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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    6666    月月月月    1111    日日日日～～～～        2014201420142014    年年年年    2222    月月月月    14141414    日日日日    

        実実実実地訪問調査日地訪問調査日地訪問調査日地訪問調査日        2014201420142014    年年年年    1111    月月月月    14141414    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                            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    

HF06HF06HF06HF06----1111----0019001900190019    ⅠⅠⅠⅠ・・・・ⅡⅡⅡⅡ章担当章担当章担当章担当    サブサブサブサブ・・・・リーダリーダリーダリーダ        山田山田山田山田    奈津奈津奈津奈津    

HF12HF12HF12HF12----1111----000000003333        保育現場担当保育現場担当保育現場担当保育現場担当                            現役主任保育士現役主任保育士現役主任保育士現役主任保育士    

    

    

    ※※※※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    

結果結果結果結果のののの確定日確定日確定日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：：：：        くるみくるみくるみくるみ保育園保育園保育園保育園    
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：：：：        石塚石塚石塚石塚    尚美尚美尚美尚美        園長園長園長園長    

                                伊勢伊勢伊勢伊勢    千家子千家子千家子千家子    主任主任主任主任    

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２１２１２１２１    年年年年５５５５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    桜谷福祉会桜谷福祉会桜谷福祉会桜谷福祉会    
定員定員定員定員                        ４０４０４０４０        人人人人    

（（（（利用人数利用人数利用人数利用人数））））        ４８４８４８４８        人人人人    

所在地所在地所在地所在地：：：：        〒〒〒〒661661661661----0022002200220022        尼崎市尾浜町尼崎市尾浜町尼崎市尾浜町尼崎市尾浜町1111丁目丁目丁目丁目33333333----2222    

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：    06060606----6427642764276427----9794979497949794    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号：：：：    06060606----6429642964296429----2301230123012301    

ＥＥＥＥ----mailmailmailmail：：：：    

                        kurumikidsamagasaki@mx4.alphakurumikidsamagasaki@mx4.alphakurumikidsamagasaki@mx4.alphakurumikidsamagasaki@mx4.alpha----web.ne.jpweb.ne.jpweb.ne.jpweb.ne.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.sakuradanihttp://www.sakuradanihttp://www.sakuradanihttp://www.sakuradani----fukushikai.com/fukushikai.com/fukushikai.com/fukushikai.com/    

    

    

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

    

    

基本理念基本理念基本理念基本理念        
    

１１１１．．．．公益的事業公益的事業公益的事業公益的事業のののの積極的取積極的取積極的取積極的取りりりり組組組組みみみみ    

２２２２．．．．人権人権人権人権をををを擁護擁護擁護擁護するするするする    

３３３３．．．．発達支援発達支援発達支援発達支援・・・・自立支援自立支援自立支援自立支援にににに向向向向けたけたけたけたサービスサービスサービスサービスのののの確立確立確立確立    

４４４４．．．．医療医療医療医療・・・・教育教育教育教育・・・・福祉福祉福祉福祉のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    

５５５５．．．．地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの共生共生共生共生        

    

    
保育理念保育理念保育理念保育理念    

        

個性個性個性個性をををを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、個人個人個人個人々々々々ののの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適切適切適切適切なななな指導指導指導指導をををを行行行行いいいい、、、、    安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なななな保育環境保育環境保育環境保育環境のもとのもとのもとのもと子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

一人一人一人一人、、、、一人一人一人一人がががが生生生生きききき生生生生きききき    とととと健健健健やかにやかにやかにやかに育育育育ちちちち、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方がががが安心安心安心安心してしてしてして預預預預けられるけられるけられるけられる施設施設施設施設をををを目指目指目指目指    していますしていますしていますしています。。。。    

    

        

保育目標保育目標保育目標保育目標                            ・・・・げんきなげんきなげんきなげんきな子子子子どもどもどもども        ・・・・かんがえるかんがえるかんがえるかんがえる子子子子どもどもどもども        ・・・・やさしいやさしいやさしいやさしい子子子子どもどもどもども    
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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    
    

    

１１１１、、、、乳児保育乳児保育乳児保育乳児保育のののの充実充実充実充実をををを目指目指目指目指すすすす    
                

くるみくるみくるみくるみ保育園保育園保育園保育園のののの本年度本年度本年度本年度ののののテーマテーマテーマテーマとしてとしてとしてとして、、、、    
①①①① 子子子子どものどものどものどもの心心心心をををを育育育育てるてるてるてる人的人的人的人的・・・・物的環境物的環境物的環境物的環境のののの整備整備整備整備    
②②②② 自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情をををを育育育育むむむむ保育保育保育保育    

            をををを基基基基にににに、、、、遊遊遊遊びのびのびのびのコーナーコーナーコーナーコーナーとととと生活動線作生活動線作生活動線作生活動線作りをりをりをりを子子子子どもどもどもども中心中心中心中心にににに考考考考えてえてえてえて整備整備整備整備していますしていますしていますしています。。。。    
    具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、乳児期乳児期乳児期乳児期のののの心心心心のののの育育育育ちにちにちにちに最最最最もももも必要必要必要必要なななな自尊感情自尊感情自尊感情自尊感情をををを育育育育むむむむ為為為為にににに、、、、保育士保育士保育士保育士のののの優優優優しいしいしいしい笑顔笑顔笑顔笑顔とととと    
関関関関わりわりわりわり、、、、肯定的肯定的肯定的肯定的なななな言葉掛言葉掛言葉掛言葉掛けをけをけをけを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。。。。またまたまたまた、、、、ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージによるによるによるによる心心心心とととと体体体体のののの育成育成育成育成
をををを行行行行いいいい、、、、食事食事食事食事・・・・離乳食離乳食離乳食離乳食にもにもにもにも個個個個々々々々のののの発達発達発達発達にににに即即即即したしたしたした丁寧丁寧丁寧丁寧なななな対応対応対応対応をををを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。。。。保育園全体保育園全体保育園全体保育園全体がががが
温温温温かくかくかくかく安心安心安心安心したしたしたした雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気になるようにになるようにになるようにになるよう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。。。。    

    
    
２２２２、、、、保護者対応保護者対応保護者対応保護者対応    

                
朝朝朝朝・・・・夕夕夕夕のののの個別個別個別個別のののの丁寧丁寧丁寧丁寧なななな対応対応対応対応とととと子育子育子育子育てててて相談相談相談相談、、、、毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日のぷくぷくのぷくぷくのぷくぷくのぷくぷくタイムタイムタイムタイムのののの設置設置設置設置（（（（保護者同保護者同保護者同保護者同    
士士士士のふれあいのふれあいのふれあいのふれあいタイムタイムタイムタイム）、）、）、）、行事行事行事行事のののの土日開催土日開催土日開催土日開催、、、、離乳食離乳食離乳食離乳食ののののアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス等等等等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。。。。    

    
    
３３３３、、、、地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献・・・・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    

                
すくすくすくすくすくすくすくすく子育子育子育子育てててて広場広場広場広場をををを月月月月2222回開催回開催回開催回開催しししし、、、、地域地域地域地域のののの子育子育子育子育てててて中中中中のののの保護者保護者保護者保護者にににに利用利用利用利用していただいしていただいしていただいしていただいていますていますていますています    
内容内容内容内容ははははベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ・・・・コーナーコーナーコーナーコーナー遊遊遊遊びびびび・・・・離乳食講座離乳食講座離乳食講座離乳食講座・・・・季節季節季節季節のののの行事行事行事行事へのへのへのへの参加参加参加参加。。。。又又又又、、、、地域地域地域地域のののの    
「「「「おうおうおうおうボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」やややや「「「「老人会老人会老人会老人会」」」」とのとのとのとの交流交流交流交流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。。。。    

    
    
４４４４、、、、安全安全安全安全・・・・衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの充実充実充実充実    

                
寝具寝具寝具寝具・・・・エプロンエプロンエプロンエプロン・・・・手拭手拭手拭手拭きききき・・・・口吹口吹口吹口吹きのきのきのきの管理管理管理管理、、、、感染症予防感染症予防感染症予防感染症予防、、、、事故事故事故事故・・・・怪我怪我怪我怪我のののの防止対策防止対策防止対策防止対策・・・・避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    
のののの充実充実充実充実をををを行行行行いいいい、、、、子子子子どものどものどものどもの健健健健やかなやかなやかなやかな育育育育ちをちをちをちを支支支支えているえているえているえている。。。。    

    

    

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（（（（2222））））    栄養士栄養士栄養士栄養士                １１１１    

    主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士                    １１１１            調理師調理師調理師調理師                        （（（（2222））））    

    

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    

    副主任副主任副主任副主任保育士保育士保育士保育士                    １１１１                            

    

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 26262626 年年年年 1111 月月月月 4444 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    合合合合    計計計計    

１２１２１２１２    名名名名    １６１６１６１６    名名名名    ２０２０２０２０    名名名名    ４８４８４８４８    名名名名    

    

