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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                                

                                                                                                                                                    （（（（承認番号承認番号承認番号承認番号    第第第第582582582582号号号号））））    

    

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    ステステステステュデイオュデイオュデイオ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    5555    月月月月    23232323    日日日日～～～～    2014201420142014    年年年年    3333    月月月月    12121212    日日日日    

    （（（（最終最終最終最終実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日        2014201420142014    年年年年    2222    月月月月    22221111    日日日日））））    

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

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    

HFHFHFHF10101010----1111----0000000001010101    報告書査読報告書査読報告書査読報告書査読                                    八巻八巻八巻八巻    芳子芳子芳子芳子    

    

    

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

結果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：：：：    姫路保育園姫路保育園姫路保育園姫路保育園    
種種種種別別別別：：：：            第第第第２２２２種社会福祉事業種社会福祉事業種社会福祉事業種社会福祉事業    

児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設        保育園保育園保育園保育園    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名：：：：    黒石黒石黒石黒石    芳子芳子芳子芳子    園長園長園長園長    

                            福井福井福井福井    早苗早苗早苗早苗    主任主任主任主任    

                            陰山季陰山季陰山季陰山季世子副主任世子副主任世子副主任世子副主任、、、、田中優副主任田中優副主任田中優副主任田中優副主任    

開設年月日開設年月日開設年月日開設年月日：：：：    

                            昭和昭和昭和昭和    ２２２２２２２２        年年年年    ７７７７    月月月月    １１１１    日日日日    

設置主体設置主体設置主体設置主体：：：：        社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    夢工房夢工房夢工房夢工房    
定員定員定員定員                            １２０１２０１２０１２０    人人人人    

（（（（利用人数利用人数利用人数利用人数））））            １３１３１３１３６６６６    人人人人    

所在地所在地所在地所在地：：：：        〒〒〒〒670670670670－－－－0866086608660866        姫路市野里堀留町姫路市野里堀留町姫路市野里堀留町姫路市野里堀留町１０１０１０１０－－－－１８１８１８１８    

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：    ０７９０７９０７９０７９（（（（２２２２２２２２２２２２））））２５２９２５２９２５２９２５２９    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号：：：：    ０７９０７９０７９０７９（（（（２２２２２２２２２２２２））））７１７１７１７１７１７１７１７１    

ＥＥＥＥ----mailmailmailmail：：：：    

                                            hhhhimeji@yumekoubou.or.jpimeji@yumekoubou.or.jpimeji@yumekoubou.or.jpimeji@yumekoubou.or.jp    

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

    http://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/himeji/page1/main.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/himeji/page1/main.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/himeji/page1/main.htmlhttp://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/himeji/page1/main.html    

    

    

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

    

    

理理理理    念念念念    

    

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

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

    

    

方方方方    針針針針    

    

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

そのそのそのその子子子子どもがどもがどもがどもが現在現在現在現在をををを最最最最もよくもよくもよくもよく生生生生きききき、、、、望望望望ましいましいましいましい未来未来未来未来をつくりだすをつくりだすをつくりだすをつくりだす力力力力のののの基礎基礎基礎基礎をををを培培培培うううう。。。。    

    見見見見るものるものるものるもの、、、、聞聞聞聞くものにくものにくものにくものに好奇心好奇心好奇心好奇心をををを誘発誘発誘発誘発されされされされ、、、、人人人人にににに認認認認められめられめられめられ、、、、誉誉誉誉められめられめられめられ、、、、喜喜喜喜ばれることによりばれることによりばれることによりばれることにより、、、、    
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自分自身自分自身自分自身自分自身がががが生生生生きているきているきているきている意味意味意味意味をををを、、、、子子子子どもなりにどもなりにどもなりにどもなりに感感感感じたりじたりじたりじたり、、、、    

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

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

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

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

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

    

    

    

◎◎◎◎    力力力力をををを入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる点点点点    
    

    

    【【【【１１１１】】】】    伝統的伝統的伝統的伝統的なななな学学学学びびびび    
    

・・・・    和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓、、、、琴琴琴琴、、、、合奏合奏合奏合奏、、、、マーチングマーチングマーチングマーチングなどのなどのなどのなどの伝統伝統伝統伝統にににに培培培培ったったったった活動活動活動活動をををを大切大切大切大切にしているにしているにしているにしている。。。。    

・・・・    毎月音楽教室毎月音楽教室毎月音楽教室毎月音楽教室などのなどのなどのなどの外部外部外部外部のののの講師講師講師講師からのからのからのからの指導指導指導指導がありがありがありがあり、、、、月案月案月案月案などのなどのなどのなどの計画計画計画計画にににに取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、保育保育保育保育のののの中中中中でででで子子子子どもどもどもども達達達達もももも興味興味興味興味をををを持持持持ってってってって取取取取りりりり

組組組組めるようにしているめるようにしているめるようにしているめるようにしている。。。。    

・・・・    発表会発表会発表会発表会、、、、おおおお夏清十郎祭夏清十郎祭夏清十郎祭夏清十郎祭りなどりなどりなどりなど、、、、披露披露披露披露するするするする場場場場をををを作作作作ることでることでることでることで、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの自信自信自信自信にににに繋繋繋繋げられるようにしているげられるようにしているげられるようにしているげられるようにしている。。。。    

    

【【【【２２２２】】】】    働働働働くおくおくおくお母母母母さんをさんをさんをさんを応援応援応援応援    安心出来安心出来安心出来安心出来るるるる柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応    

・・・・    園内園内園内園内でででで外部外部外部外部のののの習習習習いいいい事事事事にににに参加参加参加参加するするするすることがことがことがことが出来出来出来出来るるるる。。。。    （（（（水泳教室水泳教室水泳教室水泳教室、、、、英語教室英語教室英語教室英語教室、、、、ピアノピアノピアノピアノ教室教室教室教室、、、、体操教室体操教室体操教室体操教室））））    

・・・・    警報発令時警報発令時警報発令時警報発令時などなどなどなど緊急時緊急時緊急時緊急時でのでのでのでのメールメールメールメール連絡連絡連絡連絡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。（。（。（。（年年年年２２２２回回回回メールメールメールメールでのでのでのでの連絡連絡連絡連絡がががが取取取取れているかれているかれているかれているか、、、、確認確認確認確認のののの配信配信配信配信メールメールメールメールがあがあがあがあ

るるるる。）。）。）。）    

・・・・    行事行事行事行事やややや園園園園でのでのでのでの様子様子様子様子のののの写真販売写真販売写真販売写真販売ををををスマホスマホスマホスマホややややパソコンパソコンパソコンパソコンでででで確認確認確認確認できるようにしているできるようにしているできるようにしているできるようにしている。。。。    

・・・・    保護者保護者保護者保護者のののの負担負担負担負担をををを考考考考ええええ、、、、園行事園行事園行事園行事がががが午前中午前中午前中午前中にににに終終終終わるようわるようわるようわるよう配慮配慮配慮配慮しているしているしているしている。。。。    

    

【【【【３３３３】】】】    みんなみんなみんなみんな大好大好大好大好きききき！！！！    笑顔笑顔笑顔笑顔がががが一番一番一番一番！！！！    

・・・・    職員職員職員職員がががが笑顔笑顔笑顔笑顔でででで接接接接しししし、、、、園全体園全体園全体園全体でででで子子子子どもをどもをどもをどもを見見見見ているているているている。。。。    

････    新人研修新人研修新人研修新人研修でででで、、、、笑顔笑顔笑顔笑顔でのでのでのでの挨拶挨拶挨拶挨拶をををを学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会をををを作作作作っているっているっているっている。。。。    

