
様式第１号 

兵庫県福祉サービス第三者評価の結果 

 

１ 評価機関 

 

名   称 株式会社株式会社株式会社株式会社    第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価    

所 在 地  大阪市東淀川区東中島1-17-5  ステュデイオ新大阪内 

評価実施期間  ２０１１年８月５日 ～ ２０１２年２月８日（水） 

 

実地訪問調査日 ― ２段階調査方式 

第２段階    ２０１２年１月２６日（木） 現場の保育サービスを中心に確認 

第１段階    ２０１１年１１月８日（火） 評価基準を中心に確認 

評価 調査者 ＨＦ０５－１－００９８  吉山 浩   （リーダー） 

ＨＦ０６－１－００１９  山田 奈津美 （メンバ－） 

ＨＦ１０－１－０００１  八巻 芳子 （報告書査読） 

 

 

 

２ 福祉サービス事業者 概要 

 

事業所名称： 夢夢夢夢咲咲咲咲保育園保育園保育園保育園 種 別： 第２種社会福祉事業 児童福祉施設 保育園 

代表者氏名： 豊原豊原豊原豊原    五月五月五月五月    園長園長園長園長    

                    （（（（窓口窓口窓口窓口    福田福田福田福田    法子法子法子法子    主任主任主任主任）））） 
開設年： 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日 

経営主体： 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： ６０６０６０６０    名名名名 

所 在 地：〒〒〒〒    ６５９６５９６５９６５９－－－－００２１００２１００２１００２１        芦屋市春日町芦屋市春日町芦屋市春日町芦屋市春日町２１２１２１２１番番番番８８８８号号号号 

電話番号： ０７９７０７９７０７９７０７９７（（（（３４３４３４３４））））９６１４９６１４９６１４９６１４ ＦＡＸ番号： ０７９７（２５）９６１５ 

メール： yumesaki@yumekoubou.or.jp http://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/yumesaki/page1/main.html 

 

３．理念・方針等 

 

    

保育理念保育理念保育理念保育理念： 

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

地域の子育て支援の核となる。 

    

保育方針保育方針保育方針保育方針： 

子どもは豊かに伸びていく可能性を秘めている。その子どもが現在を最も良く生き、望ましい 

未来をつくりだす力の基礎を培う。見るもの、聞くものに好奇心を誘発され、人に認められ、 

誉められ、喜ばれることにより、自分自身が生きている意味を、子どもなりに感じたり、愛情を 

たくさん注がれた「人間」の生きる力の大きさを大切にできる保育と、人から守られるだけ 

でなく自立していく過程で、困難なことや悲しいことに立ち向かう勇気と気力を育てていく 

ために、成長過程で課題を解決しようとする自立意欲を助長し、それを実践できる機会を大切に 

考えられる保育を目指す。 

 

 

 



 

４ 特に力を入れて取り組んでいる点 

 

・・・・アットホームアットホームアットホームアットホームなななな保育環境保育環境保育環境保育環境    

 まるでお家の様な保育園。 

 子ども一人ひとりの発達に合わせた玩具があり、ゆったり安心して過ごせるように各部屋の環境を 

工夫している。 

    

・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援 

 毎月年齢ごとに、日頃の保育の姿のビデオ上映、保育の取り組み、給食の試食会、子育ての悩み相談を 

開催している。乳児期の母親の抱える悩みを共感することで、子育てが楽しくなれるようにしている。 

年間を通して、７～８割の参加率で保護者の方に好評を得ている。 

 

・・・・あそびのあそびのあそびのあそびの中中中中のののの教育教育教育教育    

日々の保育の中でいろいろな体験ができるように、絵画指導、リトミックを年間計画に取り入れ 

実践している。また、英語、体操、音楽は、専属講師の指導のもと、楽しく実践的取り入れられている。 

・・・・食育活動食育活動食育活動食育活動    

    クッキング、菜園活動、食育（三食食品分類、マナー、かむことの大切さ、五味についてなど） 

子どもたちにわかりやすく、食の大切さを伝えている。 

  

・異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流異年齢児交流 

 月に1度、３,４,５歳児混合のグループをつくり保育に取り組んでいる。１月より、異年齢児保育を 

週に２～３日行い、違う年齢のこどもたちと関わりを多くもつことで、人への「やさしさ」「いたわり」 

「感謝」を知り、更に成長できるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

アットホームな保育室 絵画・造形活動 クッキング 

  

 



 

５．園児の状況に関する事項 （平成２４年１月１日現在） 

 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 

  ９名   １０名   １４名   １５名 

４歳児 ５歳児  合 計 

  １４名   ９名     ７１名 

 

 

 

 

６．職員の状況に関する事項 （平成２４年１月１日現在） 

 

 総数 園長 主任 副主任 保育士 

常勤 18名 1名 1名 2名 12名 

非常勤 1名 ― ― ― ― 

 栄養士 調理師 保健師   

常勤 1名 ― 1名   

非常勤 ― 1名 ―   

 

 

 

 

７．実習生の受け入れ 

    

平成 23年度 実習生の受け入れ人数   保育士  １ 人  （ 内訳 専門学校 １ 人 ） 

 

 

 

８．ボランティアの受け入れ 

 

平成 23年度 ボランティアの受け入れ人数     １ 人  （ 内容  保育業務補助 ） 

 

 

 

９．サービス利用者からの意見等の聴取について 

 

・行事ごとに、アンケートを実施し、今後の取り組みに反映できるようにしている。 

・園内に「ヤギさんポスト」（意見箱）を設置し、匿名で意見を言えるように 

している。 

 

 



 
１０．評価結果      

 

○ 総評 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    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））））設立設立設立設立２２２２年目年目年目年目のののの新新新新しいしいしいしい保育園保育園保育園保育園でででで、、、、チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ精神旺盛精神旺盛精神旺盛精神旺盛でででで、、、、    