施設施設施設施設のののの状況状況状況状況    
    
尼崎市営尼崎市営尼崎市営尼崎市営バスバスバスバス停停停停「「「「尾浜西口尾浜西口尾浜西口尾浜西口」」」」からからからから、、、、徒歩徒歩徒歩徒歩７７７７分分分分のののの住宅街住宅街住宅街住宅街    尾浜町尾浜町尾浜町尾浜町1111丁目丁目丁目丁目にににに在在在在るるるる保護者保護者保護者保護者からからからから絶大絶大絶大絶大なななな高高高高
いいいい評価評価評価評価をををを受受受受けるけるけるける乳児保育園乳児保育園乳児保育園乳児保育園ですですですです。。。。法人本部法人本部法人本部法人本部はははは、、、、赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市にににに在在在在りりりり、、、、高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設がががが母体母体母体母体。。。。保育園保育園保育園保育園はははは、、、、2013201320132013
年年年年4444月月月月よりよりよりより神戸神戸神戸神戸さくらさくらさくらさくら保育園保育園保育園保育園（（（（神戸市灘区浜田町神戸市灘区浜田町神戸市灘区浜田町神戸市灘区浜田町）、）、）、）、2014201420142014年年年年4444月月月月にはにはにはには西宮西宮西宮西宮セリジエセリジエセリジエセリジエ保育園保育園保育園保育園（（（（西宮市西宮市西宮市西宮市
戸崎町戸崎町戸崎町戸崎町））））開園予定開園予定開園予定開園予定。。。。既存既存既存既存のののの神戸市神戸市神戸市神戸市のののの石屋川石屋川石屋川石屋川くるみくるみくるみくるみ保育園保育園保育園保育園とととと合合合合わせわせわせわせ、、、、４４４４つのつのつのつの保育園保育園保育園保育園がありますがありますがありますがあります。。。。    
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３３３３    評価結果評価結果評価結果評価結果            子子子子どもをどもをどもをどもを真真真真んんんん中中中中にににに、、、、保護者保護者保護者保護者・・・・保育士保育士保育士保育士    みんながみんながみんながみんなが共共共共にににに成長成長成長成長していますしていますしていますしています    
    

    

    

◇◇◇◇    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４４４４点点点点    

    

（（（（１１１１））））尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市にはにはにはには８３８３８３８３のののの保育園保育園保育園保育園（（（（民間民間民間民間55555555    公立公立公立公立28282828））））がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその内内内内、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県やややや尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市がががが推奨推奨推奨推奨するするするする    

    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保育園保育園保育園保育園はははは、、、、８８８８保育園保育園保育園保育園のみですのみですのみですのみです。。。。    

（（（（受審率受審率受審率受審率    ：：：：    ８８８８／／／／８３８３８３８３            ９９９９．．．．６６６６％）％）％）％）    

上記上記上記上記のののの８８８８保育園保育園保育園保育園のののの内内内内、、、、２２２２度目度目度目度目のののの評価評価評価評価をををを受受受受けたけたけたけた保育園保育園保育園保育園はははは、、、、尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市ではではではでは２２２２保育園保育園保育園保育園のみですのみですのみですのみです。。。。    

現状現状現状現状のののの保育保育保育保育のののの状況状況状況状況をををを厚労省厚労省厚労省厚労省・・・・兵庫県作成兵庫県作成兵庫県作成兵庫県作成のののの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照照照照ららららしししし合合合合わせわせわせわせ、、、、自自自自らららら３３３３年毎年毎年毎年毎にににに、、、、保護者保護者保護者保護者

・・・・地域地域地域地域にににに向向向向けてけてけてけてそのそのそのその結果結果結果結果をををを公開公開公開公開するするするする事事事事でででで、、、、説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たたたたしていますしていますしていますしています。。。。【【【【前回前回前回前回2010201020102010年年年年8888月受審月受審月受審月受審】】】】    

    

又又又又、、、、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    第第第第1111章章章章----総則総則総則総則4444    にてにてにてにて定定定定められためられためられためられた、、、、特特特特にににに遵守遵守遵守遵守しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない3333つのつのつのつの事項事項事項事項    

（（（（①①①①子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権のののの尊重尊重尊重尊重、、、、②②②②保護者保護者保護者保護者やややや地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの説明責任説明責任説明責任説明責任、、、、③③③③個人情報個人情報個人情報個人情報のののの適切適切適切適切なななな取扱取扱取扱取扱いといといといと苦情苦情苦情苦情

解決解決解決解決））））をををを遵守遵守遵守遵守しししし社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任をををを果果果果たすたすたすたす地域地域地域地域になくてはならないになくてはならないになくてはならないになくてはならない保育園保育園保育園保育園であるであるであるである事事事事がががが確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。    

    

（（（（２２２２））））今年度今年度今年度今年度（（（（2013201320132013年年年年8888月月月月））））実施実施実施実施したしたしたした第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価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、、、、44444444件回収件回収件回収件回収（（（（総家族数総家族数総家族数総家族数44444444件件件件））））        

回収率回収率回収率回収率100100100100％％％％でででで、、、、５５５５段階評価段階評価段階評価段階評価でのでのでのでの総合満足度総合満足度総合満足度総合満足度はははは    ４４４４．．．．７７７７    のののの高高高高いいいい値値値値ですですですです。。。。            

【【【【満足満足満足満足5555点点点点：：：：32323232件件件件、、、、やややややややや満足満足満足満足4444点点点点：：：：11111111件件件件、、、、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3333点点点点：：：：1111件件件件、、、、やややややややや不満不満不満不満・・・・不満不満不満不満：：：：0000件件件件】】】】    
    

（（（（３３３３））））安全委員会安全委員会安全委員会安全委員会のののの委員長委員長委員長委員長をををを中心中心中心中心にににに、、、、知恵知恵知恵知恵をををを結集結集結集結集しししし、、、、保育室保育室保育室保育室のののの入口入口入口入口ドアドアドアドアにににに指詰防止加工指詰防止加工指詰防止加工指詰防止加工（（（（危険源危険源危険源危険源をををを柔柔柔柔らららら

かいかいかいかいビニールビニールビニールビニールでででで覆覆覆覆ったったったったポカヨケポカヨケポカヨケポカヨケ））））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。。。。そのそのそのその出来映出来映出来映出来映えはえはえはえは天下一品天下一品天下一品天下一品ですですですです。。。。    
    またまたまたまた、、、、管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士がががが作成作成作成作成したしたしたした『『『『食事食事食事食事・・・・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』』』』もももも、、、、内容内容内容内容がががが詳詳詳詳しくしくしくしく記載記載記載記載されておりされておりされておりされており、、、、
厨房厨房厨房厨房ののののノウハウノウハウノウハウノウハウをををを結集結集結集結集したしたしたした分分分分かりかりかりかり易易易易いいいいレベルレベルレベルレベルのののの高高高高いいいい出来映出来映出来映出来映えですえですえですえです。。。。    

    

（（（（４４４４））））園行事園行事園行事園行事やややや地域住民対象地域住民対象地域住民対象地域住民対象のののの行事行事行事行事のたびのたびのたびのたびにににに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じてじてじて参加者参加者参加者参加者のののの意向意向意向意向をををを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。。。。    まままま

たそのたそのたそのたその結果結果結果結果をををを反映反映反映反映してしてしてして積極的積極的積極的積極的かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに次回実施時次回実施時次回実施時次回実施時にににに内容内容内容内容のののの変更変更変更変更をををを加加加加ええええ、、、、変化変化変化変化するするするする利用者利用者利用者利用者ニーニーニーニーにににに

対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその内容内容内容内容もももも職員全員職員全員職員全員職員全員でででで専門誌専門誌専門誌専門誌ややややネットネットネットネットでででで情報情報情報情報をををを検索検索検索検索しししし、、、、専門性専門性専門性専門性・・・・独自性独自性独自性独自性のののの高高高高いいいい

内容内容内容内容になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

（（（（離乳食教室離乳食教室離乳食教室離乳食教室をををを実施実施実施実施したしたしたした際際際際にににに、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートをををを取取取取ったところったところったところったところ、、、、おおおお母母母母さんたちはさんたちはさんたちはさんたちは、「、「、「、「いつからいつからいつからいつから始始始始めためためためた

らいいのからいいのからいいのからいいのか」、「」、「」、「」、「どんなものをどんなものをどんなものをどんなものを食食食食べさせたらいいのかべさせたらいいのかべさせたらいいのかべさせたらいいのか」」」」というというというという基本的基本的基本的基本的なななな情報情報情報情報のののの入手入手入手入手ルートルートルートルートをををを持持持持ってってってって

おらずおらずおらずおらず教室教室教室教室へのへのへのへの期待期待期待期待がががが大大大大きかったのできかったのできかったのできかったので回数回数回数回数をををを増増増増やしていますやしていますやしていますやしています））））    

            乳児保育園乳児保育園乳児保育園乳児保育園のののの使命使命使命使命のののの理解理解理解理解とととと実践実践実践実践にににに全員全員全員全員でででで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結果結果結果結果、、、、乳児乳児乳児乳児がががが落落落落ちちちち着着着着いていていていて和和和和やかにやかにやかにやかに過過過過ごしごしごしごし

ていますていますていますています。。。。    

    

    

    ▼▼▼▼    改善改善改善改善がががが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１１１１点点点点    

    

    ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの結集結集結集結集とととと考考考考えられえられえられえられ、、、、中身中身中身中身のののの充実充実充実充実したしたしたした『『『『８８８８つのつのつのつのマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』    （（（（1111    職員勤務職員勤務職員勤務職員勤務、、、、2222    安全管理安全管理安全管理安全管理、、、、    

3333    乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育、、、、4444    入園入園入園入園・・・・退園退園退園退園・・・・一時預一時預一時預一時預かりかりかりかり    等等等等））））をををを作成作成作成作成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、、、、作成作成作成作成・・・・改訂日付改訂日付改訂日付改訂日付がががが記載記載記載記載されていされていされていされてい

ないないないないものものものものがががが散見散見散見散見されましたされましたされましたされました。。。。兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの評価基準評価基準評価基準評価基準ではではではでは、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの日付日付日付日付についてはについてはについてはについては触触触触れてはおりませんがれてはおりませんがれてはおりませんがれてはおりませんが、、、、世世世世

界標準界標準界標準界標準ののののISOISOISOISOではではではでは、、、、文書管理文書管理文書管理文書管理（（（（最新版最新版最新版最新版文書文書文書文書のののの管理方法管理方法管理方法管理方法））））のののの項目項目項目項目でででで、、、、①①①①文書文書文書文書のののの表紙表紙表紙表紙にににに文書名文書名文書名文書名、、、、作成作成作成作成・・・・改訂改訂改訂改訂年月日年月日年月日年月日    