・・・・    毎週職員会議毎週職員会議毎週職員会議毎週職員会議ででででクラスクラスクラスクラスのののの様子様子様子様子をををを伝伝伝伝ええええ合合合合ったったったったりりりり、、、、事務所事務所事務所事務所のののの引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎノートノートノートノートをををを活用活用活用活用することですることですることですることで、、、、そのそのそのその日日日日のののの怪我怪我怪我怪我やややや体調不良体調不良体調不良体調不良などなどなどなど色色色色

んなんなんなんな状況状況状況状況をををを共通理解共通理解共通理解共通理解していくしていくしていくしていく事事事事でででで、、、、担任以外担任以外担任以外担任以外でもでもでもでも送迎時送迎時送迎時送迎時にににに積極的積極的積極的積極的にににに保護者保護者保護者保護者とととと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がががが取取取取れるようにしているれるようにしているれるようにしているれるようにしている。。。。    

    

【【【【４４４４】】】】    こんなことこんなことこんなことこんなこと    あんなことあんなことあんなことあんなこと    いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい楽楽楽楽しいねしいねしいねしいね    

・・・・    子子子子どものどものどものどもの個性個性個性個性をををを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、体験活動体験活動体験活動体験活動をををを多多多多くくくく設設設設けているけているけているけている。。。。    

・・・・    園内行事園内行事園内行事園内行事ではではではでは、、、、３３３３歳歳歳歳未満児未満児未満児未満児・・・・以上児以上児以上児以上児とととと内容内容内容内容をををを変変変変えていくえていくえていくえていく事事事事でででで、、、、そのそのそのその年齢年齢年齢年齢にににに合合合合わせてわせてわせてわせて分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく伝伝伝伝えたりえたりえたりえたり、、、、参加出来参加出来参加出来参加出来るようるようるようるよう

にしているにしているにしているにしている。。。。        

・・・・    ３３３３歳歳歳歳以上児以上児以上児以上児になるとになるとになるとになると、、、、老人老人老人老人ホームホームホームホームへのへのへのへの慰問慰問慰問慰問やややや、、、、小学校小学校小学校小学校とのとのとのとの交流交流交流交流、、、、おおおお城登閣城登閣城登閣城登閣などなどなどなど社会社会社会社会のののの場場場場をををを多多多多くくくく設設設設けることでけることでけることでけることで、、、、社会性社会性社会性社会性がががが身身身身にににに

つくようにしているつくようにしているつくようにしているつくようにしている。。。。    

    

【【【【５５５５】】】】    おいしくおいしくおいしくおいしく        メニューメニューメニューメニューがががが充実充実充実充実        安全安全安全安全なななな給食給食給食給食    

・・・・    月一回月一回月一回月一回のののの食育食育食育食育、、、、クッキングクッキングクッキングクッキングのののの時間時間時間時間をををを設設設設けけけけ、、、、箸箸箸箸やややや食具食具食具食具のののの使使使使いいいい方方方方、、、、正正正正しいしいしいしい座座座座りりりり方方方方などなどなどなど年齢年齢年齢年齢にににに合合合合わせたわせたわせたわせた活動活動活動活動をををを取取取取りりりり入入入入れているれているれているれている。。。。    

・・・・    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やややや月一回月一回月一回月一回のののの食材進行食材進行食材進行食材進行チェックチェックチェックチェック表表表表をををを用用用用いていていていて、、、、個別個別個別個別にににに保育士保育士保育士保育士・・・・栄養士栄養士栄養士栄養士・・・・保護者保護者保護者保護者がががが話話話話しししし合合合合うううう時間時間時間時間をををを作作作作りりりり、、、、家庭家庭家庭家庭

でのでのでのでの様子様子様子様子にににに合合合合わせてわせてわせてわせて園園園園でもでもでもでも進進進進めるようにしているめるようにしているめるようにしているめるようにしている。。。。    

・・・・    アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー児児児児にににに対対対対してしてしてして、、、、個別個別個別個別にににに除去食除去食除去食除去食でででで対応対応対応対応しているしているしているしている。（。（。（。（保護者保護者保護者保護者・・・・担任担任担任担任・・・・栄養士栄養士栄養士栄養士とのとのとのとの連携連携連携連携））））またまたまたまた誤食誤食誤食誤食がないようがないようがないようがないようダブルチェッダブルチェッダブルチェッダブルチェッ

ククククをををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
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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    （（（（1111））））    事務員事務員事務員事務員                        （（（（1111））））    

主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士        １１１１    管理管理管理管理栄養士栄養士栄養士栄養士        ２２２２    バスバスバスバス用務員用務員用務員用務員                        （（（（1111））））    

職員配置職員配置職員配置職員配置    

    

（（（（    ））））内内内内はははは

非常勤非常勤非常勤非常勤    
副主任保育士副主任保育士副主任保育士副主任保育士        ２２２２        調理員調理員調理員調理員    １１１１    （（（（1111））））                        

    

    

児童人数児童人数児童人数児童人数    （（（（平成平成平成平成 22225555年年年年 1111月月月月 1111日現在日現在日現在日現在））））    

    

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

１１１１１１１１名名名名    １５１５１５１５名名名名    ２２２２２２２２名名名名    
合計合計合計合計    

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

３０３０３０３０名名名名    ２９２９２９２９名名名名    ２９２９２９２９名名名名    １３６１３６１３６１３６名名名名    
    

    

施設施設施設施設のののの状況状況状況状況    

    

    

    

            

    

    

    

    

    ““““黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛””””のののの故郷故郷故郷故郷    姫路市姫路市姫路市姫路市でででで昭昭昭昭和和和和２２２２２２２２年年年年にににに開設開設開設開設（（（（６７６７６７６７年年年年のののの歴史歴史歴史歴史）、）、）、）、多多多多くのくのくのくの卒園生卒園生卒園生卒園生がががが居居居居てててて、、、、    

        祖母祖母祖母祖母・・・・母母母母・・・・娘娘娘娘３３３３世代世代世代世代    こちらのこちらのこちらのこちらの保育園保育園保育園保育園にににに通通通通うううう御御御御家庭家庭家庭家庭もありますもありますもありますもあります。。。。    

            

1994199419941994年年年年よりよりよりより2222代目理事長代目理事長代目理事長代目理事長としてとしてとしてとして””””笑顔笑顔笑顔笑顔がががが一番一番一番一番””””とととと職員職員職員職員にににに元気元気元気元気をををを与与与与えてえてえてえて下下下下さったさったさったさった黒石幸男様黒石幸男様黒石幸男様黒石幸男様がががが、、、、    

2013201320132013年年年年12121212月月月月にににに永眠永眠永眠永眠されましたされましたされましたされました。。。。    ４４４４年前年前年前年前のののの第第第第１１１１回評価回評価回評価回評価でででで訪問訪問訪問訪問したしたしたした際際際際、、、、緊張緊張緊張緊張しているしているしているしている私達私達私達私達にににに    

「「「「思思思思うようにうようにうようにうように評価評価評価評価したらしたらしたらしたら良良良良いよいよいよいよ」」」」とととと優優優優しいしいしいしい声掛声掛声掛声掛けをしていただきましたけをしていただきましたけをしていただきましたけをしていただきました。。。。このこのこのこの場場場場をををを借借借借りてりてりてりて、、、、    

「「「「長長長長いいいい間間間間、、、、どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。    ごごごご冥福冥福冥福冥福をおをおをおをお祈祈祈祈りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。」」」」    