評価評価評価評価をををを受受受受けるけるけるける事事事事ををををステップステップステップステップ・・・・アップアップアップアップののののチャンスチャンスチャンスチャンスとととと捉捉捉捉ええええ、、、、    
職員職員職員職員のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしかしかしかし、、、、各人各人各人各人にににに責任責任責任責任をををを持持持持たせたせたせたせ、、、、底力底力底力底力をををを引引引引きききき出出出出しししし、、、、    
チームチームチームチーム・・・・ワークワークワークワークでででで和和和和をををを結集結集結集結集しししし、、、、まとめあげたまとめあげたまとめあげたまとめあげたマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント力力力力    

    
２２２２））））「「「「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」」」」のののの出来出来出来出来栄栄栄栄えはえはえはえは、、、、HACCPHACCPHACCPHACCP ハサップハサップハサップハサップ（（（（危害危害危害危害

分析重要管理点分析重要管理点分析重要管理点分析重要管理点））））のののの概念概念概念概念をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた超一級品超一級品超一級品超一級品でででで、、、、丹念丹念丹念丹念にににに、、、、
見直見直見直見直しがしがしがしが実施実施実施実施されていましたされていましたされていましたされていました    

    
３３３３））））働働働働くくくく母親母親母親母親からのからのからのからの評価評価評価評価がががが極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい点点点点（（（（アンケートアンケートアンケートアンケートでででで絶賛絶賛絶賛絶賛））））    
 
 

今後、さらに研究を深めてもらいたい点 

 保護者への周知は、重要な点を強調し、手を変え品を変え（方法論）、複数回（何度も） 

試みて下さい。 

 



第三者評価結果に対する事業者のコメント 

 

開園開園開園開園２２２２年目年目年目年目でででで第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価にににに取取取取りりりり組組組組ませていただきましたませていただきましたませていただきましたませていただきました。。。。    

自園自園自園自園のののの強強強強みみみみ、、、、弱弱弱弱みがみがみがみが認識認識認識認識できできできでき明確明確明確明確なななな目標目標目標目標をもってをもってをもってをもって取取取取りりりり組組組組むむむむ事事事事がががが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。    

強強強強みにはみにはみにはみには更更更更にににに磨磨磨磨きかけきかけきかけきかけ、、、、弱弱弱弱みをみをみをみを真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、計画的計画的計画的計画的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ実行実行実行実行していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

 

 

○ 各評価項目に係る第三者評価結果 （別紙１） 

 

○ 各評価項目に係る評価結果グラフ （別紙２） 

 



（別紙１） 

評価細目の第三者評価結果 

                                                          

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
  

Ⅰ－１ 理念・基本方針 

 

 第三者評価結果 

Ⅰ-１-(1)  理念、基本方針を確立している。  

Ⅰ-１-(1)-① 理念を明文化している。 ａａａａ     

Ⅰ-１-(1)-② 理念に基づく基本方針を明文化している。 ａａａａ 

Ⅰ-１-(2)  理念や基本方針を周知している。  

 Ⅰ-１-(2)-① 理念や基本方針を職員及び利用者やその家族等に周知している。 ａａａａ 

 

    特記事項 

 

「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット」、「」、「」、「」、「入園入園入園入園のしおりのしおりのしおりのしおり」」」」にににに理念理念理念理念、、、、方針方針方針方針がががが記載記載記載記載してありしてありしてありしてあり、、、、玄関玄関玄関玄関にににに掲示掲示掲示掲示もももも

されてされてされてされておりおりおりおり、、、、そのそのそのその内容内容内容内容からからからから法人法人法人法人のののの信条信条信条信条やややや職員職員職員職員のののの行動規範行動規範行動規範行動規範がががが読読読読みみみみ取取取取れましたれましたれましたれました。。。。    

全職員全職員全職員全職員のののの保育手帳保育手帳保育手帳保育手帳にもにもにもにも貼貼貼貼ってありってありってありってあり、、、、職員会議等職員会議等職員会議等職員会議等でもでもでもでも理解度理解度理解度理解度をををを確認確認確認確認しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞きききき

ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日、、、、各人各人各人各人のののの頭頭頭頭のののの中中中中にににに刻刻刻刻みみみみ込込込込まれているかまれているかまれているかまれているか否否否否かかかか、、、、ランダムランダムランダムランダム・・・・

サンプリングサンプリングサンプリングサンプリングでででで数人数人数人数人のののの職員職員職員職員にににに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、、、、入園式入園式入園式入園式、、、、懇親会等懇親会等懇親会等懇親会等でででで、、、、そのそのそのその主旨主旨主旨主旨をををを保護者保護者保護者保護者にににに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。。。。 

 

 

 Ⅰ－２ 計画の策定 

 

 第三者評価結果 

Ⅰ-２-(1) 中・長期的なビジョンと計画を明確にしている。  

Ⅰ-２-(1)-① 中・長期計画を策定している。 ａａａａ 
 

Ⅰ-２-(1)-② 中・長期計画を踏まえた事業計画を策定している。 ａａａａ 

Ⅰ-２-(2) 計画を適切に策定している。  

Ⅰ-２-(2)-① 計画の策定を組織的に行っている。 ａａａａ  

 Ⅰ-２-(2)-② 計画を職員や利用者に周知している。 ａａａａ 

 

    特記事項 

 

策定策定策定策定されていたされていたされていたされていた「「「「中中中中・・・・長期計画長期計画長期計画長期計画」」」」をををを確認確認確認確認しししし、、、、今年度今年度今年度今年度のののの取組取組取組取組みみみみ事項事項事項事項、、、、及及及及びびびび    ３３３３年後年後年後年後

のののの保育園保育園保育園保育園のののの姿姿姿姿ををををイメージイメージイメージイメージ出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその記載内容記載内容記載内容記載内容からからからから、、、、実現可能性実現可能性実現可能性実現可能性、、、、数数数数

値目標値目標値目標値目標のののの妥当性妥当性妥当性妥当性のののの説明説明説明説明をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    



「「「「中中中中・・・・長期計画長期計画長期計画長期計画」」」」のののの作成過程作成過程作成過程作成過程よりよりよりより、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員のののの参画状況参画状況参画状況参画状況、、、、意見意見意見意見のののの集約集約集約集約、、、、反映反映反映反映のののの仕仕仕仕

