地域地域にとけにとけにとけにとけ

こみこみこみこみ、、、、今今今今ではではではでは近隣近隣近隣近隣のみなさんがのみなさんがのみなさんがのみなさんが散歩中散歩中散歩中散歩中のののの園児園児園児園児やややや園庭園庭園庭園庭でででで遊遊遊遊ぶぶぶぶ園児園児園児園児にににに声声声声をかけてくれるようになりましたをかけてくれるようになりましたをかけてくれるようになりましたをかけてくれるようになりました。。。。地地地地

域域域域のみなさんにのみなさんにのみなさんにのみなさんに見守見守見守見守られながらられながらられながらられながら、、、、園児園児園児園児たちはたちはたちはたちは安安安安心心心心してしてしてして日日日日々々々々をををを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。。。。    

    

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

開園開園開園開園５５５５年目年目年目年目でででで、、、、瓦木地区瓦木地区瓦木地区瓦木地区（（（（阪急西宮北口駅周辺阪急西宮北口駅周辺阪急西宮北口駅周辺阪急西宮北口駅周辺））））でででで、、、、最最最最もももも人気人気人気人気のあるのあるのあるのある保育園保育園保育園保育園にににに育育育育ちちちち、、、、平成平成平成平成25252525年年年年4444月月月月、、、、

100100100100名定員名定員名定員名定員へのへのへのへの大規模化大規模化大規模化大規模化ですがですがですがですが、、、、ほぼほぼほぼほぼ定員定員定員定員のののの枠枠枠枠がががが埋埋埋埋まるようですまるようですまるようですまるようです。。。。地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わりもわりもわりもわりも熱心熱心熱心熱心にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

おりおりおりおり、、、、①①①①近隣近隣近隣近隣のののの２２２２保育園保育園保育園保育園とのとのとのとの定期的定期的定期的定期的なななな交流会交流会交流会交流会、、、、②②②②近隣近隣近隣近隣のののの老人施設老人施設老人施設老人施設とのとのとのとの敬老会敬老会敬老会敬老会ややややハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンのののの際際際際のののの交流交流交流交流    

③③③③老人施設老人施設老人施設老人施設のののの敷地敷地敷地敷地をををを借借借借りてりてりてりて水防水防水防水防のののの避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練をををを実施実施実施実施ししししたりしてたりしてたりしてたりして近隣近隣近隣近隣ととととのののの関関関関わりわりわりわりにににに努力努力努力努力していますしていますしていますしています。。。。    

    

☆☆☆☆    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        【【【【    子子子子どもとどもとどもとどもと関関関関わりわりわりわり、、、、保育保育保育保育やややや遊遊遊遊びにびにびにびに参加参加参加参加    】】】】    

    

    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    

    

・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        ００００人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        ４４４４人人人人                ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        ５５５５人人人人    

    

    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    

    

・・・・平成平成平成平成24242424年度年度年度年度        ３３３３人人人人            ・・・・平成平成平成平成23232323年度年度年度年度        ２２２２人人人人                ・・・・平成平成平成平成22222222年度年度年度年度        １０１０１０１０人人人人    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



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プラプラプライバシーイバシーイバシーイバシー保護保護保護保護にににに関関関関するするするする規程規程規程規程・・・・マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

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

    ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----①①①①利用者利用者利用者利用者のののの意向意向意向意向のののの把握把握把握把握とととと満足満足満足満足のののの向上向上向上向上へのへのへのへの活用活用活用活用にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    ａａａａ    

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)  (3)  (3)  (3)  利用者利用者利用者利用者がががが意見等意見等意見等意見等をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい体制体制体制体制をををを確保確保確保確保しているしているしているしている。。。。        

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----①①①①    利用者利用者利用者利用者がががが相談相談相談相談やややや意見意見意見意見をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)(3)(3)(3)----②②②②    苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを確立確立確立確立しししし十分十分十分十分にににに周知周知周知周知・・・・機能機能機能機能しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

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

        

    

    

                

        特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

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

ますますますます。。。。年間年間年間年間にににに2222～～～～3333回実施回実施回実施回実施されているされているされているされている統括園長統括園長統括園長統括園長によるによるによるによる巡回指導時巡回指導時巡回指導時巡回指導時のののの指摘指摘指摘指摘にににに対対対対しししし、、、、是正是正是正是正がなされがなされがなされがなされ