3333代目代目代目代目新新新新・・・・理事長理事長理事長理事長にににに、、、、2014201420142014年年年年よりよりよりより黒石誠黒石誠黒石誠黒石誠様様様様（（（（前前前前・・・・専務理専務理専務理専務理事事事事））））がごがごがごがご就任就任就任就任されされされされていますていますていますています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        姫路市作成姫路市作成姫路市作成姫路市作成    ひめじのひめじのひめじのひめじの官兵衛官兵衛官兵衛官兵衛    見参見参見参見参！！！！    パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット        リンクリンクリンクリンク    

                                                        http://himejihttp://himejihttp://himejihttp://himeji----kanbee.jp/down/images/kanbei_web.pdfkanbee.jp/down/images/kanbei_web.pdfkanbee.jp/down/images/kanbei_web.pdfkanbee.jp/down/images/kanbei_web.pdf    

    

    

    

    

    

かんべかんべかんべかんべええええくんくんくんくん来園来園来園来園    2014201420142014年年年年2222月月月月24242424日日日日（（（（月月月月））））    体操体操体操体操をしましたをしましたをしましたをしました    
    

    

    

    

    

    

        



                         4444    

    

    

    
しあわせのしあわせのしあわせのしあわせの村村村村夢夢夢夢キャンプキャンプキャンプキャンプ♪♪♪♪    

    
LetLetLetLet’’’’s s s s クッキングクッキングクッキングクッキング♪♪♪♪    おおおお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの方方方方とととと交流交流交流交流会会会会♪♪♪♪    

    

    

    

    

    

    

    
        

    

    

    

    

    

    
WelcomeWelcomeWelcomeWelcome★★★★移動動物園移動動物園移動動物園移動動物園    

    
ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンパーティパーティパーティパーティ♪♪♪♪    姫路姫路姫路姫路ゆめゆめゆめゆめ♪♪♪♪鼓笛隊鼓笛隊鼓笛隊鼓笛隊    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    



                         5555    

    

３３３３    評価結果評価結果評価結果評価結果                                                                                    
    

                                                                                                                                        （（（（承認番号承認番号承認番号承認番号    第第第第582582582582号号号号））））    

    

    ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ大河大河大河大河ドラマドラマドラマドラマ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ているているているている““““黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛””””のののの故郷故郷故郷故郷““““姫路市姫路市姫路市姫路市でででで６７６７６７６７年間年間年間年間、、、、    

                        ““““変化変化変化変化をををを恐恐恐恐れずれずれずれず””””    チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジをををを続続続続けてけてけてけてきたきたきたきた保育園保育園保育園保育園ですですですです    

    

    

◇◇◇◇    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点点点点    

    

（（（（１１１１））））姫路市内姫路市内姫路市内姫路市内にはにはにはには、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年２２２２月現在月現在月現在月現在、、、、公立公立公立公立３２３２３２３２＋＋＋＋民間民間民間民間７５７５７５７５＝＝＝＝合計合計合計合計１０７１０７１０７１０７ののの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。。。。    

            厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省・・・・兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県がががが保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上をををを目的目的目的目的としとしとしとし、、、、推奨推奨推奨推奨するするするする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民間民間民間民間のののの９９９９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．．．．４４４４％％％％        ⇒⇒⇒⇒    姫路市姫路市姫路市姫路市はははは、、、、兵庫県内兵庫県内兵庫県内兵庫県内のののの他他他他のののの市市市市のののの保育園保育園保育園保育園にににに比比比比べてべてべてべて低低低低いいいい受審率受審率受審率受審率ですですですです））））    

                姫路保育園姫路保育園姫路保育園姫路保育園はははは、、、、２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年２２２２月月月月のののの第第第第１１１１回回回回受審受審受審受審にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年４４４４月月月月にににに改定改定改定改定されされされされ難易度難易度難易度難易度がががが    

                アップアップアップアップしたしたしたした７９７９７９７９のののの基準項目基準項目基準項目基準項目（（（（乳幼児版乳幼児版乳幼児版乳幼児版））））でででで日日日日々々々々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振振振振りりりり返返返返りをりをりをりを行行行行いいいい継続的継続的継続的継続的にににに改善改善改善改善    

をををを実施実施実施実施しししし、、、、姫路市内姫路市内姫路市内姫路市内でででで初初初初のののの第第第第２２２２回回回回受審受審受審受審をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその評価結果評価結果評価結果評価結果をををを公表公表公表公表するするするする事事事事でででで、、、、「「「「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」」」」

がががが保育園保育園保育園保育園にににに求求求求めるめるめるめる、、、、またまたまたまた厚労省厚労省厚労省厚労省がががが社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人にににに求求求求めめめめるるるる『『『『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しましたたしましたたしましたたしました。。。。    

    

    （（（（２２２２））））『『『『働働働働くくくく母親母親母親母親のののの強強強強いいいい味方味方味方味方』』』』でででで、、、、““““安心安心安心安心してしてしてして働働働働けるけるけるける、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応力対応力対応力対応力””””があるとがあるとがあるとがあると保護者保護者保護者保護者よりよりよりより絶賛絶賛絶賛絶賛    

されていますされていますされていますされています。。。。    （（（（２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年１２１２１２１２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よりよりよりより））））    

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

                昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年年年年のののの設立以来設立以来設立以来設立以来、、、、６７６７６７６７年間年間年間年間のののの長期間長期間長期間長期間、、、、祖母祖母祖母祖母もももも卒園生卒園生卒園生卒園生・・・・母母母母もももも卒園生卒園生卒園生卒園生・・・・子子子子どもどもどもども３３３３代代代代にににに渡渡渡渡りりりり、、、、    

家族家族家族家族のののの幸幸幸幸せをせをせをせを支援支援支援支援してしてしてしてきたきたきたきた姫路姫路姫路姫路をををを代表代表代表代表するするするする保育園保育園保育園保育園ですですですです。。。。    

    

    （（（（３３３３））））法人法人法人法人がががが志向志向志向志向するするするする““““笑顔笑顔笑顔笑顔がががが一番一番一番一番””””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。。。。今回今回今回今回、、、、評価評価評価評価にににに携携携携わったわったわったわった評価者評価者評価者評価者もももも何度何度何度何度かかかか    

                保育園保育園保育園保育園へへへへ訪問訪問訪問訪問するするするする中中中中でででで感感感感じたのですがじたのですがじたのですがじたのですが、、、、保護者保護者保護者保護者ののののアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果からもからもからもからも““““職員職員職員職員のののの笑顔笑顔笑顔笑顔がががが良良良良いいいい、、、、    

気持気持気持気持ちがちがちがちが良良良良くなるくなるくなるくなる挨拶挨拶挨拶挨拶、、、、真面目真面目真面目真面目ささささ““““がががが高高高高くくくく評価評価評価評価されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    （（（（４４４４））））食食食食にににに対対対対するするするする評価評価評価評価もももも極極極極めてめてめてめて高高高高いですいですいですいです。。。。味味味味・・・・見見見見たたたた目目目目のののの彩彩彩彩・・・・食食食食べやすいべやすいべやすいべやすい為為為為のののの工夫等工夫等工夫等工夫等、、、、天下一品天下一品天下一品天下一品ですですですです。。。。    

                評価者評価者評価者評価者もももも２２２２度度度度、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと共共共共にににに食事食事食事食事をしましたをしましたをしましたをしました。。。。訪問日訪問日訪問日訪問日2/212/212/212/21（（（（金金金金））））のののの昼昼昼昼ののののメニューメニューメニューメニューはははは、、、、    