組組組組みみみみ等等等等、、、、組織的組織的組織的組織的なななな取組取組取組取組みをみをみをみを確認確認確認確認しししし、、、、職員職員職員職員会議会議会議会議でのでのでのでの説明説明説明説明をををを「「「「議事録議事録議事録議事録」」」」でででで確認確認確認確認しまししまししまししまし

たたたた。。。。またまたまたまた、、、、簡潔簡潔簡潔簡潔にまとめられたにまとめられたにまとめられたにまとめられた内容内容内容内容でででで保護者保護者保護者保護者にもにもにもにも説明説明説明説明していましたしていましたしていましたしていました。。。。    

 



Ⅰ－３ 管理者の責任とリーダーシップ 

 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(1) 管理者の責任を明確にしている。  

Ⅰ-３-(1)-① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。 ａａａａ 
 

Ⅰ-３-(1)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 ａａａａ 

Ⅰ-３-(2) 管理者のリーダーシップを発揮している。  

Ⅰ-３-(2)-① 質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している。 ａａａａ  

 Ⅰ-３-(2)-② 経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮している。 ａａａａ 
 

 

    特記事項 

 

子育子育子育子育てててて真真真真っっっっ只中只中只中只中のののの生生生生ええええ抜抜抜抜きのきのきのきの若若若若いいいい園長園長園長園長はははは、、、、園園園園ををををリードリードリードリードするするするする立場立場立場立場としてとしてとしてとして自自自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明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ精神旺盛精神旺盛精神旺盛精神旺盛でででで職員職員職員職員のののの信頼信頼信頼信頼のもとのもとのもとのも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をををを

発揮発揮発揮発揮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長所長所長所長所をををを引引引引きききき出出出出すすすす、、、、それをそれをそれをそれを組合組合組合組合すすすす技量技量技量技量にににに並並並並々々々々ならぬものをならぬものをならぬものをならぬものを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    

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果的運営効果的運営効果的運営効果的運営、、、、効率化効率化効率化効率化にもにもにもにも法人本部法人本部法人本部法人本部のののの指導指導指導指導のののの下下下下、、、、真摯真摯真摯真摯にににに取組取組取組取組んでいまんでいまんでいまんでいま

したしたしたした。。。。    

 

 



評価対象Ⅱ 組織の運営管理 
 
Ⅱ－１ 経営状況の把握 

 

 第三者評価結果 

Ⅱ-１-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。  

Ⅱ-１-(1)-① 事業経営をとりまく環境を的確に把握している。 ａａａａ 

Ⅱ-１-(1)-② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を行っている。 ａａａａ  

Ⅱ-１-(1)-③ 外部監査等を実施している。 ａａａａ 

 

 

    特記事項 

 

芦屋芦屋芦屋芦屋のののの本部本部本部本部がががが主導主導主導主導でででで、、、、毎月毎月毎月毎月、、、、経営環境経営環境経営環境経営環境・・・・状況状況状況状況のののの把握把握把握把握・・・・課題課題課題課題のののの解決解決解決解決をををを図図図図るためるためるためるため、、、、    

園長会園長会園長会園長会がががが開催開催開催開催されていてされていてされていてされていて、、、、調査日調査日調査日調査日にはにはにはには豊富豊富豊富豊富なななな資料資料資料資料がががが用意用意用意用意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。。。。    

確認確認確認確認したしたしたした資料資料資料資料：：：：    「「「「外部監査資料外部監査資料外部監査資料外部監査資料」」」」、、、、「「「「評議会評議会評議会評議会ファイルファイルファイルファイル」、「」、「」、「」、「月次報告書月次報告書月次報告書月次報告書」」」」    

「「「「芦屋市芦屋市芦屋市芦屋市のののの保育所及保育所及保育所及保育所及びびびび幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて」、「」、「」、「」、「小口現金集表小口現金集表小口現金集表小口現金集表」」」」    

 

 

 

Ⅱ－２ 人材の確保・養成 

 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(1) 人事管理の体制を整備している。  

Ⅱ-２-(1)-① 必要な人材に関する具体的なプランを確立している。 ａａａａ 
 

Ⅱ-２-(1)-② 人事考課は客観的な基準に基づいて行っている。 ａａａａ 

Ⅱ-２-(2) 職員の就業状況に配慮している。  

Ⅱ-２-(2)-① 職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みを構築

している。 
ａａａａ  

 
Ⅱ-２-(2)-② 福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。 ａａａａ 

Ⅱ-２-(3)  職員の質の向上に向けた体制を確立している。  

Ⅱ-２-(3)-① 職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示している。 ａａａａ 

Ⅱ-２-(3)-② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画を策定し、計画に

基づいて具体的な取組を行っている。 
ａａａａ  

Ⅱ-２-(3)-③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。 ａａａａ 

Ⅱ-２-(4) 実習生の受け入れを適切に行っている。  

Ⅱ-２-(4)-①  実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし体制を整備して

いる。 
ａａａａ 

 

Ⅱ-２-(4)-② 実習生の育成について積極的な取組を行っている。 ａａａａ 

 

 

 

 



 

 

  特記事項 

 

『『『『人人人人事制度運用事制度運用事制度運用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、、、、評価結果評価結果評価結果評価結果がががが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ししし

ていていていていますますますます。。。。    

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

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、、、、職員教育職員教育職員教育職員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。。。。    

他他他他「「「「有給休暇管理簿有給休暇管理簿有給休暇管理簿有給休暇管理簿」、「」、「」、「」、「勤怠勤怠勤怠勤怠システムシステムシステムシステム」、「」、「」、「」、「超過勤務超過勤務超過勤務超過勤務ファイルファイルファイルファイル」」」」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。。。。    

主主主主たるたるたるたる職員職員職員職員でででで、、、、2011201120112011年年年年4444----9999月放映月放映月放映月放映ののののNHKNHKNHKNHK朝朝朝朝のののの連連連連ドラドラドラドラ「「「「おひさまおひさまおひさまおひさま」」」」でででで取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ

たたたた「「「「心心心心にににに太陽太陽太陽太陽をををを持持持持てててて」（」（」（」（山本有三編著山本有三編著山本有三編著山本有三編著    新潮社新潮社新潮社新潮社））））ののののまわしまわしまわしまわし読読読読みもみもみもみも行行行行われていたわれていたわれていたわれていた。。。。    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成23232323年度年度年度年度はははは、Ｋ、Ｋ、Ｋ、Ｋ専門学校専門学校専門学校専門学校からからからから実習生実習生実習生実習生1111名名名名をををを受受受受けけけけ入入入入れていますれていますれていますれています。。。。    

 



Ⅱ－３ 安全管理 

 

 第三者評価結果 

Ⅱ-３-(1) 利用者の安全を確保するための取組を行っている。  

Ⅱ-３-(1)-① 緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応など利用者の安全確保

のための体制を整備し機能している。 
ａａａａ     

Ⅱ-３-(1)-② 利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。 ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

園長園長園長園長、、、、主任主任主任主任をををを責任者責任者責任者責任者としてとしてとしてとして、、、、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事故防止事故防止事故防止事故防止にににに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、、、、組織的組織的組織的組織的・・・・

継続的継続的継続的継続的にににに未然防止策未然防止策未然防止策未然防止策としてとしてとしてとして「「「「ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット」」」」のののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし、、、、要因分析要因分析要因分析要因分析にににに力力力力をををを入入入入れてれてれてれて行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。「「「「遊具遊具遊具遊具・・・・園内安全点検園内安全点検園内安全点検園内安全点検」、「」、「」、「」、「防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練」、「」、「」、「」、「避避避避難訓練難訓練難訓練難訓練」」」」のののの記録記録記録記録をををを確認確認確認確認しましましましま

したしたしたした。。。。    

 

 

 



Ⅱ－４ 地域との交流と連携 

 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(1) 地域との関係を適切に確保している。  

Ⅱ-４-(1)-① 利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 ａａａａ 

Ⅱ-４-(1)-②  事業所が有する機能を地域に還元している。 ａａａａ  

Ⅱ-４-(1)-③  ボランティア受け入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。 ａａａａ 

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携を確保している。  

Ⅱ-４-(2)-① 必要な社会資源を明確にしている。 ａａａａ  

 Ⅱ-４-(2)-② 関係機関等との連携を適切に行っている。 ａａａａ 

Ⅱ-４-(3)  地域の福祉向上のための取組を行っている。  

 Ⅱ-４-(3)-① 地域の福祉ニーズを把握し、事業・活動を行っている。 ａａａａ 

 

 

    特記事項 

 

主任主任主任主任をををを中心中心中心中心ににににトライトライトライトライやるやるやるやるウイークウイークウイークウイークでででで中高生中高生中高生中高生のののの保育体験保育体験保育体験保育体験をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれたりたりたりたり、、、、地域地域地域地域のののの子育子育子育子育てててて家家家家

庭庭庭庭にににに対対対対しししし、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援やややや、、、、毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日にににに、、、、園庭開放園庭開放園庭開放園庭開放をををを行行行行いいいい、、、、園行事園行事園行事園行事のののの開放開放開放開放とととと地域地域地域地域行事行事行事行事へへへへ

のののの参加参加参加参加はははは、、、、積極的積極的積極的積極的にににに行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。12121212月月月月、、、、近隣近隣近隣近隣ののののＭＭＭＭ工場工場工場工場ででででクッキークッキークッキークッキーややややビスケットビスケットビスケットビスケットをををを作作作作

っているのをっているのをっているのをっているのを見学見学見学見学していますしていますしていますしています。。。。    

平成平成平成平成23232323年度年度年度年度はははは、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア１１１１名名名名をををを受受受受けけけけ入入入入れていますれていますれていますれています。。。。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 
 
Ⅲ－１ 利用者本位の福祉サービス 

 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢を明示している。  

Ⅲ-１-(1)-① 利用者を尊重したサービス提供について共通の理解をもつための取組を

行っている。 
ａａａａ 

 

Ⅲ-１-(1)-②  利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備している。 ａａａａ 

Ⅲ-１-(2) 利用者満足の向上に努めている。  

 Ⅲ-１-(2)-①利用者の意向の把握と満足の向上への活用に取り組んでいる。 ａａａａ 

Ⅲ-１-(3)  利用者が意見等を述べやすい体制を確保している。  

Ⅲ-１-(3)-① 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。 ａａａａ 

Ⅲ-１-(3)-② 苦情解決の仕組みを確立し十分に周知・機能している。 ａａａａ  

Ⅲ-１-(3)-③ 利用者からの意見等に対して迅速に対応している。 ａａａａ 

  

 

 

 

   特記事項 

 

子子子子どものどものどものどもの人格人格人格人格をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした保育保育保育保育はははは、、、、理念理念理念理念にもにもにもにも明示明示明示明示されされされされ、、、、保育課程保育課程保育課程保育課程やややや指導計画指導計画指導計画指導計画にににに反反反反

映映映映されているされているされているされている。。。。職員職員職員職員のののの行動規範行動規範行動規範行動規範としてとしてとしてとして職会等職会等職会等職会等でででで繰繰繰繰りりりり返返返返しししし取取取取りりりり上上上上げげげげ、、、、共通共通共通共通のののの認識認識認識認識

をもつようをもつようをもつようをもつよう努努努努めているめているめているめている。。。。プライバシープライバシープライバシープライバシー((((羞恥心羞恥心羞恥心羞恥心にににに配慮配慮配慮配慮））））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・・・・ママママ

ニュアルニュアルニュアルニュアル等等等等はははは整備整備整備整備されされされされ、、、、保育上保育上保育上保育上のののの配慮配慮配慮配慮しししし、、、、設備上設備上設備上設備上のののの工夫工夫工夫工夫もされているもされているもされているもされている。。。。職員職員職員職員にににに