及及及及びびびび    版数版数版数版数をををを記入記入記入記入しししし、、、、②②②②変更変更変更変更があったがあったがあったがあった場合場合場合場合、、、、どこがどこがどこがどこが変変変変わったかわったかわったかわったか簡単簡単簡単簡単にわかるようににわかるようににわかるようににわかるように    ｢｢｢｢改訂履歴改訂履歴改訂履歴改訂履歴｣｣｣｣    をををを作成作成作成作成しししし、、、、変変変変

更箇所更箇所更箇所更箇所がががが分分分分かりかりかりかり易易易易いよういよういよういよう識別表示識別表示識別表示識別表示すすすするるるる事事事事のののの記載記載記載記載がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、ごごごご参考参考参考参考にしてにしてにしてにして頂頂頂頂きききき、、、、作成作成作成作成・・・・改訂年月日改訂年月日改訂年月日改訂年月日をををを追記追記追記追記

のののの程程程程、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。        

    



                         4444    

    

園庭遊園庭遊園庭遊園庭遊びびびび    野菜野菜野菜野菜スタンプスタンプスタンプスタンプ    七五三詣七五三詣七五三詣七五三詣りりりり    

    

    

    

    

    

    

    

    

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会（（（（老人会老人会老人会老人会））））    すくすくすくすくすくすくすくすく子育子育子育子育てててて広場広場広場広場    安全対策安全対策安全対策安全対策    

    

    

    

    

    

    

    

                        ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    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保育園保育園保育園保育園ののののコメントコメントコメントコメント    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

    

    

        

３３３３年前年前年前年前にににに受審受審受審受審しししし、、、、そのそのそのその時時時時のののの課題課題課題課題のののの整理整理整理整理とととと解決解決解決解決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をみをみをみを行行行行いいいい、、、、さらにさらにさらにさらに今回今回今回今回のののの受審受審受審受審におにおにおにお

いてもいてもいてもいても、、、、出出出出てきたてきたてきたてきた課題課題課題課題をををを各委員会各委員会各委員会各委員会にににに振振振振りりりり分分分分けてけてけてけてＰＰＰＰ（（（（PlanPlanPlanPlan・・・・計画策定計画策定計画策定計画策定））））→→→→ＤＤＤＤ（（（（DoDoDoDo・・・・実行実行実行実行））））→→→→ＣＣＣＣ（（（（ChChChCh

eckeckeckeck・・・・評価評価評価評価））））→→→→ＡＡＡＡ    （（（（ActActActAct・・・・見直見直見直見直しししし））））でででで取取取取りりりり組組組組んできましたんできましたんできましたんできました。。。。そのそのそのその中中中中でででで法人理念法人理念法人理念法人理念がががが仕事仕事仕事仕事のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、

考考考考ええええ方方方方のののの柱柱柱柱となっていることをとなっていることをとなっていることをとなっていることを再確認再確認再確認再確認することがすることがすることがすることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。保育園保育園保育園保育園のののの業務業務業務業務のののの２２２２本柱本柱本柱本柱はははは「「「「保育保育保育保育」」」」

とととと「「「「子育子育子育子育てててて支援支援支援支援」」」」とととと『『『『保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針』』』』にににに明記明記明記明記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、、、、保育保育保育保育ではではではでは乳児期乳児期乳児期乳児期にににに必要必要必要必要なななな優優優優しくしくしくしく

温温温温かいかいかいかい保育保育保育保育をををを、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ではではではでは地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた行行行行きききき届届届届いたいたいたいた支援支援支援支援をををを、、、、先先先先をををを見通見通見通見通したしたしたした形形形形でででで今後今後今後今後

もももも行行行行っていきっていきっていきっていきたいとたいとたいとたいと考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル研修研修研修研修をををを深深深深めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを

行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。更更更更にににに２７２７２７２７年年年年からのからのからのからの「「「「子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて新新新新システムシステムシステムシステム」」」」のののの移行移行移行移行などなどなどなど、、、、保育保育保育保育をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく

環境環境環境環境がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わるわるわるわる意味意味意味意味をををを理解理解理解理解しながらしながらしながらしながら、、、、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追求追求追求追求しししし進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

    

    

    

    ○○○○    各評価項目各評価項目各評価項目各評価項目にににに係係係係るるるる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））））        

    



                         5555    

                            （（（（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サービサービサービススス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されされされているているているている。。。。    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されされされているているているている。。。。    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されされされているているているている。。。。        
    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等等等等にににに周知周知周知周知されされされされているているているている。。。。    ａａａａ    

    

    

            特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    
桜谷福祉会桜谷福祉会桜谷福祉会桜谷福祉会    及及及及びびびび    保育保育保育保育園園園園のののの理念理念理念理念についてはについてはについてはについては事業計画事業計画事業計画事業計画やややや広報誌広報誌広報誌広報誌「「「「さくらだにさくらだにさくらだにさくらだに」」」」などのなどのなどのなどの媒体媒体媒体媒体でででで

周知周知周知周知・・・・広報広報広報広報されていますされていますされていますされています。。。。職員職員職員職員等等等等にににに対対対対するするするする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のののの周知周知周知周知およびおよびおよびおよび理解理解理解理解のののの徹底徹底徹底徹底はははは、、、、従来年従来年従来年従来年2222
回法人本部回法人本部回法人本部回法人本部のののの担当業務担当業務担当業務担当業務としてとしてとしてとして実施実施実施実施していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、事業所数事業所数事業所数事業所数のののの増加増加増加増加にともないにともないにともないにともない、、、、各事業所各事業所各事業所各事業所からからからから
担当者担当者担当者担当者をををを選抜選抜選抜選抜してしてしてして1111年間年間年間年間にににに5555回回回回、、、、理念理念理念理念にににに対対対対するするするする理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる研修研修研修研修をををを実施実施実施実施しそのしそのしそのしその研修受講者研修受講者研修受講者研修受講者がががが担当担当担当担当
するするするする方法方法方法方法にににに変更変更変更変更されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで保育園保育園保育園保育園にとってにとってにとってにとって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「「「「教教教教えられるもえられるもえられるもえられるも
のののの」」」」からからからから「「「「自分自分自分自分たちのものたちのものたちのものたちのもの」」」」にににに変化変化変化変化しししし、、、、さらにさらにさらにさらに法人全体法人全体法人全体法人全体でででで理念理念理念理念のののの実現実現実現実現がががが確実確実確実確実なものになっていなものになっていなものになっていなものになってい
ますますますます。。。。園園園園でもでもでもでも独自独自独自独自にににに毎月毎月毎月毎月スタッフスタッフスタッフスタッフ会議会議会議会議でででで理念理念理念理念のののの周知周知周知周知をををを継続継続継続継続してしてしてして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。。。。第三者評価実第三者評価実第三者評価実第三者評価実
施日施日施日施日にににに任意任意任意任意にににに15151515名名名名のののの保育士保育士保育士保育士にににに理念理念理念理念、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針のののの内容内容内容内容    及及及及びびびび    遵守遵守遵守遵守すべきすべきすべきすべき法令法令法令法令をををを質問質問質問質問したところしたところしたところしたところ、、、、
全員全員全員全員がががが答答答答えられましたえられましたえられましたえられました。。。。    
    

    8888月月月月にににに園園園園でででで実施実施実施実施したしたした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中中中中、「、「、「、「理念理念理念理念・・・・保育目標保育目標保育目標保育目標をごをごをごをご存知存知存知存知ですかですかですかですか？」？」？」？」というというというという問問問問いにいにいにいに
対対対対してしてしてして100100100100％「％「％「％「はいはいはいはい」」」」のののの回答回答回答回答をいただくというをいただくというをいただくというをいただくという高高高高いいいい目標目標目標目標のののの元元元元、、、、実施実施実施実施したしたしたした結果結果結果結果はははは、、、、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    
13131313人人人人        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 28 28 28 28人人人人        （（（（    計計計計41414141人人人人        41/4441/4441/4441/44＝＝＝＝93.293.293.293.2％％％％    ））））でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、再度再度再度再度11111111月月月月にもにもにもにも保保保保
護者護者護者護者がががが集集集集まったまったまったまった折折折折にににに説明説明説明説明をををを行行行行っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    
    
    地域地域地域地域にににに対対対対してはしてはしてはしては広報誌広報誌広報誌広報誌「「「「さくらだにさくらだにさくらだにさくらだに」」」」100100100100部部部部をををを毎回毎回毎回毎回ポスティングポスティングポスティングポスティングしていますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた公的機関公的機関公的機関公的機関やややや
隣接隣接隣接隣接のののの公民館公民館公民館公民館へもへもへもへも配布配布配布配布しししし、、、、園園園園のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの周知周知周知周知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。。。。    

    

    
★★★★    2013201320132013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        母数母数母数母数44444444人人人人    （（（（回答率回答率回答率回答率    100100100100％）％）％）％）    

    
保育園保育園保育園保育園のののの理念理念理念理念・・・・保育目標保育目標保育目標保育目標をごをごをごをご存存存存じですかじですかじですかじですか？？？？            保護保護保護保護者者者者44444444人人人人のののの回答結果回答結果回答結果回答結果（（（（人人人人））））    
⇒⇒⇒⇒    ①①①①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 13 13 13 13            ②②②②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 28 28 28 28                ③③③③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 2   2   2   2      

④④④④あまりあまりあまりあまり知知知知らないらないらないらない 1 1 1 1            ⑤⑤⑤⑤まったくまったくまったくまったく知知知知らないらないらないらない 0 0 0 0        （（（（①①①①＋＋＋＋②②②②＝＝＝＝41414141人人人人    41/4441/4441/4441/44＝＝＝＝93.293.293.293.2％）％）％）％）    
    