                プルコギプルコギプルコギプルコギ、、、、ナムルナムルナムルナムル（（（（韓国料理韓国料理韓国料理韓国料理））））でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに美味美味美味美味しいのしいのしいのしいの初初初初めてでめてでめてでめてで、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと共共共共にににに    

                おおおお代代代代わりをしてしましたわりをしてしましたわりをしてしましたわりをしてしました。。。。    

                子子子子どものどものどものどもの一番人気一番人気一番人気一番人気はははは、、、、「「「「カレーライスカレーライスカレーライスカレーライス」」」」でででで、、、、２２２２月月月月のののの献立献立献立献立ではではではでは2/32/32/32/3（（（（月月月月））））「「「「赤赤赤赤おにおにおにおにカレーカレーカレーカレー」」」」、、、、    

2/102/102/102/10（（（（月月月月））））「「「「ポークポークポークポーク・・・・カレーカレーカレーカレー」」」」とととと工夫工夫工夫工夫しししし趣向趣向趣向趣向をををを変変変変えてえてえてえて、、、、子子子子どものどものどものどもの要望要望要望要望にににに応応応応えていましたえていましたえていましたえていました。。。。    

    

    （（（（５５５５））））和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓やおやおやおやお琴琴琴琴、、、、合奏合奏合奏合奏・・・・マーチングマーチングマーチングマーチング等等等等でででで感性感性感性感性をををを育育育育みみみみ、、、、近隣近隣近隣近隣のののの商店街商店街商店街商店街のおのおのおのお夏清十郎祭夏清十郎祭夏清十郎祭夏清十郎祭りでのりでのりでのりでの    

パレードパレードパレードパレード参加参加参加参加、、、、官兵衛官兵衛官兵衛官兵衛イメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクターイメージキャラクター「「「「かんべえくんかんべえくんかんべえくんかんべえくん」」」」もももも来園来園来園来園しましたしましたしましたしました。。。。    
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☆☆☆☆    改善改善改善改善をををを求求求求められるめられるめられるめられる点点点点はははは１１１１点点点点ですですですです。。。。    

    

ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----②②②②    理念理念理念理念やややや基本方針基本方針基本方針基本方針がががが保護者保護者保護者保護者にににに周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。        

    

入園時入園時入園時入園時にににに説明説明説明説明したりしたりしたりしたり、、、、掲示掲示掲示掲示したりしたりしたりしたり、、、、保育参観保育参観保育参観保育参観((((３３３３月月月月))))等等等等でもでもでもでも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし伝伝伝伝ええええ周知周知周知周知しているしているしているしている取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは    

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。。。。しかししかししかししかし、、、、プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルにとってにとってにとってにとって、、、、取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ結果結果結果結果はどうなのかははどうなのかははどうなのかははどうなのかは重要重要重要重要ですですですです。。。。    

2013201320132013年年年年12121212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のののの数値数値数値数値をををを見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、ねらいねらいねらいねらい通通通通りのりのりのりの結果結果結果結果になっているとになっているとになっているとになっているとはははは    

思思思思えませんえませんえませんえません。。。。    

まずまずまずまず最初最初最初最初にににに、、、、数値目標数値目標数値目標数値目標をををを設定設定設定設定しししし、、、、知恵知恵知恵知恵をををを振振振振りりりり絞絞絞絞りりりり、、、、どんなどんなどんなどんな手段手段手段手段がががが有効有効有効有効なのかもなのかもなのかもなのかも含含含含めめめめ、、、、あのあのあのあの手手手手このこのこのこの手手手手でででで試試試試

行錯誤行錯誤行錯誤行錯誤されるされるされるされる事事事事をををを期待致期待致期待致期待致しますしますしますします。。。。    

    

    

    

★★★★    今後今後今後今後ともともともとも注意深注意深注意深注意深くくくく取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要があるがあるがあるがある点点点点はははは３３３３点点点点ですですですです。。。。    

    

（（（（１１１１））））    保護者満足度保護者満足度保護者満足度保護者満足度をさらにをさらにをさらにをさらに向上向上向上向上させるさせるさせるさせる取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは引引引引きききき続続続続きききき気気気気をををを抜抜抜抜かずおかずおかずおかずお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

                ①①①①    特特特特にににに、、、、都会都会都会都会のののの保育園保育園保育園保育園はははは園庭園庭園庭園庭があまりがあまりがあまりがあまり広広広広くありませんのでくありませんのでくありませんのでくありませんので、、、、かつかつかつかつ    最近最近最近最近のののの子子子子どもはどもはどもはどもは    

                        体力体力体力体力がががが昔昔昔昔のののの子子子子どもにどもにどもにどもに比比比比べべべべ弱弱弱弱くなっていますのでくなっていますのでくなっていますのでくなっていますので、、、、外遊外遊外遊外遊びびびび時間時間時間時間やややや体体体体をををを使使使使ってってってって遊遊遊遊ぶぶぶぶ時間時間時間時間のののの    

保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの見見見見えるえるえるえる化化化化        

                                （（（（２２２２歳児歳児歳児歳児ううううさぎさぎさぎさぎクラスクラスクラスクラス、、、、４４４４歳児歳児歳児歳児きりんきりんきりんきりんクラスクラスクラスクラスからからからから    保育園保育園保育園保育園にににに対対対対するするするする要望要望要望要望としてとしてとしてとして    

                                        ““““外遊外遊外遊外遊びのびのびのびの増加増加増加増加””””    コメントコメントコメントコメント記載記載記載記載ありありありあり））））    

    

                ②②②②    長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育でででで担任以外担任以外担任以外担任以外のののの方方方方がががが子子子子どもどもどもども・・・・保護者保護者保護者保護者のおのおのおのお迎迎迎迎えをえをえをえを見送見送見送見送るるるる場合場合場合場合でもでもでもでも    

    ““““そのそのそのその日日日日のののの子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子””””をおをおをおをお迎迎迎迎ええええ時時時時にににに保護者保護者保護者保護者にほんのにほんのにほんのにほんの一言一言一言一言でもでもでもでも良良良良いのでいのでいのでいので伝伝伝伝えるえるえるえる事事事事    

    （（（（３３３３歳児歳児歳児歳児ぱんだぱんだぱんだぱんだクラスクラスクラスクラス、、、、５５５５歳児幼児歳児幼児歳児幼児歳児幼児クラスクラスクラスクラスからからからから    保育園保育園保育園保育園にににに対対対対するするするする要望要望要望要望としてとしてとしてとして    

            ““““子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子をもっとをもっとをもっとをもっと伝伝伝伝えてえてえてえて””””    コメントコメントコメントコメント記載記載記載記載ありありありあり））））    

    

    

（（（（２２２２））））    子子子子どものどものどものどもの描描描描いたいたいたいた絵絵絵絵やややや製作製作製作製作あそびであそびであそびであそびで作作作作ったったったった物物物物をををを子子子子どもがどもがどもがどもが家庭家庭家庭家庭にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり、、、、保育園保育園保育園保育園でのでのでのでの    

                思思思思いいいい出出出出がががが、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも家庭家庭家庭家庭でもでもでもでも飾飾飾飾られておくようられておくようられておくようられておくようなななな仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ    

    （（（（４４４４歳児歳児歳児歳児きりんきりんきりんきりんクラスクラスクラスクラス    保育園保育園保育園保育園にににに対対対対するするするする要望要望要望要望としてとしてとしてとして    ““““絵画絵画絵画絵画やややや作品作品作品作品はほとんどないがはほとんどないがはほとんどないがはほとんどないが、、、、    