ているているているている事事事事もももも確認確認確認確認しましましましましたしたしたした。。。。    

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

個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。書面等書面等書面等書面等のののの記録記録記録記録もももも、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて園児園児園児園児のののの氏名氏名氏名氏名ををををアルファベッアルファベッアルファベッアルファベッ

トトトト表示表示表示表示しししし暗号化暗号化暗号化暗号化すすすするるるる等等等等、、、、配慮配慮配慮配慮していますしていますしていますしています。。。。『『『『プライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル（（（（羞恥心羞恥心羞恥心羞恥心にににに配慮配慮配慮配慮）』、）』、）』、）』、

『『『『苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、』、』、』、相談員相談員相談員相談員・・・・複数複数複数複数のののの第三者委第三者委第三者委第三者委員等員等員等員等のののの役割役割役割役割・・・・分担等分担等分担等分担等もももも確認確認確認確認ししししましましましましたたたた。。。。    

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート（（（（時期時期時期時期    2012201220122012年年年年12121212月月月月））））をををを実施実施実施実施しししし、、、、    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    50505050家族家族家族家族にににに配布配布配布配布してしてしてして50505050件回収件回収件回収件回収、、、、回収率回収率回収率回収率    100100100100％％％％    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    57575757家族家族家族家族にににに配布配布配布配布してしてしてして57575757件回収件回収件回収件回収、、、、回収率回収率回収率回収率    100100100100％％％％    をををを達成達成達成達成しましたしましたしましたしました。。。。    

保護者保護者保護者保護者からのからのからのからの贈贈贈贈りりりり物物物物““““改善改善改善改善のののの芽芽芽芽””””にににに対対対対しししし、、、、2013201320132013年年年年1111月月月月よりよりよりより改善改善改善改善をををを開始開始開始開始していますしていますしていますしています。。。。    

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート項目項目項目項目        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    ？？？？    

西宮西宮西宮西宮        はいはいはいはい    58585858％％％％        どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない    22222222％％％％        いいえいいえいいえいいえ    18181818％％％％    未記入未記入未記入未記入    2222％％％％    

西北西北西北西北        はいはいはいはい    67676767％％％％        どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない    19191919％％％％        いいえいいえいいえいいえ    12121212％％％％    未記入未記入未記入未記入    2222％％％％    

改善実施事例改善実施事例改善実施事例改善実施事例：：：：    都会都会都会都会にににに新新新新しくしくしくしく設立設立設立設立されるされるされるされる全全全全てのてのてのての保育園保育園保育園保育園がががが持持持持つつつつ課題課題課題課題ににににチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ    



・・・・    1111月月月月よりよりよりより    『『『『10101010分間分間分間分間マラソンマラソンマラソンマラソン』』』』をををを始始始始めましためましためましためました            

・・・・    2222月月月月よりよりよりより    保護者保護者保護者保護者にににに客観的客観的客観的客観的にににに説明説明説明説明できるようにできるようにできるようにできるように外遊外遊外遊外遊びびびび時間時間時間時間のののの計測計測計測計測をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました    

☆☆☆☆    西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園    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よるによるによるによる総合評価総合評価総合評価総合評価    

大変満足大変満足大変満足大変満足 24% 24% 24% 24%            満足満足満足満足 38%   38%   38%   38%      どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば満足満足満足満足  26%  26%  26%  26%        どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない   4%   4%   4%   4%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば不満不満不満不満    4%       4%       4%       4%               不満不満不満不満 4%    4%    4%    4%                       大変不満大変不満大変不満大変不満 0 0 0 0    

★★★★    西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園    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よるよるよるよる総合評価総合評価総合評価総合評価    

大変満足大変満足大変満足大変満足    333366667777%%%%        満足満足満足満足    41414141%  %  %  %      どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば満足満足満足満足        11113333%%%%        どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない        4444%%%%    

どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば不満不満不満不満            2222%   %   %   %               不満不満不満不満    4444%   %   %   %                       大変不満大変不満大変不満大変不満    2222%%%%    



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    

    

職員職員職員職員のののの意見意見意見意見をををを取取取取りりりり入入入入れながられながられながられながら独自独自独自独自ににににサービスサービスサービスサービス評価項目評価項目評価項目評価項目をををを作成作成作成作成してしてしてして、、、、サービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに努努努努めていめていめていめてい