    

    

    ⅠⅠⅠⅠ－－－－２２２２    事業事業事業事業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がががが明確明確明確明確にされにされにされにされているているているている。。。。        
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されされされているているているている。。。。    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されされされているているているている。。。。    ａａａａ    



                         6666    

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されされされているているているている。。。。        
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われわれわれているているているている。。。。    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はははは長期的長期的長期的長期的なななな視野視野視野視野がががが必要必要必要必要なななな人材育成人材育成人材育成人材育成などのなどのなどのなどの大大大大きなきなきなきな枠組枠組枠組枠組みでみでみでみで取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ方方方方がががが効果効果効果効果・・・・効効効効
率率率率がががが期期期期待待待待できるできるできるできる項目項目項目項目にににに関関関関してはしてはしてはしては本部本部本部本部でででで一括作成一括作成一括作成一括作成、、、、地域性地域性地域性地域性やややや自治体自治体自治体自治体のののの制度等制度等制度等制度等、、、、個別性個別性個別性個別性のあるのあるのあるのある項目項目項目項目
についてはについてはについてはについては事業所事業所事業所事業所でででで作成作成作成作成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。。。。    
    
    中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画のののの策定策定策定策定やややや周知周知周知周知にはにはにはには園長園長園長園長、、、、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成構成構成構成するするするする保育園運営委員会保育園運営委員会保育園運営委員会保育園運営委員会がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって
職員職員職員職員がががが自自自自らららら関関関関わりわりわりわり、、、、理解理解理解理解するするするする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作っていますっていますっていますっています。。。。策定時策定時策定時策定時にはにはにはにはクラスクラスクラスクラスごとごとごとごと、、、、園内園内園内園内にににに設設設設けられけられけられけられ
たたたた安全委員会安全委員会安全委員会安全委員会などなどなどなど8888つのつのつのつの委員会委員会委員会委員会のののの意見意見意見意見をををを集約集約集約集約しししし、、、、保育園運営委員会保育園運営委員会保育園運営委員会保育園運営委員会でそのでそのでそのでその内容内容内容内容をををを精査精査精査精査しししし計画計画計画計画にににに反反反反
映映映映していますしていますしていますしています。。。。    

    

    ８８８８つのつのつのつの委員会委員会委員会委員会：：：：保育園運営保育園運営保育園運営保育園運営、、、、保育課程検討保育課程検討保育課程検討保育課程検討、、、、サービスサービスサービスサービス評価評価評価評価、、、、安全安全安全安全、、、、食育食育食育食育、、、、広報活動広報活動広報活動広報活動、、、、保健保健保健保健、、、、地域子育地域子育地域子育地域子育てててて    

    

    

    

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されされされているているているている。。。。        

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指導指導指導力力力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    

    

    

園長園長園長園長はははは管理者管理者管理者管理者としてとしてとしてとして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向上能力向上能力向上能力向上のためのためのためのため、、、、本部主催本部主催本部主催本部主催ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント研修研修研修研修にににに月月月月1111
回参加回参加回参加回参加しししし、、、、積極的積極的積極的積極的にににに自己自己自己自己研研研研さんさんさんさん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。。。。またまたまたま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能力能力能力能力だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく保育士保育士保育士保育士にににに必必必必
要要要要ななななアセスメントアセスメントアセスメントアセスメント能力向上能力向上能力向上能力向上のののの支援支援支援支援ができるようができるようができるようができるよう社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士やややや心理相談員等心理相談員等心理相談員等心理相談員等のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得しししし、、、、保保保保
育士育士育士育士のののの指導指導指導指導にあたっていますにあたっていますにあたっていますにあたっています。。。。    
    

    新規事業新規事業新規事業新規事業のののの「「「「わらべうたわらべうたわらべうたわらべうたベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ」、」、」、」、保護者保護者保護者保護者のののの日常日常日常日常のののの交流交流交流交流をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「ぷくぷくひぷくぷくひぷくぷくひぷくぷくひ
ろばろばろばろば」」」」はははは園長園長園長園長がががが状況分析状況分析状況分析状況分析、、、、計画段階計画段階計画段階計画段階のののの情報収集情報収集情報収集情報収集、、、、実施後実施後実施後実施後のののの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やややや回帰分析等回帰分析等回帰分析等回帰分析等をををを中心中心中心中心
としてとしてとしてとして実施実施実施実施しししし指導力指導力指導力指導力をををを十分発揮十分発揮十分発揮十分発揮ししししていますていますていますています。。。。    
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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されされされているているているている。。。。    ａａａａ    
    

    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

経営環境経営環境経営環境経営環境のののの変化変化変化変化についてはについてはについてはについては年年年年4444回回回回のののの法人全体法人全体法人全体法人全体のののの施設長会議施設長会議施設長会議施設長会議やややや月月月月１１１１回開催回開催回開催回開催されるされるされるされる尼崎市保育園尼崎市保育園尼崎市保育園尼崎市保育園・・・・園長会園長会園長会園長会
にににに参加参加参加参加しししし、、、、随随随随時情報時情報時情報時情報をををを収集収集収集収集していますしていますしていますしています。。。。地域地域地域地域ののののニーズニーズニーズニーズにはにはにはには、、、、地域開放型行事地域開放型行事地域開放型行事地域開放型行事（（（（すくすくすくすくすくすくすくすく教室教室教室教室、、、、離乳食離乳食離乳食離乳食
教室教室教室教室））））をををを開催開催開催開催しししし、、、、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やややや参加者数参加者数参加者数参加者数のののの動向動向動向動向からからからから何何何何がががが求求求求められているかをめられているかをめられているかをめられているかを毎回分析毎回分析毎回分析毎回分析しししし、、、、即時即時即時即時にににに
サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容をををを変更変更変更変更するするするする柔軟柔軟柔軟柔軟さとさとさとさとフットワークフットワークフットワークフットワークのののの軽軽軽軽さがさがさがさが評価評価評価評価できますできますできますできます。。。。    
    
コストコストコストコスト管理管理管理管理についてはについてはについてはについては法人本部法人本部法人本部法人本部からからからから示示示示されるされるされるされる園園園園のののの課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして園園園園でででで分析分析分析分析をしをしをしをし、、、、改善改善改善改善にににに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでい

ますますますます。。。。例例例例としてはとしてはとしてはとしてはコピーコピーコピーコピー用紙使用量用紙使用量用紙使用量用紙使用量のののの増加増加増加増加についてについてについてについて園園園園でででで記録簿記録簿記録簿記録簿をををを作成作成作成作成しししし、、、、精緻精緻精緻精緻なななな分析分析分析分析とととと対応対応対応対応をしていをしていをしていをしてい
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もももも適切適切適切適切にににに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。。。。直近直近直近直近でででではははは平成平成平成平成25252525年年年年11111111月月月月にににに会計監査会計監査会計監査会計監査がががが実施実施実施実施されされされされていていていていましたましたましたました。。。。    

    

    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの条例条例条例条例よりよりよりより一歩一歩一歩一歩進進進進んだんだんだんだ内容内容内容内容のののの““““尼崎尼崎尼崎尼崎市市市市のののの条例条例条例条例（（（（設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営のののの基準基準基準基準））））””””へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

    

尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市----児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法にににに基基基基づくづくづくづく児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設のののの設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営のののの基準基準基準基準をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例    (25(25(25(25年年年年7777月月月月1111日日日日からからからから施行施行施行施行)  )  )  )      

    

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate/hoikusyo/028673.htmlhttp://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate/hoikusyo/028673.htmlhttp://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate/hoikusyo/028673.htmlhttp://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate/hoikusyo/028673.html    

    

4.4.4.4.保育所等保育所等保育所等保育所等のののの設置者設置者設置者設置者はははは、、、、そのそのそのその運営運営運営運営のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、自自自自らららら評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、常常常常にににに改善改善改善改善をををを図図図図らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。〔。〔。〔。〔義務義務義務義務〕〕〕〕    

                                                                                                                                                        ⇒⇒⇒⇒    既既既既にににに、、、、毎年実施済毎年実施済毎年実施済毎年実施済みみみみ    

    

5.5.5.5.保育所等保育所等保育所等保育所等のののの設置者設置者設置者設置者はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる評価評価評価評価のののの結果結果結果結果をををを公表公表公表公表するようするようするようするよう努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。【。【。【。【努力義務努力義務努力義務努力義務】】】】    

    

        ☆☆☆☆    ほぼほぼほぼほぼ全全全全てててて既既既既にににに対応対応対応対応できておりできておりできておりできており、、、、今後今後今後今後、、、、上記上記上記上記のののの5555    自己評価結果自己評価結果自己評価結果自己評価結果・・・・そのそのそのその改善改善改善改善のののの公表方法公表方法公表方法公表方法をををを模索模索模索模索されていたされていたされていたされていた。。。。    

    

    

    

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がががが整備整備整備整備さささされれれれているているているている。。。。        
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われわれわれているているているている。。。。    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がなされがなされがなされているているているている。。。。        

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されされされているているているている。。。。        
    ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----①①①①    職員職員職員職員のののの教教教教育育育育・・・・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されされされているているているている。。。。    ａａａａ    
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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いてづいてづいてづいて具体具体具体具体

的的的的なななな取組取組取組取組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われわれわれているているているている。。。。        