            子子子子どものどものどものどもの作品作品作品作品をををを残残残残しておきたいのでしておきたいのでしておきたいのでしておきたいので取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで欲欲欲欲しいしいしいしい””””    コメントコメントコメントコメント記載記載記載記載ありありありあり））））    

    

    

    （（（（３３３３））））    ““““松松松松のののの木木木木はははは松松松松のののの木木木木にににに育育育育てるてるてるてる””””というようにというようにというようにというように職員職員職員職員のののの得手得手得手得手ををををさらにさらにさらにさらに伸伸伸伸ばばばばすすすす事事事事がががが可能可能可能可能なななな    

教育教育教育教育体系体系体系体系をををを既存既存既存既存のののの教育教育教育教育システムシステムシステムシステムにににに追加追加追加追加されてはされてはされてはされては如何如何如何如何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか    
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        ○○○○    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姫路姫路姫路姫路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    

    

    

    

第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価にににに向向向向けてけてけてけて全職員全職員全職員全職員でででで取取取取りりりり組組組組むことによりむことによりむことによりむことにより、、、、職員間職員間職員間職員間のののの意識意識意識意識やややや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ももももよりよりよりより高高高高まりまりまりまり    

個個個個々々々々がががが学学学学ぼうとするぼうとするぼうとするぼうとする姿勢姿勢姿勢姿勢がががが見見見見られましたられましたられましたられました。。。。個個個個々々々々のののの課題課題課題課題だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、保育園保育園保育園保育園のののの課題課題課題課題などもなどもなどもなども見見見見つけつけつけつけ出出出出したしたしたした    

りりりり、、、、そのそのそのその課題課題課題課題にににに向向向向けてけてけてけて改善策改善策改善策改善策をををを全職員全職員全職員全職員でででで出出出出しししし合合合合いいいい、、、、取取取取りりりり組組組組むことでむことでむことでむことで保育保育保育保育のののの向上向上向上向上にもつながったようににもつながったようににもつながったようににもつながったように思思思思

いますいますいますいます。。。。    

    

    またまたまたまた、、、、サービスサービスサービスサービスをををを行行行行うううう側側側側としてのとしてのとしてのとしての姿勢姿勢姿勢姿勢やややや取取取取りりりり組組組組みについてもみについてもみについてもみについても、、、、保護者保護者保護者保護者にににに対対対対してしてしてして何何何何がががが大切大切大切大切なのかなのかなのかなのか、、、、どのどのどのどの

ようなようなようなようなサービスサービスサービスサービスをををを保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域のののの方方方方々々々々からからからから求求求求められているのかなどをめられているのかなどをめられているのかなどをめられているのかなどを考考考考えるえるえるえる機会機会機会機会にもなりにもなりにもなりにもなり、、、、全職員全職員全職員全職員でででで気気気気

付付付付きききき周知周知周知周知できるできるできるできる大切大切大切大切なななな取取取取りりりり組組組組みにもなりましたみにもなりましたみにもなりましたみにもなりました。。。。    

    

    第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価をををを受受受受けることによってけることによってけることによってけることによって、、、、自園自園自園自園のののの課題課題課題課題やややや職員一人職員一人職員一人職員一人ひとりのひとりのひとりのひとりの課題課題課題課題をををを見見見見つつつつけるけるけるける良良良良いきっかけにないきっかけにないきっかけにないきっかけにな

ったとったとったとったと共共共共にににに、、、、今後今後今後今後のののの保育園保育園保育園保育園のののの向上向上向上向上やややや職員職員職員職員のののの保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに向向向向けてどのようなけてどのようなけてどのようなけてどのような取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや意識意識意識意識のののの持持持持ちちちち方方方方

がががが必要必要必要必要なのかなどについてもなのかなどについてもなのかなどについてもなのかなどについても考考考考えることができましたえることができましたえることができましたえることができました。。。。    

    

    今回今回今回今回、、、、見見見見つけることのできたつけることのできたつけることのできたつけることのできた課題課題課題課題をををを決決決決してそのままにせずしてそのままにせずしてそのままにせずしてそのままにせず、、、、全職員全職員全職員全職員でででで意識意識意識意識してしてしてして取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、園園園園やややや職員一職員一職員一職員一

人人人人ひとりのひとりのひとりのひとりの向上向上向上向上につながるようにつながるようにつながるようにつながるよう取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域のののの方方方方々々々々がががが「「「「姫路保姫路保姫路保姫路保

育園育園育園育園にににに自分自分自分自分のののの子子子子どもをどもをどもをどもを預預預預けたいけたいけたいけたい」「」「」「」「姫路保育園姫路保育園姫路保育園姫路保育園にににに預預預預けてよかったけてよかったけてよかったけてよかった」」」」などとなどとなどとなどと思思思思ってもらえるようなってもらえるようなってもらえるようなってもらえるような保育園保育園保育園保育園

にしていきたいとにしていきたいとにしていきたいとに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））））    
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        （（（（別紙別紙別紙別紙１１１１））））    

評価細目評価細目評価細目評価細目のののの第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    
                                                                                                                                                                                                                                        

    

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

ａａａａ        全全全全てのてのてのての項目項目項目項目をををを満満満満たすたすたすたす                    目標目標目標目標となるとなるとなるとなる高高高高いいいいレベルレベルレベルレベル    

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

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

    

☆☆☆☆☆☆☆☆    ２２２２回目受審回目受審回目受審回目受審のののの保育園様保育園様保育園様保育園様ですのでですのでですのでですので、、、、きつめのきつめのきつめのきつめの評価評価評価評価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    ☆☆☆☆☆☆☆☆        

    

    

    

    

評価対象評価対象評価対象評価対象ⅠⅠⅠⅠ    福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの基本方針基本方針基本方針基本方針とととと組織組織組織組織    
        

ⅠⅠⅠⅠ－－－－１１１１    理念理念理念理念・・・・基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(1)(1)(1)(1)        理念理念理念理念、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針がががが確立確立確立確立されているされているされているされている。。。。        
ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----①①①①    理念理念理念理念がががが明文化明文化明文化明文化され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にににに周知周知周知周知されされされされ実践実践実践実践されているされているされているされている。。。。    ａａａａ        

ⅠⅠⅠⅠ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----②②②②    理念理念理念理念やややや基本方針基本方針基本方針基本方針がががが保護者保護者保護者保護者にににに周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。    ｂｂｂｂ    
    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

保育園保育園保育園保育園のののの職員職員職員職員がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなってサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう法人全体法人全体法人全体法人全体でででで『『『『保育理念保育理念保育理念保育理念』』』』のののの共有化共有化共有化共有化にににに力力力力をををを入入入入れていますれていますれていますれています。「。「。「。「入入入入

園園園園のしおりのしおりのしおりのしおり」」」」やややや「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット」」」」へのへのへのへの保育理念保育理念保育理念保育理念のののの記載記載記載記載とととと配布配布配布配布、、、、園内園内園内園内にににに保育理念保育理念保育理念保育理念をををを掲示掲示掲示掲示してしてしてして周知周知周知周知するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、職員職員職員職員にににに対対対対

してしてしてして採用時採用時採用時採用時、、、、年年年年にににに１１１１回回回回のののの法人全体研修法人全体研修法人全体研修法人全体研修にににに加加加加ええええ、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議でさらにでさらにでさらにでさらに理解理解理解理解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していますみをしていますみをしていますみをしています。。。。    