ますますますます。。。。またまたまたまた、、、、評価評価評価評価ににににあたってはあたってはあたってはあたっては、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ数値目標数値目標数値目標数値目標をとりいれをとりいれをとりいれをとりいれ、、、、定期的定期的定期的定期的にににに具体的具体的具体的具体的なななな評価評価評価評価にににに取取取取りりりり組組組組

んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの標準化標準化標準化標準化、、、、サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容のののの見直見直見直見直しししし、、、、記録方法記録方法記録方法記録方法のののの改善改善改善改善もももも実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。

園長園長園長園長はははは、、、、3333年前年前年前年前にににに大阪府主催大阪府主催大阪府主催大阪府主催のののの福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価５５５５日間研修日間研修日間研修日間研修にににに参加参加参加参加済済済済、、、、主任主任主任主任はははは、、、、現場現場現場現場ののののローテローテローテローテ

ーションーションーションーションをやりをやりをやりをやり繰繰繰繰りしりしりしりし、、、、2013201320132013年夏年夏年夏年夏のののの研修研修研修研修にににに参加予定参加予定参加予定参加予定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。。。。またまたまたまた、、、、西宮市初西宮市初西宮市初西宮市初のののの２２２２度目度目度目度目のののの第第第第

三者評価三者評価三者評価三者評価のののの受審受審受審受審でででで、、、、保育保育保育保育ののののプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルゆえゆえゆえゆえ、、、、日日日日々々々々のののの仕事仕事仕事仕事をををを客観視客観視客観視客観視するするするする事事事事がががが必要必要必要必要とととと考考考考えておえておえておえてお

りりりり、、、、そのそのそのその教育教育教育教育・・・・訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。    

    

    

    



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

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

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

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

ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②        サービスサービスサービスサービスのののの開始開始開始開始にあたりにあたりにあたりにあたり利用者等利用者等利用者等利用者等にににに説明説明説明説明しししし同意同意同意同意をををを得得得得ているているているている。。。。    ａａａａ    

ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(2)(2)(2)(2)    サービスサービスサービスサービスのののの継続性継続性継続性継続性にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした対応対応対応対応がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。        

    

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

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

    

    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット」、「」、「」、「」、「保育園保育園保育園保育園のしおりのしおりのしおりのしおり」、「」、「」、「」、「夢夢夢夢ニュースニュースニュースニュース（（（（毎月毎月毎月毎月200200200200部発行部発行部発行部発行）」）」）」）」をををを配付配付配付配付、、、、ホームページホームページホームページホームページ

にてもにてもにてもにても必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる情報情報情報情報はははは提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。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諸経費等諸経費等諸経費等諸経費等をををを記載記載記載記載しししし、、、、入園式入園式入園式入園式やややや面面面面

接時接時接時接時にににに園長園長園長園長・・・・主任主任主任主任がががが説明説明説明説明しししし、、、、同意書同意書同意書同意書にににに合意合意合意合意のののの旨旨旨旨をををを記記記記してもらっていますしてもらっていますしてもらっていますしてもらっています。。。。またまたまたまた、、、、見学見学見学見学、、、、体験体験体験体験をををを

実施実施実施実施してしてしてしていますいますいますいます。。。。記載記載記載記載されたされたされたされた「「「「園内見学者園内見学者園内見学者園内見学者カードカードカードカード」」」」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。。。。    

転園先転園先転園先転園先からからからから要望要望要望要望があればがあればがあればがあれば、、、、独自独自独自独自にににに作成作成作成作成したしたしたした「「「「転園児転園児転園児転園児のののの引継引継引継引継ぎぎぎぎ書類書類書類書類」」」」をををを送付出来送付出来送付出来送付出来ますますますます。。。。    

    

    

    

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いるしているしているしている。。。。        

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

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

    

                

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

「「「「児童票児童票児童票児童票」、「」、「」、「」、「年間指導計画年間指導計画年間指導計画年間指導計画」、「」、「」、「」、「月案月案月案月案」、「」、「」、「」、「保育経過記録保育経過記録保育経過記録保育経過記録」」」」にてにてにてにて個個個個々々々々のののの子子子子どものどものどものどもの発達状況発達状況発達状況発達状況をををを把握把握把握把握