    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についてはについてはについてはについては法人本部法人本部法人本部法人本部がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって、、、、一一一一法人複数施設法人複数施設法人複数施設法人複数施設のののの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生生生生かしてかしてかしてかして人員人員人員人員
配置配置配置配置をしていますをしていますをしていますをしています。。。。今後今後今後今後のののの少子化少子化少子化少子化のののの状況状況状況状況のなかのなかのなかのなか積極的積極的積極的積極的なななな事業方針事業方針事業方針事業方針のもとのもとのもとのもと、、、、計画的計画的計画的計画的にににに管理者人材管理者人材管理者人材管理者人材をををを育成育成育成育成
するするするする人材育成計画人材育成計画人材育成計画人材育成計画をををを策定策定策定策定、、、、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。。。。そのそのそのその他他他他のののの人材育成人材育成人材育成人材育成にににに関関関関してもしてもしてもしても3333ヶヶヶヶ年計画年計画年計画年計画ののののキャリアパスキャリアパスキャリアパスキャリアパス支支支支
援援援援をををを中心中心中心中心にににに園園園園でででで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んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。園園園園ではではではでは中途採用者中途採用者中途採用者中途採用者のののの研修研修研修研修にもにもにもにも積極的積極的積極的積極的でででで、、、、即戦力即戦力即戦力即戦力とととと期待期待期待期待ささささ
れるれるれるれる人材人材人材人材がががが短期間短期間短期間短期間でででで園園園園のののの文化文化文化文化になじみになじみになじみになじみ実力実力実力実力がががが発揮発揮発揮発揮できるようできるようできるようできるよう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。。。。    
    

    園園園園ではではではでは行事後毎回職員交流会行事後毎回職員交流会行事後毎回職員交流会行事後毎回職員交流会がががが開催開催開催開催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出席率出席率出席率出席率がががが非常非常非常非常にににに高高高高くくくく、、、、これはこれはこれはこれは園内園内園内園内でででで職員間職員間職員間職員間
のののの連携連携連携連携やややや協力体制協力体制協力体制協力体制がうまくがうまくがうまくがうまく動動動動いていていていていることのいることのいることのいることの表表表表れとれとれとれと言言言言えますえますえますえます。。。。    
    

    

    

    

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がががが行行行行われわれわれわれているているているている。。。。        
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))))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整整整

備備備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、、、、さらにさらにさらにさらにそのそのそのその対処方法対処方法対処方法対処方法についてはについてはについてはについては

、、、、全職員全職員全職員全職員にもにもにもにも周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。    
ａａａａ    

    

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    

    

    

安全委員会安全委員会安全委員会安全委員会のののの委員長委員長委員長委員長、、、、厨房主任厨房主任厨房主任厨房主任、、、、主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士よりよりよりよりヒアリングヒアリングヒアリングヒアリングをををを行行行行いいいい、『、『、『、『安全管理安全管理安全管理安全管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、『』、『』、『』、『事故事故事故事故
発生時初動対応発生時初動対応発生時初動対応発生時初動対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、「』、「』、「』、「ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット」、「」、「」、「」、「SIDSSIDSSIDSSIDS    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」、「」、「」、「」、「安全対策安全対策安全対策安全対策（（（（チェックチェックチェックチェック
リストリストリストリスト）」、「）」、「）」、「）」、「事故報告書事故報告書事故報告書事故報告書」、「」、「」、「」、「避難訓練施設内研修報告書避難訓練施設内研修報告書避難訓練施設内研修報告書避難訓練施設内研修報告書」、「」、「」、「」、「施設外研修報告書施設外研修報告書施設外研修報告書施設外研修報告書」、「」、「」、「」、「安全委員会議事録安全委員会議事録安全委員会議事録安全委員会議事録」」」」
をををを確認確認確認確認しししし、、、、子子子子どもどもどもども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するするす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るているている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。。。。    
    
特特特特にににに、、、、下記下記下記下記のののの２２２２点点点点のののの出来映出来映出来映出来映えがすばらしいえがすばらしいえがすばらしいえがすばらしい。。。。    
①①①①    保育室保育室保育室保育室のののの入口入口入口入口ドアドアドアドアにににに指詰防止加工指詰防止加工指詰防止加工指詰防止加工    （（（（危険源危険源危険源危険源にににに柔柔柔柔らかいらかいらかいらかいビニールビニールビニールビニールでででで覆覆覆覆ったったったったポカポカポカポカヨケヨケヨケヨケ））））    
②②②②    食中毒食中毒食中毒食中毒がががが万一発生万一発生万一発生万一発生したしたしたした場合場合場合場合のののの手順手順手順手順をををを記載記載記載記載したしたしたした『『『『食事食事食事食事・・・・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』』』』はははは、、、、詳詳詳詳しくしくしくしく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、、、、厨房厨房厨房厨房ののののノウハウノウハウノウハウノウハウをををを結集結集結集結集しししし、、、、見見見見えるえるえるえる化化化化されたものでされたものでされたものでされたもので、、、、25252525年年年年12121212月月月月1111日付日付日付日付けでけでけでけで職員職員職員職員にににに周知周知周知周知ささささ
れていましたれていましたれていましたれていました。。。。    

    
保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケートでででで、、、、不審者不審者不審者不審者のののの侵入侵入侵入侵入にににに関関関関ししししコメントコメントコメントコメントがががが出出出出ていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、12121212月月月月中旬中旬中旬中旬、、、、子子子子どものどものどものどもの飛飛飛飛びびびび出出出出

しによるしによるしによるしによる交通事故防止対策交通事故防止対策交通事故防止対策交通事故防止対策もももも兼兼兼兼ねたねたねたねた門扉門扉門扉門扉をををを設置設置設置設置しししし、、、、対策対策対策対策がががが進進進進んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。    
    
またまたまたまた、、、、「「「「尼崎市児童福祉法尼崎市児童福祉法尼崎市児童福祉法尼崎市児童福祉法にににに基基基基づくづくづくづく児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設のののの設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営のののの基準基準基準基準をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例(25(25(25(25年年年年7777月月月月1111日日日日かかかか



                         9999    

らららら施行施行施行施行))))」」」」第第第第9999項項項項にににに記載記載記載記載のあるのあるのあるのある『『『『事故事故事故事故がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合にににに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応するするするする』』』』はははは既既既既にににに出来出来出来出来ておりておりておりており、、、、今後今後今後今後、、、、尼尼尼尼
崎市主催崎市主催崎市主催崎市主催のののの園長会等園長会等園長会等園長会等のののの折折折折をををを活用活用活用活用しししし、、、、条例条例条例条例のののの第第第第10101010項項項項、〔、〔、〔、〔市長市長市長市長へのへのへのへの事故事故事故事故のののの発生報告発生報告発生報告発生報告をするをするをするをする基準基準基準基準・・・・どれくらいどれくらいどれくらいどれくらい
のののの大大大大きなきなきなきな事故事故事故事故のののの場合場合場合場合にににに報告報告報告報告したらしたらしたらしたら良良良良いのかいのかいのかいのか〕〕〕〕をををを詰詰詰詰めてめてめてめて頂頂頂頂ければとければとければとければと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    

補足補足補足補足））））    うっかりうっかりうっかりうっかりミスミスミスミス、、、、ぼんやりぼんやりぼんやりぼんやりミスミスミスミスををををポカミスポカミスポカミスポカミスとととと呼呼呼呼びびびび、、、、ポカミスポカミスポカミスポカミスをををを防止防止防止防止するするするする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを「「「「ポカヨケポカヨケポカヨケポカヨケ」」」」といいますといいますといいますといいます。。。。    

    

    

    

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されされされているているているている。。。。        
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されされされているているているている。。。。        

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われわれわれているているているている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)  (3)  (3)  (3)  地地地地域域域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福祉福祉福祉福祉にににに寄与寄与寄与寄与するというするというするというするという本来本来本来本来のののの保育園保育園保育園保育園・・・・社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人のののの使命使命使命使命のもとのもとのもとのもと活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。園児園児園児園児のののの様様様様
子子子子やややや送迎時送迎時送迎時送迎時ののののコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションからからからから保護者保護者保護者保護者ののの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観察観察観察観察しししし、、、、保護者保護者保護者保護者にににに変化変化変化変化があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは丁丁丁丁
寧寧寧寧なかかわりをなかかわりをなかかわりをなかかわりを通通通通じてじてじてじて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。。。。就園園児就園園児就園園児就園園児のののの保護者保護者保護者保護者だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、地域地域地域地域にににに住住住住むむむむ母親母親母親母親ともともともとも関係性関係性関係性関係性をををを
作作作作れるようにさまざまなれるようにさまざまなれるようにさまざまなれるようにさまざまな行事行事行事行事にににに参加参加参加参加のののの機機機機会会会会をををを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。。。。ほぼほぼほぼほぼ毎月実施毎月実施毎月実施毎月実施しているしているしているしている““““くるみくるみくるみくるみセミナセミナセミナセミナ
ーーーー””””ではではではでは毎回毎回毎回毎回10101010人程度人程度人程度人程度のののの参加者参加者参加者参加者がありますががありますががありますががありますが、、、、これはこれはこれはこれは前年前年前年前年よりよりよりより増加増加増加増加しておりしておりしておりしており、、、、年年年年々々々々地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わりをわりをわりをわりを
深深深深めていますめていますめていますめています。。。。    
    地域地域地域地域のののの社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会、、、、公民館公民館公民館公民館、、、、市担当部局市担当部局市担当部局市担当部局ともともともとも常時交流常時交流常時交流常時交流をしていてをしていてをしていてをしていて地域地域地域地域とととと連携連携連携連携をををを深深深深めていますめていますめていますめています。。。。    
    

    

    



                         10101010    

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されされされているているているている。。。。        
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

っっっっているているているている。。。。    
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されされされているているているている。。。。        