2013201320132013年年年年12121212月月月月、、、、保護者保護者保護者保護者をををを対象対象対象対象ににににアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。そのなかでそのなかでそのなかでそのなかで年長年長年長年長クラスクラスクラスクラスのののの保護者保護者保護者保護者のののの方方方方からからからから保育理念保育理念保育理念保育理念やややや目目目目

標標標標についてについてについてについて「「「「ああああまりまりまりまり知知知知らないらないらないらない」」」」というというというという回答回答回答回答がががが数件数件数件数件ありましたありましたありましたありました。。。。それをうけそれをうけそれをうけそれをうけ、、、、次年度次年度次年度次年度からからからから毎月毎月毎月毎月のののの「「「「おたよりおたよりおたよりおたより」」」」でででで保育理念保育理念保育理念保育理念

についてについてについてについて繰繰繰繰りりりり返返返返しししし説明説明説明説明しししし、、、、ごごごご理解理解理解理解いただくいただくいただくいただく取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。    

    

保護者保護者保護者保護者にににに周知周知周知周知していくしていくしていくしていく取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、とてもとてもとてもとても難易度難易度難易度難易度がががが高高高高いいいい事事事事はははは弊社弊社弊社弊社でもでもでもでも重重重重々々々々承知承知承知承知しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、    

このこのこのこの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、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの基準基準基準基準よりよりよりより““““きびしめきびしめきびしめきびしめ””””にににに判断判断判断判断しししし、ｂ、ｂ、ｂ、ｂ評価評価評価評価    とととと致致致致しましたしましたしましたしました。。。。    

よくよくよくよく知知知知っているっているっているっている＋＋＋＋まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている＝＝＝＝最低最低最低最低７０７０７０７０％％％％以上以上以上以上はははは確保確保確保確保できるできるできるできる様様様様いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの手段手段手段手段をををを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ、、、、    

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

    

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

    

    

    

    ★★★★    2013201320132013年年年年12121212月実施月実施月実施月実施アンケートアンケートアンケートアンケートよりよりよりより    保護者保護者保護者保護者にににに聞聞聞聞いたいたいたいた「「「「保育園保育園保育園保育園のののの理念理念理念理念・・・・方針方針方針方針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？？？？」」」」へへへへのののの回答回答回答回答結果結果結果結果    

    

保護者保護者保護者保護者さまのさまのさまのさまの回答回答回答回答    （（（（人人人人））））        ５５５５歳児歳児歳児歳児    幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスのののの家庭数家庭数家庭数家庭数    29292929人人人人    （（（（回収回収回収回収29292929））））    回収率回収率回収率回収率100100100100％％％％    

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         0  0  0  0     （（（（0000％）％）％）％）            まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている 13   13   13   13  （（（（45454545％）％）％）％）    

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 7   7   7   7  （（（（24242424％）％）％）％）        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 8  8  8  8     （（（（28282828％）％）％）％）    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      未記入未記入未記入未記入 1 1 1 1    

    



                         9999    

保護者保護者保護者保護者さまのさまのさまのさまの回答回答回答回答    （（（（人人人人））））        ４４４４歳児歳児歳児歳児    きりんきりんきりんきりんクラスクラスクラスクラスのののの家庭数家庭数家庭数家庭数    26262626人人人人    （（（（回収回収回収回収25252525））））    回収率回収率回収率回収率96.296.296.296.2％％％％    

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         2  2  2  2     （（（（8888％）％）％）％）        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 11  11  11  11     （（（（44444444％）％）％）％）    

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 7  7  7  7     （（（（28282828％）％）％）％）        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 3  3  3  3         （（（（12121212％）％）％）％）    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 1   1   1   1  未記入未記入未記入未記入 1 1 1 1    

    

    

保護者保護者保護者保護者さまのさまのさまのさまの回答回答回答回答    （（（（人人人人））））        ３３３３歳児歳児歳児歳児    ぱんだぱんだぱんだぱんだクラスクラスクラスクラスのののの家庭数家庭数家庭数家庭数    23232323人人人人    （（（（回収回収回収回収22222222））））    回収率回収率回収率回収率95.795.795.795.7％％％％    

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            2222        （（（（9999％）％）％）％）        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 11   11   11   11  （（（（50505050％）％）％）％）    

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 3 3 3 3    （（（（14141414％）％）％）％）        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 5  5  5  5     （（（（23232323％）％）％）％）    まったまったまったまったくくくく知知知知らないらないらないらない 0   0   0   0  未記入未記入未記入未記入 1 1 1 1    

    

    

    

    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    
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利利利用者等用者等用者等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    

    

    

一法人複数施設一法人複数施設一法人複数施設一法人複数施設のののの特徴特徴特徴特徴をををを活活活活かしかしかしかし、、、、法人全体法人全体法人全体法人全体でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要があるがあるがあるがある『『『『人材育成計画人材育成計画人材育成計画人材育成計画』』』』はははは本部本部本部本部がががが集中集中集中集中してしてしてして計画実施計画実施計画実施計画実施しししし

ていますていますていますています。。。。園園園園のののの「「「「中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画」」」」はははは法人全体法人全体法人全体法人全体のののの中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画とととと連動連動連動連動しししし、、、、またまたまたまた園個別園個別園個別園個別のののの事業事業事業事業についてはについてはについてはについては地域地域地域地域のののの特徴特徴特徴特徴をををを勘案勘案勘案勘案

しながらしながらしながらしながら職員職員職員職員やややや保護者保護者保護者保護者のののの意見意見意見意見、、、、またまたまたまた姫路市発行姫路市発行姫路市発行姫路市発行のののの「「「「姫路市姫路市姫路市姫路市のののの現状現状現状現状についてのについてのについてのについてのデータデータデータデータ資料資料資料資料」」」」のののの内容内容内容内容をををを取取取取りりりり入入入入れながられながられながられながら

策定策定策定策定していますしていますしていますしています。。。。    

    計画計画計画計画はははは年度当初年度当初年度当初年度当初「「「「安全点検安全点検安全点検安全点検」「」「」「」「ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット」「」「」「」「環境整備環境整備環境整備環境整備」」」」等等等等のののの係係係係・・・・担当担当担当担当ごとにごとにごとにごとに日常日常日常日常のののの問題問題問題問題とととと課題課題課題課題をををを整理整理整理整理しししし、、、、それそれそれそれ

をををを園長園長園長園長・・・・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されされされされるるるる三役会議三役会議三役会議三役会議でででで、、、、決決決決められためられためられためられた園園園園ののののテーマテーマテーマテーマととととリンクリンクリンクリンクさせてさせてさせてさせて策定策定策定策定しますしますしますします。。。。またまたまたまた5555月月月月、、、、9999

月月月月、、、、3333月月月月にににに定期的定期的定期的定期的にににに計画計画計画計画のののの進捗進捗進捗進捗をををを確認確認確認確認しししし、、、、内容内容内容内容ををををモニタリングモニタリングモニタリングモニタリングしながらよりしながらよりしながらよりしながらより実効性実効性実効性実効性のあるものへとのあるものへとのあるものへとのあるものへと変化変化変化変化させていまさせていまさせていまさせていま

すすすす。。。。このこのこのこの業務業務業務業務のののの流流流流れがあるのでれがあるのでれがあるのでれがあるので各職員各職員各職員各職員がががが園園園園のののの計画計画計画計画のののの内容内容内容内容をををを把握把握把握把握・・・・理解理解理解理解できできできでき、、、、責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって事業実施事業実施事業実施事業実施にあたることがにあたることがにあたることがにあたることが