しししし、、、、１１１１年年年年をををを４４４４期期期期にににに分分分分けてけてけてけて達成状況達成状況達成状況達成状況をををを管理管理管理管理していますしていますしていますしています。。。。計画計画計画計画のののの見直見直見直見直ししししもももも、「、「、「、「省察欄省察欄省察欄省察欄」」」」等等等等をををを活用活用活用活用しししし

、、、、適宜実施適宜実施適宜実施適宜実施していますしていますしていますしています。。。。子子子子どものどものどものどもの目標目標目標目標へのへのへのへの到達時期到達時期到達時期到達時期はははは、、、、１１１１期期期期（（（（赤赤赤赤）、）、）、）、２２２２期期期期（（（（緑緑緑緑）、）、）、）、３３３３期期期期（（（（黄黄黄黄）、）、）、）、

４４４４期期期期（（（（青青青青））））とととと色色色色でででで区分区分区分区分しししし、、、、次次次次にににに生生生生かすかすかすかす仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが機能機能機能機能していますしていますしていますしています。。。。    

    



評価対象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意意意

向等向等向等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定改定改定改定しししし

ているているているている。。。。    
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映反映反映反映させさせさせさせ

ているているているている。。。。    
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映反映反映反映してしてしてして

いるいるいるいる。。。。    
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、、、、全職全職全職全職

員員員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かかか

しているしているしているしている。。。。    
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、、、、適切適切適切適切なななな対対対対

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    

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況状況状況状況にににに

応応応応じてじてじてじて対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----③③③③    子子子子どもがどもがどもがどもが自発的自発的自発的自発的にににに活動活動活動活動できるできるできるできる環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----④④④④    身近身近身近身近なななな自然自然自然自然やややや社会社会社会社会とかかわれるようなとかかわれるようなとかかわれるようなとかかわれるような取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑤⑤⑤⑤    さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな表現活動表現活動表現活動表現活動がががが体験体験体験体験できるようにできるようにできるようにできるように配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑥⑥⑥⑥    遊遊遊遊びやびやびやびや生活生活生活生活をををを通通通通してしてしてして人間関係人間関係人間関係人間関係がががが育育育育つようつようつようつよう配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑦⑦⑦⑦    子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮するととも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役割分業役割分業役割分業意識意識意識意識をををを植植植植ええええ付付付付けないようけないようけないようけないよう

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

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑨⑨⑨⑨    乳児保育乳児保育乳児保育乳児保育のためののためののためののための環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しししし、、、、保育保育保育保育のののの内容内容内容内容やややや方法方法方法方法にににに配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----１１１１----(4)(4)(4)(4)----⑩⑩⑩⑩    長時間長時間長時間長時間にわたるにわたるにわたるにわたる保育保育保育保育のためののためののためののための環境環境環境環境がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、保育保育保育保育のののの内容内容内容内容やややや方法方法方法方法にににに配慮配慮配慮配慮

しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

    

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

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

    



特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日、、、、3333歳児歳児歳児歳児    ぱんだのへやぱんだのへやぱんだのへやぱんだのへや、、、、1111歳児歳児歳児歳児    りすのへやりすのへやりすのへやりすのへや    にてにてにてにて、、、、日案日案日案日案にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、造形造形造形造形（（（（描画描画描画描画・・・・製作製作製作製作

）、）、）、）、音楽音楽音楽音楽（（（（リズムリズムリズムリズム・・・・身振身振身振身振りりりり・・・・歌歌歌歌・・・・楽器演奏楽器演奏楽器演奏楽器演奏などなどなどなど）、）、）、）、言語言語言語言語（（（（話話話話すすすす・・・・書書書書くくくく・・・・読読読読むむむむ））））等等等等、、、、子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子、、、、関関関関わりわりわりわり

状況状況状況状況をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

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

生生生生ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック」、「」、「」、「」、「疾病対応疾病対応疾病対応疾病対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」をををを基基基基にににに、、、、子子子子どものどものどものどもの「「「「既往症既往症既往症既往症」、「」、「」、「」、「健康管理状態健康管理状態健康管理状態健康管理状態」、「」、「」、「」、「アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー

チュックチュックチュックチュック表表表表」」」」をををを記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。    