はははは誓約書誓約書誓約書誓約書のののの提出提出提出提出をををを求求求求めめめめ徹底徹底徹底徹底をををを図図図図っていっていっていっていますますますます。。。。    

保護者保護者保護者保護者のののの満足度満足度満足度満足度やややや意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望についてについてについてについて、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな機会機会機会機会をををを捉捉捉捉ええええ把握把握把握把握しししし、、、、要望要望要望要望にににに

応応応応えるえるえるえる努力努力努力努力をしているをしているをしているをしている。。。。またまたまたまた、、、、園園園園にににに対対対対するするするする苦情苦情苦情苦情やややや要望要望要望要望、、、、意見意見意見意見のののの申申申申しししし出出出出にににに関関関関してしてしてして

、、、、書面書面書面書面やややや説明説明説明説明をををを通通通通してしてしてして保護者保護者保護者保護者にににに知知知知らせらせらせらせ、、、、園園園園のののの職員職員職員職員、、、、第三者委員第三者委員第三者委員第三者委員をををを含含含含むむむむ複数複数複数複数のののの窓窓窓窓

口口口口をををを設設設設けけけけ対応対応対応対応しししし、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、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苦情苦情苦情苦情のののの可視化可視化可視化可視化、、、、対応状況対応状況対応状況対応状況のののの

公開公開公開公開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。。。。開園後開園後開園後開園後2222年年年年間間間間でででで寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた大大大大きなきなきなきな苦情苦情苦情苦情なしなしなしなし。。。。    

今回今回今回今回、、、、評価機関評価機関評価機関評価機関ののののルールルールルールルールにににに沿沿沿沿ってってってって保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート（（（（時期時期時期時期    8888月月月月））））をををを実施実施実施実施、、、、        

（（（（園児園児園児園児    71717171人人人人、、、、総家庭数総家庭数総家庭数総家庭数    56565656家族家族家族家族、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート回収回収回収回収    54545454件件件件、、、、回回回回収率収率収率収率    96.496.496.496.4％％％％））））、、、、                

保護者保護者保護者保護者のののの高高高高いいいい満足度満足度満足度満足度をををを示示示示していましていましていましていましたしたしたした。。。。（（（（別添別添別添別添    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----参照参照参照参照）））） 

 

 



Ⅲ－２ サービスの質の確保 

 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(1) 質の向上に向けた取組を組織的に行っている。  

Ⅲ-２-(1)-① サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。 ａａａａ 

Ⅲ-２-(1)-②  評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にしている。 ａａａａ  

Ⅲ-２-(1)-③ 課題に対する改善策・改善計画を立て実施している。 ａａａａ 

Ⅲ-２-(2)  個々のサービスの標準的な実施方法を確立している。  

Ⅲ-２-(2)-① 個々のサービスについて標準的な実施方法を文書化しサービスを提供している。 ａａａａ  

 Ⅲ-２-(2)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みを確立している。 ａａａａ 

Ⅲ-２-(3)  サービス実施の記録を適切に行っている。  

Ⅲ-２-(3)-① 利用者に関するサービス実施状況の記録を適切に行っている。 ａａａａ 

Ⅲ-２-(3)-② 利用者に関する記録の管理体制を確立している。 ａａａａ  

Ⅲ-２-(3)-③ 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。 ａａａａ 

 

 

 特記事項 

 

主主主主なななな園行事園行事園行事園行事のののの開催後開催後開催後開催後にはにはにはには、、、、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アンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた意意意意

見見見見やややや要望要望要望要望についてはについてはについてはについては、、、、集計集計集計集計・・・・分析分析分析分析しししし、、、、結果結果結果結果とととと園園園園からのからのからのからの回答回答回答回答をををを、、、、今今今今後後後後のののの保育保育保育保育やややや次年度次年度次年度次年度のののの

計画計画計画計画にににに反映反映反映反映させるようにしていますさせるようにしていますさせるようにしていますさせるようにしています。。。。家庭環境家庭環境家庭環境家庭環境がががが多様化多様化多様化多様化していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、全全全全てのてのてのての保護者保護者保護者保護者

のののの意見意見意見意見やややや要望要望要望要望をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、100100100100％％％％のののの満足満足満足満足度度度度にすることはにすることはにすることはにすることは不可能不可能不可能不可能ですがですがですがですが、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの保保保保

護者護者護者護者からからからから支持支持支持支持をををを得得得得られるようられるようられるようられるよう、、、、今後今後今後今後もももも行事行事行事行事のありのありのありのあり方方方方などをなどをなどをなどを見直見直見直見直していくしていくしていくしていく考考考考えをえをえをえを持持持持ってってってって

いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、2011201120112011年年年年8888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にににに対対対対するするするする「「「「改善計画書改善計画書改善計画書改善計画書」」」」もももも確認確認確認確認しししし

ましたましたましたました。。。。    

「「「「標準的標準的標準的標準的なななな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マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」、「」、「」、「」、「きりんのへやきりんのへやきりんのへやきりんのへや・・・・活動活動活動活動マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」、「」、「」、「」、「個人情個人情個人情個人情

報保護規定報保護規定報保護規定報保護規定」、「」、「」、「」、「利用者情報保護誓約書利用者情報保護誓約書利用者情報保護誓約書利用者情報保護誓約書（（（（平成平成平成平成20202020年年年年.10.26.10.26.10.26.10.26付付付付けけけけ    ＹＹＹＹさんさんさんさん分分分分）」）」）」）」等等等等をををを確認確認確認確認

しましたしましたしましたしました。。。。    

主任主任主任主任はははは異動異動異動異動等等等等もあってもあってもあってもあって、、、、幸幸幸幸いにもいにもいにもいにも今回今回今回今回でででで早早早早くもくもくもくも３３３３度目度目度目度目のののの受審受審受審受審となりとなりとなりとなり、、、、評価基準評価基準評価基準評価基準のののの理解理解理解理解

度度度度がががが高高高高いいいいレベルレベルレベルレベルにににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。 

 

 



Ⅲ－３ サービスの開始・継続 

 

 第三者評価結果 

Ⅲ-３-(1) サービス提供の開始を適切に行っている。  

Ⅲ-３-(1)-① 利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している。 ａａａａ 
 

Ⅲ-３-(1)-②  サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。 ａａａａ 

Ⅲ-３-(2) サービスの継続性に配慮した対応が行われている。  

 