できますできますできますできます。。。。    

    保護者保護者保護者保護者にはにはにはには入園式入園式入園式入園式とととと年度末懇談会時年度末懇談会時年度末懇談会時年度末懇談会時にににに説明説明説明説明しししし、、、、さらにさらにさらにさらに５５５５月月月月にににに年間行事予定表年間行事予定表年間行事予定表年間行事予定表をををを配布配布配布配布しししし、、、、計画内容計画内容計画内容計画内容のののの周知周知周知周知にににに努努努努めてめてめてめて

いますいますいますいます。。。。    

    

    

    

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

        平成平成平成平成２５２５２５２５年度実年度実年度実年度実施済分施済分施済分施済分    テラステラステラステラス補修補修補修補修、、、、食料備蓄食料備蓄食料備蓄食料備蓄、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ指導者養成講座受講指導者養成講座受講指導者養成講座受講指導者養成講座受講、、、、挨拶運動挨拶運動挨拶運動挨拶運動    他他他他    

        平成平成平成平成２６２６２６２６年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定    園園園園バスシートバスシートバスシートバスシート補修補修補修補修（（（（保護者会保護者会保護者会保護者会へのへのへのへの申請申請申請申請）、）、）、）、園児園児園児園児へのへのへのへの交通安全指導交通安全指導交通安全指導交通安全指導、、、、緑緑緑緑ののののカーテンカーテンカーテンカーテン    他他他他            

平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年度度度度実施予定実施予定実施予定実施予定    園園園園バスバスバスバス購入購入購入購入、、、、絵本絵本絵本絵本コーナーコーナーコーナーコーナー増設増設増設増設、、、、ビオトープビオトープビオトープビオトープ    他他他他    

        平成平成平成平成２８２８２８２８年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定    看護士看護士看護士看護士１１１１名採用名採用名採用名採用、、、、リトミックリトミックリトミックリトミック指導指導指導指導、、、、芝張替芝張替芝張替芝張替ええええ    他他他他    

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定    ３３３３度目度目度目度目のののの第三者評価受審第三者評価受審第三者評価受審第三者評価受審、、、、男性保育士採用男性保育士採用男性保育士採用男性保育士採用、、、、屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化、、、、セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ強化強化強化強化    他他他他    

    

        ◎◎◎◎    通園通園通園通園バスバスバスバスののののシートシートシートシートはははは間間間間もなくもなくもなくもなく見違見違見違見違えるえるえるえる程程程程、、、、綺麗綺麗綺麗綺麗になになになになりますのでりますのでりますのでりますので、、、、子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち    もうちょっともうちょっともうちょっともうちょっと    待待待待っててなあっててなあっててなあっててなあ    

    

    

    

    

    



                         10101010    

    

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取取取組組組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    

    

    

管理者管理者管理者管理者のののの役割役割役割役割はははは「「「「職務分掌職務分掌職務分掌職務分掌・・・・施設長責任義務施設長責任義務施設長責任義務施設長責任義務」」」」のののの文書文書文書文書でででで明文化明文化明文化明文化されていますされていますされていますされています。。。。そのそのそのその内容内容内容内容はははは各各各各クラスクラスクラスクラスにににに配布配布配布配布・・・・常備常備常備常備

されているのでされているのでされているのでされているので、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも確認確認確認確認できますできますできますできます。。。。またまたまたまた管理者管理者管理者管理者のののの役割役割役割役割のののの評価評価評価評価についてについてについてについて人事考課人事考課人事考課人事考課にににに上位上位上位上位・・・・下位下位下位下位のののの３６０３６０３６０３６０°°°°評価評価評価評価

をををを実施実施実施実施しししし、、、、適切適切適切適切にににに指導力指導力指導力指導力がががが発揮発揮発揮発揮されているかされているかされているかされているかモニタリングモニタリングモニタリングモニタリング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。。。。    

保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、入園前入園前入園前入園前とととと大大大大きなきなきなきな行事行事行事行事（（（（年年年年５５５５～～～～６６６６回回回回））））実施実施実施実施ごとにごとにごとにごとに「「「「保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」をををを実施実施実施実施しししし、、、、保護保護保護保護

者者者者のののの要望要望要望要望をををを取取取取りりりり入入入入れながられながられながられながら保育保育保育保育のののの内容内容内容内容のののの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ますんでいますんでいますんでいます。。。。またまたまたまた、、、、管理者管理者管理者管理者はははは常常常常々々々々職員職員職員職員のののの状態状態状態状態にににに目目目目をををを配配配配りりりり、、、、必必必必

要要要要にににに応応応応じてじてじてじて職員職員職員職員のののの相談相談相談相談にのりにのりにのりにのり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安定安定安定安定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。。。。    

園園園園のののの運営運営運営運営にはにはにはには法人全体法人全体法人全体法人全体のののの管理者管理者管理者管理者がががが影響影響影響影響するのでするのでするのでするので、、、、法人全体法人全体法人全体法人全体でででで理事長理事長理事長理事長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評価評価評価評価もももも実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。人人人人

事考課事考課事考課事考課のののの際際際際にににに職員職員職員職員がががが無記名無記名無記名無記名でででで「「「「理事長理事長理事長理事長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にににに関関関関するするするする意見意見意見意見」」」」をををを提出提出提出提出しししし、、、、理事長理事長理事長理事長がががが積極的積極的積極的積極的にににに自身自身自身自身のののの指導力指導力指導力指導力

のののの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ますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    

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「「「「一覧表一覧表一覧表一覧表」」」」にしにしにしにし、、、、コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス（（（（compliancecompliancecompliancecompliance：：：：法令法令法令法令・・・・社会規範社会規範社会規範社会規範・・・・倫理倫理倫理倫理をををを遵守遵守遵守遵守することがすることがすることがすることが

これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに重視重視重視重視されておりされておりされておりされており、、、、内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築にににに取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと等等等等））））遵守遵守遵守遵守活動活動活動活動もももも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。。。。                        

    
⇒⇒⇒⇒    良良良良きききき社会人社会人社会人社会人がががが    良良良良きききき保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスをををを行行行行うううう    

    

    

    

    



                         11111111    

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    

    

    

法人法人法人法人でででで独自独自独自独自にににに保育制度保育制度保育制度保育制度のののの有識者有識者有識者有識者とととと学習会学習会学習会学習会をををを開開開開きききき、、、、常常常常にににに最新最新最新最新のののの動向動向動向動向についてについてについてについて情報情報情報情報をををを入手入手入手入手しししし、、、、またそこからまたそこからまたそこからまたそこから将来将来将来将来

のののの経営経営経営経営のののの予測予測予測予測をををを立立立立てていますてていますてていますてています。。。。またまたまたまた有識者有識者有識者有識者をををを招招招招いたいたいたいた研修会研修会研修会研修会をををを全職員対象全職員対象全職員対象全職員対象にににに開催開催開催開催しししし、、、、各園各園各園各園でもでもでもでも職員自職員自職員自職員自らららら将来将来将来将来のののの経経経経

営営営営にににに興味興味興味興味をもつようにをもつようにをもつようにをもつように働働働働きかけていますきかけていますきかけていますきかけています。。。。    

またまたまたまた日常業務日常業務日常業務日常業務のののの中中中中でもでもでもでも各職員各職員各職員各職員ががががコストコストコストコスト意識意識意識意識をもちをもちをもちをもち、、、、改善改善改善改善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。。。。関西電気保安協会関西電気保安協会関西電気保安協会関西電気保安協会のののの月月月月1111回回回回のののの定期定期定期定期