評価当日評価当日評価当日評価当日2/2/2/2/5555（（（（火火火火））））のののの給食給食給食給食はははは、、、、さけのしおやきさけのしおやきさけのしおやきさけのしおやき、、、、はくさいのしおっぺはくさいのしおっぺはくさいのしおっぺはくさいのしおっぺサラダサラダサラダサラダ、、、、さつまいものみそしるさつまいものみそしるさつまいものみそしるさつまいものみそしる、、、、

特特特特にににに『『『『はくさいのしおっぺはくさいのしおっぺはくさいのしおっぺはくさいのしおっぺサラダサラダサラダサラダ』』』』がががが絶品絶品絶品絶品でででで、、、、弊社弊社弊社弊社のののの２２２２名名名名のののの評価者評価者評価者評価者ははははそれぞれそれぞれそれぞれそれぞれ、、、、子子子子どもにどもにどもにどもに混混混混じってじってじってじって、、、、おおおお

代代代代わりをしましたわりをしましたわりをしましたわりをしました。。。。給食給食給食給食はははは、、、、バイキングバイキングバイキングバイキング形式形式形式形式だったのだったのだったのだったのでででですがすがすがすが、、、、保育園保育園保育園保育園ののののシステムシステムシステムシステムにににに不慣不慣不慣不慣れなれなれなれな私私私私がががが、、、、立立立立ちちちち

往生往生往生往生しているとしているとしているとしていると、、、、可愛可愛可愛可愛いいいい５５５５歳歳歳歳のののの女児女児女児女児がががが、、、、（（（（つかつかとつかつかとつかつかとつかつかと））））私私私私にににに近近近近づいてづいてづいてづいてくれてくれてくれてくれて、、、、手手手手をををを引引引引いていていていて案内案内案内案内してくれしてくれしてくれしてくれ

ましたましたましたました。「。「。「。「何何何何十十十十年年年年ぶりでしょうかぶりでしょうかぶりでしょうかぶりでしょうか？？？？女性女性女性女性ににににエスコートエスコートエスコートエスコートされるのはされるのはされるのはされるのは。。。。嬉嬉嬉嬉しいやらしいやらしいやらしいやら照照照照れくさいやられくさいやられくさいやられくさいやら、、、、少少少少しししし赤赤赤赤

面面面面してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。」。」。」。」    ６６６６人程度人程度人程度人程度のののの丸丸丸丸いいいいテーブルテーブルテーブルテーブルでででで、、、、未来未来未来未来のののの““““将棋将棋将棋将棋のののの棋士棋士棋士棋士””””、、、、““““警察官警察官警察官警察官””””、、、、““““おおおお花屋花屋花屋花屋さんさんさんさん

””””、、、、““““保育士保育士保育士保育士””””とととと同席同席同席同席ししししましたましたましたました。。。。未来未来未来未来のののの““““将棋将棋将棋将棋のののの棋士棋士棋士棋士””””はははは、「、「、「、「保育園保育園保育園保育園でででで一番賢一番賢一番賢一番賢くくくく、、、、駆駆駆駆けっこはけっこはけっこはけっこは、、、、2222番番番番ですですですです」」」」

とととと自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介としてくれとしてくれとしてくれとしてくれ、「、「、「、「父親父親父親父親とのとのとのとの将棋将棋将棋将棋ではではではでは、、、、飛車角落飛車角落飛車角落飛車角落ちちちち戦戦戦戦でででで互角互角互角互角とのとのとのとの話話話話でしたでしたでしたでした。」。」。」。」将来将来将来将来、、、、西西西西宮夢保育園宮夢保育園宮夢保育園宮夢保育園

卒園卒園卒園卒園のののの王将王将王将王将、、、、名人名人名人名人、、、、棋聖棋聖棋聖棋聖がががが誕生誕生誕生誕生するかもするかもするかもするかも？？？？    ２０２０２０２０年後年後年後年後がががが楽楽楽楽しみとなりましたしみとなりましたしみとなりましたしみとなりました。。。。    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園はははは、、、、阪神甲子園球場阪神甲子園球場阪神甲子園球場阪神甲子園球場のののの近近近近くにありくにありくにありくにあり、、、、5555歳児歳児歳児歳児はははは、、、、夏夏夏夏のののの高校野球高校野球高校野球高校野球のののの外野外野外野外野スタンドスタンドスタンドスタンドへへへへ応援応援応援応援にににに駆駆駆駆けけけけ