 
Ⅲ-３-(2)-① 事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性に配慮

した対応を行っている。 
ａａａａ 

 

 

    特記事項 

 

「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット」、」、」、」、「「「「入園入園入園入園ののののしおりしおりしおりしおり」」」」等等等等のののの配付配付配付配付、、、、玄関等玄関等玄関等玄関等へのへのへのへの張張張張りりりり紙紙紙紙、、、、ホームペーホームペーホームペーホームペー

ジジジジにてもにてもにてもにても必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる情報情報情報情報はははは提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、随時随時随時随時、、、、見学見学見学見学、、、、体験体験体験体験をををを受受受受

けけけけ入入入入れれれれ説明説明説明説明もももも実施実施実施実施していしていしていしていますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、保護者保護者保護者保護者のののの同意同意同意同意をををを示示示示すすすす「「「「入園同意書入園同意書入園同意書入園同意書」」」」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。。。。 

 

 

 

Ⅲ－４ サービス実施計画の策定 

 

 第三者評価結果 

Ⅲ-４-(1) 利用者のアセスメントを行っている。  

Ⅲ-４-(1)-① 定められた手順に従ってアセスメントを行っている。 ａａａａ 
 

Ⅲ-４-(1)-②  利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示している。 ａａａａ 

Ⅲ-４-(2) 利用者に対するサービス実施計画を策定している。  

Ⅲ-４-(2)-① サービス実施計画を適切に策定している。 ａａａａ  

 Ⅲ-４-(2)-② 定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行っている。 ａａａａ 

 

    

特記事項 

 

「「「「児童票児童票児童票児童票」、「」、「」、「」、「年間指導計画年間指導計画年間指導計画年間指導計画」、「」、「」、「」、「月案月案月案月案」、「」、「」、「」、「週案週案週案週案」」」」、「、「、「、「日案日案日案日案」」」」にてにてにてにて個個個個々々々々のののの子子子子どものどものどものどもの発発発発

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

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

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

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

訪問評価当日訪問評価当日訪問評価当日訪問評価当日1/1/1/1/26262626（（（（木木木木））））午前中午前中午前中午前中、、、、評価員評価員評価員評価員はははは、、、、①①①①1111才才才才・・・・りすりすりすりす組組組組    ②②②②2222才才才才・・・・うさぎうさぎうさぎうさぎ組組組組    



③③③③4444才才才才・・・・きりんきりんきりんきりん組組組組    ④④④④5555才才才才・・・・ららららいおんいおんいおんいおん組組組組    のののの4444つのつのつのつのクラスクラスクラスクラスのののの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実施実施実施実施

状況状況状況状況をををを「「「「保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス・・・・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」」」」にににに沿沿沿沿ってってってって確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。 

 

 

 



評価対象Ⅳ 実施する福祉サービスの内容 
 

Ⅳ－１ 子どもの発達援助 

 

 第三者評価結果 

Ⅳ-１-(1) 発達援助の基本  

Ⅳ-１-(1)-① 保育計画が、保育の基本方針に基づき、さらに地域の実態や保護者の意

向等を考慮して作成している。 
ａａａａ 

 
Ⅳ-１-(1)-② 指導計画の評価を定期的に行い、その結果に基づき、指導計画を改定し

ている。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)  健康管理・食事  

Ⅳ-１-(2)-① 登所時や保育中の子どもの健康管理は、マニュアルなどがあり子ども一人

ひとりの健康状態に応じて実施している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-② 健康診断の結果について、保護者や職員に伝達し、それを保育に反映させ

ている。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-③ 歯科健診の結果について、保護者や職員に伝達し、それを保育に反映して

いる。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-④ 感染症発生時に対応できるマニュアルがあり、発生状況を保護者、全職

員に通知している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-⑤ 食事を楽しむことができる工夫をしている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-⑥ 子どもの喫食状況を把握するなどして、献立の作成・調理の工夫に活か

している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(2)-⑦ 子どもの食生活を充実させるために、家庭と連携している。 ａａａａ 

 

 

Ⅳ-１-(2)-⑧ アレルギー疾患をもつ子どもに対し、専門医からの指示を得て、適切な対

応を行っている。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(3)  保育環境  

Ⅳ-１-(3)-① 子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している。 ａａａａ 
 

Ⅳ-１-(3)-② 生活の場に相応しい環境とする取組を行っている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)  保育内容  

Ⅳ-１-(4)-① 子ども一人ひとりへの理解を深め、受容しようと努めている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-② 基本的な生活習慣や生理現象に関しては、一人ひとりの子どもの状況に

応じて対応している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-③ 子どもが自発的に活動できる環境を整備している。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-④ 身近な自然や社会とかかわれるような取組を行っている。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑤ さまざまな表現活動が体験できるように配慮している。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑥ 遊びや生活を通して人間関係が育つよう配慮している。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑦ 子どもの人権に十分配慮するとともに、文化の違いを認め、互いに尊重

する心を育てるよう配慮している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑧ 性差への先入観による固定的な観念や役割分業意識を植え付けないよう

配慮している。 
ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑨ 乳児保育のための環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。 ａａａａ 

Ⅳ-１-(4)-⑩ 長時間にわたる保育のための環境が整備され、保育の内容や方法に配慮

している。 
ａａａａ 

 

Ⅳ-１-(4)-⑪ チャレンジド保育のための環境を整備し、保育の内容や方法に配慮して

いる。 
ａａａａ 

 



特記事項 

 

当日当日当日当日1111////26262626（（（（木木木木））））のののの献立献立献立献立はははは、、、、二色二色二色二色あげあげあげあげ（（（（カレーカレーカレーカレー味味味味ののののソウセージソウセージソウセージソウセージ天麩羅天麩羅天麩羅天麩羅、、、、竹輪竹輪竹輪竹輪のののの天麩羅天麩羅天麩羅天麩羅）、）、）、）、