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    利利利利用者用者用者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、、、、理念理念理念理念・・・・方針方針方針方針・・・・保育課程保育課程保育課程保育課程・・・・月案等月案等月案等月案等にににに明示明示明示明示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。。。。    
またまたまたまた、、、、プライバシプライバシプライバシプライバシ－－－－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））））についてのについてのについてのについての取組取組取組取組みはみはみはみは、、、、沐浴時沐浴時沐浴時沐浴時・・・・シャワーシャワーシャワーシャワー時時時時・・・・トイレトイレトイレトイレ等等等等
にににに工夫工夫工夫工夫をををを重重重重ねてねてねてねて自尊心自尊心自尊心自尊心がががが芽生芽生芽生芽生ええええ始始始始めためためためた子子子子どもどもどもども自身自身自身自身がががが感感感感じるじるじるじる““““見見見見られてられてられてられて恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい””””をををを感感感感じないよじないよじないよじないよ
うにうにうにうに創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫をされていますをされていますをされていますをされています。。。。    
    

（（（（2222））））今年度今年度今年度今年度（（（（2013201320132013年年年年8888月月月月））））実施実施実施実施したしたしたした第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価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、、、、44444444件回収件回収件回収件回収（（（（総家族数総家族数総家族数総家族数44444444件件件件））））回収回収回収回収
率率率率100100100100％％％％のののの数値数値数値数値をををを示示示示しししし、、、、５５５５段階評価段階評価段階評価段階評価でのでのでのでの総合満足度総合満足度総合満足度総合満足度はははは４４４４．．．．７７７７のののの極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい値値値値でしたでしたでしたでした。。。。                        
【【【【満足満足満足満足５５５５点点点点：：：：32323232件件件件、、、、やややややややや満足満足満足満足４４４４点点点点：：：：11111111件件件件、、、、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３３３３点点点点：：：：1111件件件件】】】】    

    

☆☆☆☆    保護者保護者保護者保護者のののの立場立場立場立場からみてからみてからみてからみて、、、、おおおお子子子子さんがさんがさんがさんが通通通通っているっているっているっている保育園保育園保育園保育園はどのようなはどのようなはどのようなはどのような特徴特徴特徴特徴がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？    （（（（一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋））））    

1111    保護者保護者保護者保護者のののの日日日日々々々々のののの負担負担負担負担をををを少少少少しでもしでもしでもしでも少少少少なくしようとなくしようとなくしようとなくしようと気遣気遣気遣気遣ってくれているってくれているってくれているってくれている    

2222    個人個人個人個人個人個人個人個人ののの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指導指導指導指導をしているをしているをしているをしている    

3333    地域地域地域地域のののの人達人達人達人達とのとのとのとの関関関関わりがわりがわりがわりが深深深深いいいい    

4444    衛生面衛生面衛生面衛生面でのでのでのでの感染対策感染対策感染対策感染対策がががが徹底徹底徹底徹底されていてされていてされていてされていて安心安心安心安心    

5555    野菜作野菜作野菜作野菜作りをしていてりをしていてりをしていてりをしていて、、、、収穫後収穫後収穫後収穫後、、、、給食給食給食給食にににに利用利用利用利用しているしているしているしている。。。。子供子供子供子供もももも野菜野菜野菜野菜がががが成長成長成長成長していくのがしていくのがしていくのがしていくのが毎日楽毎日楽毎日楽毎日楽しそうですしそうですしそうですしそうです    

6666    ネイティブネイティブネイティブネイティブ講師講師講師講師のののの英語保育英語保育英語保育英語保育    

    

（（（（3333））））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、、、、保育園案内保育園案内保育園案内保育園案内へのへのへのへの記載記載記載記載、、、、及及及及びびびび『『『『ごごごご意見箱意見箱意見箱意見箱』』』』のののの設置設置設置設置をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    
苦情苦情苦情苦情はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。    
    

    

    

        ⇒⇒⇒⇒    努力努力努力努力がががが成果成果成果成果にににに結結結結びついていますびついていますびついていますびついています。。。。今後今後今後今後もももも熱意熱意熱意熱意・・・・汗汗汗汗・・・・技技技技・・・・知恵知恵知恵知恵をををを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    
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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われわれわれているているているている。。。。        
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われわれわれているているているている。。。。    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    

    

    

評価評価評価評価にににに関関関関するするするする担当部署担当部署担当部署担当部署としてとしてとしてとして『『『『サービスサービスサービスサービス評価委員会評価委員会評価委員会評価委員会』』』』がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその内容内容内容内容にににに応応応応じてじてじてじて、、、、他他他他のののの７７７７つのつのつのつの
委員会委員会委員会委員会にににに振振振振りりりり分分分分けられるけられるけられるけられる仕組仕組仕組仕組みとなっていますみとなっていますみとなっていますみとなっています。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、園園園園のののの保育保育保育保育のののの良良良良さやさやさやさや課題課題課題課題はははは、『、『、『、『保育園運営保育園運営保育園運営保育園運営
委員会委員会委員会委員会』』』』にてにてにてにて話話話話しししし合合合合いがなされいがなされいがなされいがなされますますますます。。。。    
    
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はははは、『、『、『、『乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』（』（』（』（保育課程検討委員会保育課程検討委員会保育課程検討委員会保育課程検討委員会））））にににに主主主主にににに記載記載記載記載がありがありがありがあり、、、、若若若若

いいいい保育士保育士保育士保育士もももも最低限最低限最低限最低限のののの質質質質がががが保証保証保証保証されたされたされたされ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出来出来出来出来るようるようるようるよう、、、、園内研修時活用園内研修時活用園内研修時活用園内研修時活用されされされされ、、、、全員全員全員全員にににに配配配配
布布布布ももももされていますされていますされていますされています。。。。    

    

ただただただただ、、、、そのそのそのその8888つのつのつのつのマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに作成作成作成作成・・・・改訂日付改訂日付改訂日付改訂日付がががが記載記載記載記載されていないものがされていないものがされていないものがされていないものが散見散見散見散見されましたのでされましたのでされましたのでされましたので、、、、
（（（（厚労省厚労省厚労省厚労省・・・・兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの評価基準評価基準評価基準評価基準ではではではでは、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの日付日付日付日付についてはについてはについてはについては触触触触れてはおりませんがれてはおりませんがれてはおりませんがれてはおりませんが））））作成作成作成作成・・・・                
改訂年月日改訂年月日改訂年月日改訂年月日のののの追記追記追記追記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。。。。        
    
記録管理記録管理記録管理記録管理のののの責任者責任者責任者責任者はははは、、、、園長園長園長園長となっておりとなっておりとなっておりとなっており、『、『、『、『個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』でででで、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい

方法方法方法方法をををを決決決決めておりめておりめておりめており、、、、主主主主たるたるたるたるポイントポイントポイントポイントとなるとなるとなるとなる①①①①利用目利用目利用目利用目的的的的のののの特定特定特定特定、、、、②②②②適正適正適正適正なななな取得取得取得取得、、、、③③③③安全管理措置安全管理措置安全管理措置安全管理措置、、、、
④④④④開示等開示等開示等開示等がががが記載記載記載記載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。。。。    
    

    

補足補足補足補足））））    世界標準世界標準世界標準世界標準ののののISOISOISOISOではではではでは、、、、文書管理文書管理文書管理文書管理（（（（最新版文書最新版文書最新版文書最新版文書のののの管理方法管理方法管理方法管理方法））））のののの項目項目項目項目でででで、、、、①①①①表紙表紙表紙表紙にににに文書名文書名文書名文書名、、、、作成作成作成作成・・・・改改改改

訂年月日訂年月日訂年月日訂年月日    及及及及びびびび    版数版数版数版数をををを記入記入記入記入しししし、、、、②②②②変更変更変更変更があったがあったがあったがあった場合場合場合場合、、、、どこがどこがどこがどこが変変変変わったかわったかわったかわったか簡単簡単簡単簡単にににに分分分分かるようにかるようにかるようにかるように    ｢｢｢｢

改訂履歴改訂履歴改訂履歴改訂履歴｣｣｣｣    をををを作成作成作成作成しししし、、、、変更箇所変更箇所変更箇所変更箇所がががが分分分分かりかりかりかり易易易易いよういよういよういよう識別表示識別表示識別表示識別表示するするするする事事事事のののの記載記載記載記載がありまがありまがありまがありますすすす。。。。    

    

    

    

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われわれわれているているているている。。。。        
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選選選択択択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。。。。        



                         13131313    

    

    

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    

    

    

市市市市やややや法人法人法人法人ののののホームページホームページホームページホームページ、、、、保育園案内保育園案内保育園案内保育園案内等等等等にににに、、、、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内容内容内容内容のののの記載記載記載記載がありがありがありがあり、、、、入園前入園前入園前入園前のののの保護保護保護保護
者説明会者説明会者説明会者説明会はははは２２２２日間設日間設日間設日間設けてけてけてけて、、、、都合都合都合都合のののの良良良良いいいい日日日日にににに参加参加参加参加してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、都合都合都合都合がががが合合合合わないわないわないわない保護者保護者保護者保護者にはにはにはには個別個別個別個別でででで対対対対
応応応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、、、、利用開始時利用開始時利用開始時利用開始時のののの同意書同意書同意書同意書にはにはにはには、、、、保護者保護者保護者保護者よりよりよりより署名署名署名署名とととと捺印捺印捺印捺印をもらいをもらいをもらいをもらい、、、、面接面接面接面接時時時時のののの資料資料資料資料
としてとしてとしてとして保管保管保管保管していますしていますしていますしています。。。。    
    
下記下記下記下記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のののの数値数値数値数値からからからから、、、、適切適切適切適切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がががが開始開始開始開始されているされているされているされている事事事事がががが伺伺伺伺えますえますえますえます。。。。    

    

    

        ★★★★    2013201320132013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        ⅡⅡⅡⅡ    入園入園入園入園するときのするときのするときのするときの状況状況状況状況    （（（（母数母数母数母数44444444））））    
    