つけていますつけていますつけていますつけています。。。。そのためかそのためかそのためかそのためか、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、阪神阪神阪神阪神タイガースタイガースタイガースタイガースののののファンファンファンファンがががが多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。    

西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園はははは、、、、主任主任主任主任・・・・副主任副主任副主任副主任をををを筆頭筆頭筆頭筆頭にににに笑顔笑顔笑顔笑顔のののの良良良良いいいい楽楽楽楽しいしいしいしい保育士保育士保育士保育士がががが多多多多くくくく、、、、話話話話しやすいしやすいしやすいしやすい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを作作作作りりりり、、、、子子子子

どものどものどものどもの自主性自主性自主性自主性・・・・意欲意欲意欲意欲をををを育育育育てていますてていますてていますてています。。。。園全体園全体園全体園全体がががが落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気でででで保育保育保育保育をををを実践実践実践実践していますしていますしていますしています。。。。年長年長年長年長さんかさんかさんかさんか

らららら乳児乳児乳児乳児さんまでさんまでさんまでさんまで、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果でおでおでおでお互互互互いをいをいをいを大事大事大事大事にににに、、、、やさしいやさしいやさしいやさしい関係性関係性関係性関係性をををを作作作作れていますれていますれていますれています。。。。5555歳児歳児歳児歳児のののの子供子供子供子供

たちはたちはたちはたちは小小小小さなさなさなさな子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに頼頼頼頼りにされることでりにされることでりにされることでりにされることで自信自信自信自信をもちをもちをもちをもち、、、、小小小小さなさなさなさな子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは年上年上年上年上のののの子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに優優優優しくさしくさしくさしくさ

れることでれることでれることでれることで落落落落ちちちち着着着着きききき、、、、おおおお互互互互いによいいによいいによいいによい関係関係関係関係をををを維持維持維持維持していますしていますしていますしています。。。。これにはこれにはこれにはこれには毎日毎日毎日毎日ののののプログラムプログラムプログラムプログラムのなかでのなかでのなかでのなかで5555歳児歳児歳児歳児

のののの子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが全員全員全員全員００００，，，，１１１１，，，，２２２２歳児歳児歳児歳児のおのおのおのお部屋部屋部屋部屋でででで朝夕計朝夕計朝夕計朝夕計2222時間時間時間時間ほどほどほどほど、、、、本本本本をををを読読読読んであげたりんであげたりんであげたりんであげたり一緒一緒一緒一緒にににに遊遊遊遊んだりんだりんだりんだり、、、、

ほんとうのほんとうのほんとうのほんとうの兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹のようにのようにのようにのように過過過過ごすごすごすごす時間時間時間時間をををを組組組組んでいることがんでいることがんでいることがんでいることが効果効果効果効果をもたらしているようですをもたらしているようですをもたらしているようですをもたらしているようです。。。。    

子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは成長段階成長段階成長段階成長段階でででで絵本絵本絵本絵本からいろんなからいろんなからいろんなからいろんな刺激刺激刺激刺激をうけますがをうけますがをうけますがをうけますが、、、、そのそのそのその効果効果効果効果をををを大事大事大事大事にしにしにしにし、、、、絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせのかせのかせのかせの年年年年

間間間間プログラムプログラムプログラムプログラムをををを作成作成作成作成してしてしてして子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの成長成長成長成長にににに積極積極積極積極的的的的にににに絵本絵本絵本絵本をををを活用活用活用活用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、、、、子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに本物本物本物本物のののの質感質感質感質感をををを感感感感じてもらうためにじてもらうためにじてもらうためにじてもらうために、、、、保育室内保育室内保育室内保育室内にににに植物植物植物植物をををを増増増増やしつつありますやしつつありますやしつつありますやしつつあります。。。。またあえてまたあえてまたあえてまたあえて        

ガラスガラスガラスガラスのののの置物置物置物置物をををを置置置置いていますいていますいていますいています。。。。もちろんもちろんもちろんもちろんガラスガラスガラスガラスですからですからですからですから破損破損破損破損のののの危険危険危険危険はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、ガラスガラスガラスガラスのののの美美美美しさやしさやしさやしさや危険危険危険危険