もやしのいろとりあえもやしのいろとりあえもやしのいろとりあえもやしのいろとりあえ、、、、小松菜小松菜小松菜小松菜のののの味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁、、、、午後午後午後午後ののののおやつはおやつはおやつはおやつは、、、、ばななばななばななばななヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルトでしたでしたでしたでした。。。。    

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果がががが示示示示すようにすようにすようにすように食事食事食事食事はおいはおいはおいはおいしかったですしかったですしかったですしかったです。。。。    

    

またまたまたまた、、、、「「「「衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理マニアルマニアルマニアルマニアル」」」」のののの出来出来出来出来えはえはえはえは、、、、HACCPHACCPHACCPHACCP ハサップハサップハサップハサップ（（（（危害分析重要管理点危害分析重要管理点危害分析重要管理点危害分析重要管理点））））のののの    

概念概念概念概念をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた超一級品超一級品超一級品超一級品でででで、、、、丹念丹念丹念丹念にににに、、、、見直見直見直見直しがしがしがしが実施実施実施実施されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

献立表献立表献立表献立表はははは、、、、園園園園だよりとだよりとだよりとだよりと共共共共にににに保護者保護者保護者保護者にににに、、、、前月下旬前月下旬前月下旬前月下旬にににに配布配布配布配布されされされされ、、、、豊富豊富豊富豊富ななななメニューメニューメニューメニューでででですすすす。。。。    

保育士保育士保育士保育士のののの関関関関わりはわりはわりはわりは、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のののの目線目線目線目線にににに立立立立ちちちち、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧でででで暖暖暖暖かくかくかくかく受容受容受容受容しておりしておりしておりしており、、、、人権人権人権人権にににに配慮配慮配慮配慮しししし

たたたた保育保育保育保育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。。。。子子子子どものどものどものどもの発達段階発達段階発達段階発達段階にににに応応応応じたじたじたじた玩具玩具玩具玩具・・・・遊具遊具遊具遊具がががが用意用意用意用意されされされされ、、、、自分自分自分自分でででで取取取取

りりりり出出出出しししし自由自由自由自由にににに遊遊遊遊べるようべるようべるようべるよう整理整頓整理整頓整理整頓整理整頓がががが為為為為されていますされていますされていますされています。。。。特特特特にににに、、、、絵画指導絵画指導絵画指導絵画指導はははは本格的本格的本格的本格的でででで子子子子どもどもどもども

がががが持持持持つつつつ創造性創造性創造性創造性をををを広広広広げようとげようとげようとげようとされていますされていますされていますされています。。。。道具箱道具箱道具箱道具箱にはにはにはには、、、、粘土粘土粘土粘土・・・・クレパスクレパスクレパスクレパス・・・・のりのりのりのり・・・・はさみはさみはさみはさみ

等等等等がががが用意用意用意用意されされされされ、、、、自由自由自由自由にににに使使使使えるようにえるようにえるようにえるように工夫工夫工夫工夫されていますされていますされていますされています。。。。    

入入入入りりりり口口口口にににに設定設定設定設定されているされているされているされているデジタルフォトフレームデジタルフォトフレームデジタルフォトフレームデジタルフォトフレームではではではでは、、、、そのそのそのその日日日日、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが垣間見垣間見垣間見垣間見せたせたせたせた笑笑笑笑

顔顔顔顔をををを再度見再度見再度見再度見るるるる事事事事がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。    

    

2011201120112011年年年年8888月実施月実施月実施月実施のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果（（（（自由記述部分自由記述部分自由記述部分自由記述部分））））よりよりよりより        食食食食、、、、保育保育保育保育にににに関関関関してしてしてして一部一部一部一部抜粋抜粋抜粋抜粋    

①①①①    子供子供子供子供ののののアレルギーアレルギーアレルギーアレルギーにににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに対応対応対応対応してしてしてして頂頂頂頂いておりいておりいておりいており、、、、大変感謝大変感謝大変感謝大変感謝していますしていますしていますしています。。。。    

②②②②    給食給食給食給食    やややや    おやつおやつおやつおやつ    もおいしいですもおいしいですもおいしいですもおいしいです。。。。    

③③③③    子供子供子供子供はははは料理好料理好料理好料理好きなのできなのできなのできなので、、、、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定期的定期的定期的定期的にしてくれるのがにしてくれるのがにしてくれるのがにしてくれるのが気気気気にににに入入入入ってますってますってますってます。。。。    

④④④④    異年齢児間異年齢児間異年齢児間異年齢児間のののの交流交流交流交流がががが活発活発活発活発でででで良良良良いいいい刺激刺激刺激刺激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。。。。３３３３～～～～５５５５歳児歳児歳児歳児ははははランチルームランチルームランチルームランチルームでででで昼食昼食昼食昼食をとってをとってをとってをとって

おりおりおりおり、、、、低年齢低年齢低年齢低年齢のののの子子子子のおのおのおのお世話世話世話世話をしてあげたりとをしてあげたりとをしてあげたりとをしてあげたりと、、、、とてもとてもとてもとても良良良良いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

ＡＡＡＡ    清潔感清潔感清潔感清潔感がありがありがありがあり、、、、自主性自主性自主性自主性やややや自尊心自尊心自尊心自尊心、、、、またそのまたそのまたそのまたその子子子子のののの個性個性個性個性がのびるようにがのびるようにがのびるようにがのびるように心心心心がけしてくれているがけしてくれているがけしてくれているがけしてくれている。。。。    

ＢＢＢＢ    子供子供子供子供がががが自由自由自由自由にににに遊遊遊遊べたりべたりべたりべたり、、、、異異異異なるなるなるなる年齢年齢年齢年齢のののの子供子供子供子供ともともともとも触触触触れれれれ合合合合うううう機会機会機会機会がががが多多多多いといといといと感感感感じますじますじますじます。。。。    

ＣＣＣＣ    色色色色々々々々とととと遊遊遊遊びにびにびにびに工夫工夫工夫工夫がががが感感感感じられじられじられじられ、、、、子供子供子供子供ががががイキイキイキイキイキイキイキイキ過過過過ごせているようのごせているようのごせているようのごせているようの思思思思いいいい感謝感謝感謝感謝していますしていますしていますしています。。。。    