⑤⑤⑤⑤    入園前入園前入園前入園前のののの見学見学見学見学やややや説明説明説明説明などなどなどなど、、、、園園園園からのからのからのからの情報情報情報情報はははは得得得得やすかったですかやすかったですかやすかったですかやすかったですか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    41414141        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    2222        いいえいいえいいえいいえ    1111    

    

⑥⑥⑥⑥    入園時入園時入園時入園時にににに、、、、個別個別個別個別のののの面接面接面接面接はありましたかはありましたかはありましたかはありましたか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    38383838        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    1111        いいえいいえいいえいいえ    4444        わかわかわかわからないらないらないらない    1111    

    

⑦⑦⑦⑦    おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの様子様子様子様子やややや生育歴生育歴生育歴生育歴などをしっかりとなどをしっかりとなどをしっかりとなどをしっかりと聞聞聞聞いてくれましたかいてくれましたかいてくれましたかいてくれましたか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    39393939        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                                わからないわからないわからないわからない    1111    

    

⑧⑧⑧⑧    園園園園のののの理念理念理念理念やややや方針方針方針方針、、、、保育園保育園保育園保育園でのでのでのでの１１１１日日日日のののの過過過過ごしごしごしごし方方方方などについてなどについてなどについてなどについて十分十分十分十分なななな説明説明説明説明がありましたかがありましたかがありましたかがありましたか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    43434343                                                            いいえいいえいいえいいえ    1111    

    

⑨⑨⑨⑨    費用費用費用費用やきまりやきまりやきまりやきまり、、、、持持持持ちものなどについてちものなどについてちものなどについてちものなどについて十分十分十分十分なななな説明説明説明説明がありましたかがありましたかがありましたかがありましたか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    42424242        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    2222        

    

⑩⑩⑩⑩    入園前入園前入園前入園前のののの説明説明説明説明についてについてについてについて、、、、入園後入園後入園後入園後のののの食食食食いいいい違違違違いなどはありませんでしたかいなどはありませんでしたかいなどはありませんでしたかいなどはありませんでしたか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    35353535        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    6666        いいえいいえいいえいいえ    2222        わからないわからないわからないわからない    1111        

    

    

    

    

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われわれわれているているているている。。。。        
    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されされされているているているている。。。。        

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    

    

    

子子子子どものどものどものどもの身体状況身体状況身体状況身体状況やややや生活状況等生活状況等生活状況等生活状況等はははは「「「「児童原簿児童原簿児童原簿児童原簿」」」」にににに記録記録記録記録しししし、、、、各各各各クラスクラスクラスクラス担当者担当者担当者担当者がががが、、、、保育課程保育課程保育課程保育課程をををを基基基基にににに
年間計画年間計画年間計画年間計画・・・・月案月案月案月案・・・・週案週案週案週案・・・・個別月案個別月案個別月案個別月案等等等等をををを作成作成作成作成しししし、、、、自己評価自己評価自己評価自己評価とととと反省反省反省反省をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、クラスクラスクラスクラス会議会議会議会議やややや保育保育保育保育
課程検討委員会課程検討委員会課程検討委員会課程検討委員会ででででもももも話話話話しししし合合合合いをいをいをいを行行行行ってってってっていますいますいますいます。。。。ＰＤＣＡ（ＰＤＣＡ（ＰＤＣＡ（ＰＤＣＡ（計画計画計画計画策定策定策定策定・・・・実行実行実行実行・・・・評価評価評価評価・・・・見直見直見直見直しししし））））サイサイサイサイ
クルクルクルクルはははは回回回回っておりっておりっておりっており、、、、改善改善改善改善ももも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。。。。    
    



                         14141414    

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    
    

    

ＡＡＡＡ－－－－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。。。。    理由理由理由理由：：：：    乳児乳児乳児乳児（（（（0000～～～～2222歳歳歳歳））））保育園保育園保育園保育園のののの為為為為    
対象外対象外対象外対象外    

    

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。。。。                                        理由理由理由理由：：：：    乳児乳児乳児乳児（（（（0000～～～～2222歳歳歳歳））））保育園保育園保育園保育園のののの為為為為    
対象外対象外対象外対象外    

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    

    

    

「「「「保育課程保育課程保育課程保育課程」」」」はははは『『『『保育所保育指保育所保育指保育所保育指保育所保育指針針針針』』』』をををを基基基基にににに作作作作られておりられておりられておりられており、、、、①①①①養護養護養護養護をををを大切大切大切大切にするにするにするにする    ②②②②あそびやあそびやあそびやあそびや生活生活生活生活
からからからから学学学学ぶをぶをぶをぶを具現具現具現具現化化化化しししし、、、、５５５５領域領域領域領域（（（（健康健康健康健康、、、、人間関係人間関係人間関係人間関係、、、、環境環境環境環境、、、、言葉言葉言葉言葉、、、、表現表現表現表現））））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。。。。    
    
①①①①    保育室保育室保育室保育室のののの衛生面衛生面衛生面衛生面、、、、安全面安全面安全面安全面はははは常常常常にににに意識意識意識意識しししし、、、、課題課題課題課題がががが見見見見つかったときはつかったときはつかったときはつかったときは随時対処随時対処随時対処随時対処していしていしていしていますますますます。。。。            

又又又又、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから保育室保育室保育室保育室のののの環境作環境作環境作環境作りにはりにはりにはりには特特特特にににに力力力力をををを入入入入れていれていれていれていますますますます。。。。                                                                                                                                                                                                                                                                                        
②②②②    毎日毎日毎日毎日のののの視診視診視診視診をををを必必必必ずずずず行行行行いいいい、、、、異変異変異変異変をををを見見見見つけたつけたつけたつけた時時時時はははは保護者保護者保護者保護者とととと連絡連絡連絡連絡をををを取取取取りながらりながらりながらりながら対応対応対応対応していしていしていしていますますますます。。。。    
③③③③    個別個別個別個別のののの指導計画指導計画指導計画指導計画がありがありがありがあり、、、、個別個別個別個別のねらいをのねらいをのねらいをのねらいを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、「「「「個別記録個別記録個別記録個別記録」」」」、、、、「「「「保育経過記録保育経過記録保育経過記録保育経過記録」」」」をををを作成作成作成作成しししし

ていますていますていますています。。。。    
④④④④    食事食事食事食事・・・・排泄時排泄時排泄時排泄時などはなどはなどはなどは特特特特にににに衛生面衛生面衛生面衛生面にににに配慮配慮配慮配慮しししし、、、、個個個個々々々々ののの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援助援助援助援助をををを行行行行っていっていっていっていますますますます。。。。    
⑤⑤⑤⑤    一斉授乳一斉授乳一斉授乳一斉授乳ではなくではなくではなくではなく、、、、個別個別個別個別にににに時間時間時間時間をををを決決決決めめめめ、、、、1111対対対対１１１１のののの対応対応対応対応でででで関関関関わっていわっていわっていわっていますますますます。。。。    
⑥⑥⑥⑥    保護者保護者保護者保護者にににに家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの離乳食離乳食離乳食離乳食のののの進進進進みみみみ具合具合具合具合をををを確認確認確認確認しししし、、、、相談相談相談相談しながらしながらしながらしながら進進進進めていめていめていめていますますますます。。。。又又又又、、、、家庭家庭家庭家庭でででで食食食食べべべべ

たたたた食材食材食材食材のみのみのみのみ、、、、「「「「食材確認表食材確認表食材確認表食材確認表」」」」にてにてにてにて確認確認確認確認しししし、、、、提供提供提供提供してしてしてしていますいますいますいます。。。。    
⑦⑦⑦⑦    『『『『乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』にににに従従従従いいいい、、、、1111対対対対１１１１でおむつでおむつでおむつでおむつ交換交換交換交換をををを行行行行いいいい、、、、言葉掛言葉掛言葉掛言葉掛けけけけ・・・・スキンシップスキンシップスキンシップスキンシップをををを行行行行っっっっ

ていていていていますますますます。。。。    
⑧⑧⑧⑧    ベビーマベビーマベビーマベビーマッサージッサージッサージッサージ、、、、わらべうたをわらべうたをわらべうたをわらべうたを取取取取りりりり入入入入れるなどれるなどれるなどれるなど、、、、触触触触れれれれ合合合合いいいい遊遊遊遊びをびをびをびを多多多多くくくく取取取取りりりり入入入入れていれていれていれていますますますます。。。。        

    
特特特特にににに、、、、SIDSSIDSSIDSSIDS（（（（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））））対策対策対策対策についてについてについてについてはははは、、、、細心細心細心細心のののの注意注意注意注意をををを払払払払っておりっておりっておりっており、、、、仰向仰向仰向仰向けけけけ寝寝寝寝のののの監視監視監視監視

やややや、、、、ブレスチェックブレスチェックブレスチェックブレスチェックをををを行行行行ってってってって記録記録記録記録していますしていますしていますしています。。。。園内研修園内研修園内研修園内研修ではではではでは、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし重要重要重要重要なななな点点点点をををを職員職員職員職員にににに教育教育教育教育してしてしてして
いますいますいますいます。。。。    
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        ★★★★    2013201320132013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        ⅣⅣⅣⅣ    「「「「遊遊遊遊びびびび」」」」についてについてについてについて    （（（（母数母数母数母数44444444））））    
    

⑬⑬⑬⑬    園園園園のののの遊遊遊遊びにびにびにびに、、、、おおおお子子子子さんはさんはさんはさんは満足満足満足満足しているとしているとしているとしていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    42424242                                                                                    わからないわからないわからないわからない    2222    

    