性性性性をををを知知知知ることでることでることでることで子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの感性感性感性感性をををを育育育育てることをてることをてることをてることを支援支援支援支援していますしていますしていますしています。。。。    

ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（自動体外式除細動器自動体外式除細動器自動体外式除細動器自動体外式除細動器））））をををを設置設置設置設置しししし、、、、全保育士全保育士全保育士全保育士がそのがそのがそのがその講習講習講習講習をををを受講受講受講受講していますしていますしていますしています。。。。    

両園共両園共両園共両園共、、、、現在現在現在現在、、、、チャレンジドチャレンジドチャレンジドチャレンジド（（（（障障障障がいがいがいがい児児児児））））はははは、、、、在籍在籍在籍在籍してしてしてしていいいいませんがませんがませんがませんが、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制はははは、、、、備備備備わってわってわってわってますますますます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

西西西西    宮宮宮宮    夢夢夢夢    保保保保    育育育育    園園園園    

バイキングバイキングバイキングバイキング形式形式形式形式のののの給食給食給食給食ですですですです    ククククッキングッキングッキングッキング活動活動活動活動にににに取組取組取組取組みますみますみますみます    

        

西西西西    北北北北    夢夢夢夢    保保保保    育育育育    園園園園    

公園公園公園公園でたくさんでたくさんでたくさんでたくさん遊遊遊遊んだよんだよんだよんだよ    
鬼鬼鬼鬼にににに変身変身変身変身してしてしてして、、、、    

豆豆豆豆まきをしたよまきをしたよまきをしたよまきをしたよ    

ここここ    りりりり    すすすす    うううう    ささささ    ぎぎぎぎ    

        



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

    

    第三者評価結第三者評価結第三者評価結第三者評価結

果果果果    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ていっていっていってい

るるるる。。。。    
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記記記録録録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、、、、児童相談児童相談児童相談児童相談

所所所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のとのとのとの関関関関

連連連連をををを配慮配慮配慮配慮しながらしながらしながらしながら行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

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るためるためるため保育参観保育参観保育参観保育参観、、、、参加参加参加参加、、、、運動会運動会運動会運動会、、、、発表会発表会発表会発表会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。。。。    

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

するするするする体制体制体制体制をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。    

西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園ではではではでは、、、、近隣近隣近隣近隣ででででニーズニーズニーズニーズのののの高高高高いいいい『『『『一時保育一時保育一時保育一時保育』』』』にににに目標目標目標目標をををを持持持持ってってってって取取取取りりりり組組組組んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、年間年間年間年間300300300300

人人人人としているとしているとしているとしている目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するするするする見込見込見込見込みでみでみでみで、、、、近隣近隣近隣近隣のののの子育子育子育子育てててて世代世代世代世代よりよりよりより喜喜喜喜ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。    

    

    
    
    
    

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

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

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

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

るるるる。。。。    
ａａａａ    

ⅣⅣⅣⅣ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    食中毒食中毒食中毒食中毒のののの発生時発生時発生時発生時にににに対応対応対応対応できるできるできるできるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがありがありがありがあり、、、、さらにそのさらにそのさらにそのさらにその対応方法対応方法対応方法対応方法についについについについ

てはてはてはては、、、、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的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組

をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

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    

    

リスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントのののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、おもにおもにおもにおもに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行行行行っていますっていますっていますっています。。。。園長園長園長園長・・・・主任主任主任主任・・・・副主任副主任副主任副主任でででで構構構構

成成成成されるされるされるされる「「「「三役会議三役会議三役会議三役会議」」」」ががががリーダーリーダーリーダーリーダー役役役役となってとなってとなってとなって、、、、事故事故事故事故、、、、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事例事例事例事例をををを園全体園全体園全体園全体でででで分析分析分析分析しししし、、、、改善改善改善改善

するするするする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみ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。。。。    

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーのあるのあるのあるのある園児園児園児園児のののの食事対応食事対応食事対応食事対応もももも日日日日々々々々改良改良改良改良をををを重重重重ねていますねていますねていますねています。「。「。「。「誰誰誰誰かがかがかがかが考考考考えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる」」」」とととと思思思思っていっていっていってい

るとるとるとると絶対絶対絶対絶対にににに事故事故事故事故はははは減減減減りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園西宮夢保育園ではではではでは事故事故事故事故をををを事故事故事故事故としてとしてとしてとして終終終終わらせずにわらせずにわらせずにわらせずに「「「「なぜなぜなぜなぜ事故事故事故事故がおがおがおがお