Ⅳ－２ 子育て支援 

 

 第三者評価結果 

Ⅳ-２-(1) 入所児童の保護者等への育児支援  

Ⅳ-２-(1)-① 一人ひとりの保護者と日常的な情報交換に加え、個別面談などを行ってい

る。 
ａａａａ 

Ⅳ-２-(1)-② 家庭の状況や保護者との情報交換の内容を必要に応じて記録している。 ａａａａ 

Ⅳ-２-(1)-③ 子どもの発達や育児などについて、懇談会などの話し合いの場に加えて、

保護者と共通理解を得るための機会を設けている。 
ａａａａ 

Ⅳ-２-(1)-④ 虐待を受けていると疑われる子どもの早期発見に努め、得られた情報が速

やかに所長まで届く体制になっている。 
ａａａａ 

Ⅳ-２-(1)-⑤ 虐待を受けていると疑われる子どもの保護者への対応について、児童相談

所などの関係機関に照会、通告を行う体制が整っている。 
ａａａａ 

 

Ⅳ-２-(1)-⑥ 一時保育は、一人ひとりの子どもの心身の状態を考慮し、通常保育との関

連を配慮しながら行っている。 
ａａａａ 

 

 

特記事項 

 

保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの個別個別個別個別面談面談面談面談にににに加加加加ええええ、、、、「「「「引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ表表表表」、「」、「」、「」、「連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳」、「」、「」、「」、「TodaysTodaysTodaysTodays    MemoryMemoryMemoryMemory」、」、」、」、園長園長園長園長

によるによるによるによる子育子育子育子育てててて会会会会等等等等、、、、保護者保護者保護者保護者とととと密密密密なななな話話話話しししし合合合合いいいいをををを実施実施実施実施ししししていますていますていますています。。。。    

一時保育児童一時保育児童一時保育児童一時保育児童のののの保護者保護者保護者保護者ともともともとも、、、、登降園時登降園時登降園時登降園時のののの情報交換情報交換情報交換情報交換をををを積極的積極的積極的積極的にににに実施実施実施実施してしてしてしておりおりおりおり、、、、保育士保育士保育士保育士

がががが子育子育子育子育てててて相談相談相談相談にににに対応対応対応対応してしてしてしてますますますます。。。。    

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。。。。    

    

2011201120112011年年年年8888月実施月実施月実施月実施のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果（（（（自由記述部分自由記述部分自由記述部分自由記述部分））））よりよりよりより        子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    一部一部一部一部抜粋抜粋抜粋抜粋    

①①①①    延長保育延長保育延長保育延長保育でででで20202020時時時時までありまでありまでありまであり助助助助かりますかりますかりますかります。。。。またまたまたまた送迎送迎送迎送迎のののの時間時間時間時間にもにもにもにも柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応、、、、安心安心安心安心してしてしてして預預預預けれますけれますけれますけれます    

②②②②    臨機応変臨機応変臨機応変臨機応変にににに迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応してくれるしてくれるしてくれるしてくれる柔軟柔軟柔軟柔軟なななな園園園園ですですですです。。。。    

③③③③    働働働働くくくく保護者保護者保護者保護者にとてもにとてもにとてもにとても配慮配慮配慮配慮してしてしてして下下下下さっていますさっていますさっていますさっています。。。。    

④④④④    先生先生先生先生がががが笑顔笑顔笑顔笑顔でででで楽楽楽楽しくしくしくしく働働働働かれているのでかれているのでかれているのでかれているので、、、、子供達子供達子供達子供達をををを安心安心安心安心してしてしてして預預預預けることがけることがけることがけることが出来出来出来出来ますますますます。。。。    

⑤⑤⑤⑤    今後今後今後今後もももも、、、、今今今今までまでまでまで同様同様同様同様にににに、、、、私私私私もももも含含含含めめめめ、、、、女性女性女性女性がががが社会社会社会社会にににに進出進出進出進出しししし、、、、活躍活躍活躍活躍しししし続続続続けられるけられるけられるけられる基盤基盤基盤基盤とととと    

なっなっなっなってててて欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 



 

Ⅳ－３ 安全・事故防止 

 

 第三者評価結果 

Ⅳ-３-(1) 安全・事故防止  

Ⅳ-３-(1)-① 調理場、水周りなどの衛生管理は、マニュアルに基づいて適切に実施してい

る。 
ａａａａ 

Ⅳ-３-(1)-② 食中毒の発生時に対応できるマニュアルがあり、さらにその対応方法につい

ては、全職員にも周知している。 
ａａａａ 

Ⅳ-３-(1)-③ 事故防止のためのチェックリスト等があり、事故防止に向けた具体的な取組

を行っている。 
ａａａａ 

Ⅳ-３-(1)-④ 事故や災害の発生時に対応できるマニュアルがあり、全職員に周知している。 ａａａａ 

 

Ⅳ-３-(1)-⑤ 不審者の侵入時などに対応できるマニュアルがあり、全職員に周知している。 ａａａａ 

 

 

 

特記事項 

 

『『『『衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、『』、『』、『』、『保育安全保育安全保育安全保育安全マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』、『、『、『、『防災防災防災防災・・・・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、、、、「「「「施設施設施設施設・・・・遊具安全遊具安全遊具安全遊具安全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」」」」にてにてにてにて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。。。。    

屋上屋上屋上屋上のののの園庭園庭園庭園庭、、、、外構外構外構外構、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場、、、、門扉門扉門扉門扉、、、、調理室等調理室等調理室等調理室等、、、、安全面安全面安全面安全面をををを目視確認目視確認目視確認目視確認しましたしましたしましたしました。。。。    

防犯防犯防犯防犯セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ面面面面ではではではでは、、、、監視監視監視監視カメラカメラカメラカメラのののの画像画像画像画像のののの写写写写りりりり具合具合具合具合、、、、県警県警県警県警ホットラインホットラインホットラインホットラインをををを確確確確

認認認認しましたしましたしましたしました。。。。    

 