⑭⑭⑭⑭    園園園園のおもちゃやのおもちゃやのおもちゃやのおもちゃや教教教教材材材材はははは、、、、おおおお子子子子さんがさんがさんがさんが自由自由自由自由にににに使使使使えるようなえるようなえるようなえるような体制体制体制体制がとられているとがとられているとがとられているとがとられていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    42424242                                                                                    わからないわからないわからないわからない    2222    

    

⑮⑮⑮⑮    おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの発達発達発達発達やややや意欲意欲意欲意欲をををを促促促促すようなすようなすようなすような遊具遊具遊具遊具・・・・玩具玩具玩具玩具がががが十分十分十分十分にににに用意用意用意用意されているとされているとされているとされていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    44444444    

    

⑯⑯⑯⑯    自然自然自然自然にににに触触触触れたりれたりれたりれたり地域地域地域地域にににに関関関関わるなどのわるなどのわるなどのわるなどの散歩散歩散歩散歩やややや屋外活動屋外活動屋外活動屋外活動はははは、、、、十分十分十分十分にににに行行行行われているとわれているとわれているとわれていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    43434343            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    1111    

        

    

「「「「    子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、人生人生人生人生でででで必要必要必要必要なななな知恵知恵知恵知恵をををを    すべてすべてすべてすべて保育園保育園保育園保育園のののの遊遊遊遊びをびをびをびを通通通通じじじじてててて    学学学学ぶぶぶぶ    」」」」    
    

    

    

    

ＡＡＡＡ－－－－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    

    

    第三者評価結第三者評価結第三者評価結第三者評価結

果果果果    

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----((((2222))))----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健康状健康状健康状況況況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----((((2222))))----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----((((2222))))----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----((((3333))))----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----((((3333))))----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    

    

    

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一人一人一人一人ひとりにひとりにひとりにひとりに『『『『優優優優しいしいしいしい言葉掛言葉掛言葉掛言葉掛けけけけ、、、、優優優優しいしいしいしい保育保育保育保育』』』』をををを心掛心掛心掛心掛けてけてけてけて、、、、クラスクラスクラスクラス会議等会議等会議等会議等でもでもでもでも状況状況状況状況をををを確認確認確認確認しししし
合合合合いいいい、「、「、「、「個別計画個別計画個別計画個別計画」」」」にににに反映反映反映反映しししし保育保育保育保育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。。。。    
    
現在現在現在現在、、、、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のどものどものどもの保育保育保育保育はははは行行行行っていませんがっていませんがっていませんがっていませんが、、、、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整整整整っていますっていますっていますっています。。。。発達発達発達発達のののの上上上上でででで他児他児他児他児

とととと少少少少しししし違違違違っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、年齢別年齢別年齢別年齢別のののの基本的基本的基本的基本的なななな発達力発達力発達力発達力がががが遅遅遅遅いいいい子子子子にににに対対対対してはしてはしてはしては個別計画個別計画個別計画個別計画でそのでそのでそのでその項目項目項目項目をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、分分分分



                         16161616    

かりかりかりかり易易易易いいいい言葉掛言葉掛言葉掛言葉掛けをけをけをけを増増増増やしたりやしたりやしたりやしたり（（（（言葉言葉言葉言葉のののの出出出出ないないないない子子子子））））歩行歩行歩行歩行のののの練練練練習習習習やややや足腰足腰足腰足腰をををを鍛鍛鍛鍛えるえるえるえる遊遊遊遊びをびをびをびを取取取取りりりり入入入入るるるる（（（（歩行歩行歩行歩行のののの
遅遅遅遅いいいい子子子子））））などなどなどなど個別個別個別個別のののの対応対応対応対応をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    
    
（（（（2222））））旬旬旬旬のののの物物物物やややや季節感季節感季節感季節感のあるのあるのあるのある安全安全安全安全なななな食材食材食材食材をををを使用使用使用使用しししし、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが扱扱扱扱いやすいいやすいいやすいいやすい安全安全安全安全なななな食器食器食器食器でででで、、、、体調体調体調体調にににに合合合合わせたわせたわせたわせた食食食食
事調整事調整事調整事調整をををを行行行行ってってってって、、、、クラスクラスクラスクラス別別別別にみんなでにみんなでにみんなでにみんなで楽楽楽楽しくしくしくしく食事食事食事食事をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    
    
（（（（3333））））嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医ののののアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスのもとのもとのもとのもと、、、、皮膚疾患皮膚疾患皮膚疾患皮膚疾患のののの子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対してしてしてして、、、、手指手指手指手指のののの消毒液消毒液消毒液消毒液をををを使用使用使用使用しないようにししないようにししないようにししないようにし、、、、アアアア
レルギーレルギーレルギーレルギーにににに対対対対するするするする、、、、食材除去食材除去食材除去食材除去はははは医師医師医師医師のののの「「「「指示書指示書指示書指示書」」」」をををを基基基基にににに行行行行っておりっておりっておりっており、、、、見見見見たたたた目目目目のののの違違違違いができるだけないよいができるだけないよいができるだけないよいができるだけないよ
うにうにうにうに工夫工夫工夫工夫をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    
    

    

        ★★★★    2013201320132013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        ⅤⅤⅤⅤ    「「「「生活生活生活生活」」」」    についてについてについてについて    （（（（母数母数母数母数44444444））））    
    

21212121    おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの体調体調体調体調についてについてについてについて、、、、常常常常にににに気配気配気配気配りされているとりされているとりされているとりされていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    41414141            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    3333    

    

22222222    献立表献立表献立表献立表ややややサンプルサンプルサンプルサンプル表示表示表示表示などでなどでなどでなどで、、、、毎日毎日毎日毎日のののの給食給食給食給食のののの内容内容内容内容がががが分分分分かるようになっていますかかるようになっていますかかるようになっていますかかるようになっていますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    43434343            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    1111    

    

23232323    給食給食給食給食ののののメニューメニューメニューメニューはははは充実充実充実充実しているとしているとしているとしていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    43434343                                                                    いいえいいえいいえいいえ    1111    

    

24242424    おおおお子子子子さんはさんはさんはさんは給食給食給食給食をををを楽楽楽楽しんでいるとしんでいるとしんでいるとしんでいると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    41414141            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    2222                                    わからないわからないわからないわからない    1111    

    

22225555    一人一人一人一人一人一人一人一人にににに適適適適したしたしたした量量量量やそのやそのやそのやその日日日日のののの体調体調体調体調にににに合合合合わせたわせたわせたわせた調理方法等調理方法等調理方法等調理方法等のののの配慮配慮配慮配慮がなされているとがなされているとがなされているとがなされていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    40404040            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    2222                                    わからないわからないわからないわからない    4444    

    

26262626    食事食事食事食事へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合（（（（離乳食離乳食離乳食離乳食、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー等等等等）、）、）、）、保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの十分十分十分十分なななな連携連携連携連携がとれているとがとれているとがとれているとがとれていると思思思思いますかいますかいますかいますか？？？？    

⇒⇒⇒⇒    はいはいはいはい    41414141                                                                                            わからないわからないわからないわからない    2222            未記入未記入未記入未記入    1111    

    

    

    

    

ＡＡＡＡ－－－－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さささせるためにせるためにせるためにせるために、、、、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。。。。            ａａａａ    
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    

    

    

    

（（（（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させるためさせるためさせるため、「、「、「、「食育計画食育計画食育計画食育計画」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、毎月毎月毎月毎月「「「「献立表献立表献立表献立表」」」」をををを配布配布配布配布しししし、、、、毎日玄毎日玄毎日玄毎日玄
関関関関にそのにそのにそのにその日日日日のののの食事食事食事食事のののの写真写真写真写真をををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、家庭家庭家庭家庭とととと連携連携連携連携しししし、、、、食育食育食育食育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。。。。    
    



                         17171717    

（（（（2222））））登園時登園時登園時登園時にはにはにはには家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの様子様子様子様子をををを伺伺伺伺いいいい生活生活生活生活リズムリズムリズムリズムをををを把握把握把握把握しししし、、、、おおおお迎迎迎迎ええええ時時時時はははは必必必必ずずずず保育園保育園保育園保育園でのでのでのでの様子様子様子様子をををを伝伝伝伝ええええ、、、、
「「「「連絡連絡連絡連絡ノートノートノートノート」」」」にてにてにてにて保護者保護者保護者保護者とととと子子子子どものどものどものどもの日常日常日常日常にににに状況状況状況状況をやりをやりをやりをやり取取取取りしていますりしていますりしていますりしています。。。。行事行事行事行事（（（（誕生日会誕生日会誕生日会誕生日会、、、、親子親子親子親子ふふふふ
れあいれあいれあいれあい広場広場広場広場、、、、運動会運動会運動会運動会、、、、生活発表会等生活発表会等生活発表会等生活発表会等））））をををを毎月行毎月行毎月行毎月行っておりっておりっておりっており、、、、子子子子どものどものどものどもの成長成長成長成長のののの様子様子様子様子をををを見見見見ることができるることができるることができるることができる
ようになっていますようになっていますようになっていますようになっています。。。。    
    
（（（（3333））））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るためるためるためるため、、、、クラスクラスクラスクラス懇談会懇談会懇談会懇談会（（（（年年年年2222回回回回）、）、）、）、保護者説明会保護者説明会保護者説明会保護者説明会（（（（年年年年1111回回回回））））実施実施実施実施しししし、、、、                
必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて個別懇談個別懇談個別懇談個別懇談、、、、相談相談相談相談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。。。。    
    

（（（（4444））））虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに沿沿沿沿ってってってって、、、、視診視診視診視診をををを行行行行いいいい、、、、こまめにこまめにこまめにこまめに様子様子様子様子をををを観察観察観察観察してしてしてしていいいいますますますます。。。。    
    

    

    

                                                                                                                                                                            以上以上以上以上    

    