こったのかこったのかこったのかこったのか」「」「」「」「どうすればどうすればどうすればどうすれば事故事故事故事故がががが起起起起こらなくなるかこらなくなるかこらなくなるかこらなくなるか」」」」をををを保育士全員保育士全員保育士全員保育士全員でででで考考考考ええええ実践実践実践実践にうつしていにうつしていにうつしていにうつしていますますますます。。。。

具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みではみではみではみでは、、、、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つつつつ園児園児園児園児ののののアレルゲンアレルゲンアレルゲンアレルゲンについてについてについてについて担当担当担当担当のののの保育士保育士保育士保育士だけでなくほかだけでなくほかだけでなくほかだけでなくほか

のののの保育士保育士保育士保育士もももも記憶記憶記憶記憶・・・・把握把握把握把握しているのでしているのでしているのでしているので、、、、複数複数複数複数のののの目目目目でででで食事食事食事食事チェックチェックチェックチェックがががが実施実施実施実施できるできるできるでき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。。。。    

『『『『衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、『』、『』、『』、『保育安全保育安全保育安全保育安全マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』、『、『、『、『防災防災防災防災・・・・避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』をををを作成作成作成作成しししし、、、、毎日毎日毎日毎日

点検点検点検点検をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。「。「。「。「ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリ・・・・ハットハットハットハット」」」」用紙用紙用紙用紙はははは、、、、各室各室各室各室にてにてにてにて記載記載記載記載しししし、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議でででで情報交換情報交換情報交換情報交換をををを行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。    

乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、SIDSSIDSSIDSSIDSチェックチェックチェックチェックをををを0000歳児歳児歳児歳児ではではではでは11110000分分分分ごとにごとにごとにごとに1111回行回行回行回行っていますっていますっていますっています。。。。

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

保護者保護者保護者保護者よりよりよりより要望要望要望要望のあるのあるのあるのある東南海東南海東南海東南海トラフトラフトラフトラフ等等等等のののの大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害にににに対対対対するするするする備備備備えもえもえもえも着着着着々々々々とととと進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、新新新新たにたにたにたに    

『『『『防災防災防災防災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ていましたしていましたしていましたしていました。。。。またまたまたまた、、、、津波対策津波対策津波対策津波対策としてとしてとしてとして近隣近隣近隣近隣のののの避難避難避難避難ビルビルビルビルのののの確保確保確保確保、、、、緊急一緊急一緊急一緊急一

斉斉斉斉メールメールメールメール、、、、「「「「防災非常食一覧防災非常食一覧防災非常食一覧防災非常食一覧（（（（水水水水、、、、キャラメルキャラメルキャラメルキャラメル等等等等）」）」）」）」「「「「非常用持非常用持非常用持非常用持ちちちち出出出出しししし袋袋袋袋」「ＦＭ」「ＦＭ」「ＦＭ」「ＦＭラジオラジオラジオラジオ＆＆＆＆ライトライトライトライト」」」」

のののの確認確認確認確認、、、、及及及及びそのびそのびそのびその資料資料資料資料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、、、、幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路にににに面面面面しししし交通量交通量交通量交通量のののの多多多多いいいい西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園西北夢保育園ではではではでは、、、、市市市市のののの安全安心対策安全安心対策安全安心対策安全安心対策グループグループグループグループによるによるによるによる交通安交通安交通安交通安

全教育全教育全教育全教育（（（（うさちゃんうさちゃんうさちゃんうさちゃんクラブクラブクラブクラブ、、、、24242424年年年年6666月月月月7777日日日日））））もももも実施実施実施実施してしてしてしておりおりおりおり、、、、集団集団集団集団のののの中中中中でででで交通規則交通規則交通規則交通規則（（（（どこをどこをどこをどこを歩歩歩歩けばけばけばけば

良良良良いのかいのかいのかいのか、、、、横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道はどうやってはどうやってはどうやってはどうやって渡渡渡渡るのかるのかるのかるのか、、、、このこのこのこの標識標識標識標識はどんなはどんなはどんなはどんな内容内容内容内容かかかか））））をををを実践的実践的実践的実践的にににに学学学学んでんでんでんでいますいますいますいます。。。。    

    