診断診断診断診断のののの結果結果結果結果をををを活用活用活用活用したしたしたした節電節電節電節電、、、、ごみごみごみごみ袋袋袋袋ややややビニールビニールビニールビニール手袋手袋手袋手袋のののの効率的効率的効率的効率的なななな使用使用使用使用、、、、食器食器食器食器のののの破損削減破損削減破損削減破損削減等等等等、、、、職員職員職員職員一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが意意意意

識識識識をををを高高高高めめめめ工夫工夫工夫工夫してしてしてして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。。。。    

外部監査外部監査外部監査外部監査はははは平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度もももも法人全体法人全体法人全体法人全体をををを含含含含めめめめ専門専門専門専門のののの会計会計会計会計士士士士によりによりによりにより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。。。。    

    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ－－－－２２２２    人材人材人材人材のののの確保確保確保確保・・・・養成養成養成養成    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)    人事管理人事管理人事管理人事管理のののの体制体制体制体制がががが整備整備整備整備されされされさ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育教育教育教育・・・・研修研修研修研修にににに関関関関するするするする基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢がががが明示明示明示明示されされされされているているているている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(3)(3)(3)(3)----②②②②    個別個別個別個別のののの職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての教育教育教育教育・・・・研修計画研修計画研修計画研修計画がががが策定策定策定策定されされされされ計画計画計画計画にににに基基基基づづづづ

いていていていて具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。    
ａａａａ    

    

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

ⅡⅡⅡⅡ----２２２２----(4)(4)(4)(4)    実習生実習生実習生実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを適切適切適切適切にににに行行行行われ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    

    

    

人材人材人材人材のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成についてについてについてについて、、、、法人内法人内法人内法人内でででで複数施設複数施設複数施設複数施設をををを持持持持っているっているっているっているスケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリットをををを活活活活かしかしかしかし効率的効率的効率的効率的にににに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。。。。そのなかでそのなかでそのなかでそのなかで当園当園当園当園のののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、職員職員職員職員がじっくりがじっくりがじっくりがじっくり落落落落ちちちち着着着着いていていていて育成育成育成育成されていますされていますされていますされています。。。。そのためそのためそのためそのため園児園児園児園児やややや保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々

とのとのとのとの結結結結びつきがびつきがびつきがびつきが強強強強くくくく、、、、安心安心安心安心してしてしてして保育保育保育保育がががが実施実施実施実施できているできているできているできている点点点点ですですですです。。。。    

    研修体制研修体制研修体制研修体制にににに関関関関してはしてはしてはしては「「「「法人全体研修計画法人全体研修計画法人全体研修計画法人全体研修計画」」」」とととと「「「「各園個別各園個別各園個別各園個別のののの研修計画研修計画研修計画研修計画」」」」をををを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ、、、、管理者管理者管理者管理者にににに必要必要必要必要ななななマネジマネジマネジマネジ

メントメントメントメント能力能力能力能力とととと保育専門職保育専門職保育専門職保育専門職にににに必要必要必要必要なななな専門能力両方専門能力両方専門能力両方専門能力両方のののの育成育成育成育成がなされていますがなされていますがなされていますがなされています。。。。専門職研修専門職研修専門職研修専門職研修ではではではでは講義形式講義形式講義形式講義形式（（（（受身受身受身受身））））のののの
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研修研修研修研修ではなくではなくではなくではなく、、、、ロールプレイロールプレイロールプレイロールプレイやややや検討検討検討検討をををを通通通通じじじじ参画参画参画参画するするするする方式方式方式方式でででで職員職員職員職員のののの学習効果学習効果学習効果学習効果をををを高高高高めていますめていますめていますめています。。。。    

    実習生実習生実習生実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れについてはれについてはれについてはれについては、、、、実習生実習生実習生実習生にもにもにもにも初初初初めにめにめにめに園園園園のののの『『『『保育理念保育理念保育理念保育理念』』』』をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明しししし、、、、理解理解理解理解したうえでしたうえでしたうえでしたうえで実習実習実習実習にににに

あたってもらっていますあたってもらっていますあたってもらっていますあたってもらっています。。。。実習期間中以外実習期間中以外実習期間中以外実習期間中以外にもにもにもにも姫路市姫路市姫路市姫路市をををを交交交交えてえてえてえて養成機関養成機関養成機関養成機関とととと連絡会連絡会連絡会連絡会をををを開催開催開催開催しししし、、、、実習生実習生実習生実習生のののの育成育成育成育成をををを支支支支

援援援援していますしていますしていますしています。。。。    

    

    実習生受実習生受実習生受実習生受けけけけ入入入入れれれれ実績実績実績実績        平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    ３３３３人人人人            平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    ６６６６人人人人            平成平成平成平成２２２２３３３３年度年度年度年度    ６６６６人人人人    

    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ－－－－３３３３    安全管理安全管理安全管理安全管理    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)    利用者利用者利用者利用者のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための取組取組取組取組がががが行行行行われ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備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    
ａａａａ    

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    災害時災害時災害時災害時にににに対対対対するするするする利用者利用者利用者利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためののためののためののための取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----③③③③    利用者利用者利用者利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためにのためにのためにのためにリスクリスクリスクリスクをををを把握把握把握把握しししし対策対策対策対策をををを実行実行実行実行しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----④④④④    食中毒食中毒食中毒食中毒のののの発生時発生時発生時発生時にににに対応対応対応対応できるできるできるできるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがありがありがありがあり、、、、さらにそのさらにそのさらにそのさらにその対処方法対処方法対処方法対処方法にににに

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

    

ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----⑤⑤⑤⑤    不審者不審者不審者不審者のののの侵入時侵入時侵入時侵入時などになどになどになどに対応対応対応対応できるできるできるできるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがありがありがありがあり、、、、全職員全職員全職員全職員にににに周知周知周知周知してしてしてして

いるいるいるいる    
ａａａａ    

    

特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

    

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』、『』、『』、『』、『給食衛生管理給食衛生管理給食衛生管理給食衛生管理マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、』、』、』、    

『『『『感染症対応感染症対応感染症対応感染症対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、『』、『』、『』、『避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練のののの手順手順手順手順』』』』等等等等））））はははは法人全体法人全体法人全体法人全体でででで整備整備整備整備されていますされていますされていますされています。。。。またまたまたまた毎年見直毎年見直毎年見直毎年見直しししし

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。。。。マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル類類類類ははははファイリングファイリングファイリングファイリングされされされされクラスクラスクラスクラスごとにごとにごとにごとに配置配置配置配置されているのでされているのでされているのでされているので、、、、職員職員職員職員がいつがいつがいつがいつ

でもでもでもでも業務業務業務業務のののの内容内容内容内容をををを確認確認確認確認できできできでき、、、、何何何何かあったかあったかあったかあった場合場合場合場合にににに慌慌慌慌てることなくてることなくてることなくてることなく対応対応対応対応できていますできていますできていますできています。。。。    

    

事故事故事故事故やややや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のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、園園園園長長長長がががが環境環境環境環境のののの確認確認確認確認をををを随時実施随時実施随時実施随時実施していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた日日日日々々々々のののの取取取取

りりりり組組組組みはみはみはみは安全点検係安全点検係安全点検係安全点検係ややややヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット係係係係、、、、感染症感染症感染症感染症係係係係、、、、厨房等厨房等厨房等厨房等のののの担当者担当者担当者担当者とととと責任責任責任責任者者者者をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、姫路姫路姫路姫路市市市市役所役所役所役所等等等等

のののの関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関とととと情報交換情報交換情報交換情報交換しながらしながらしながらしながら業務改善業務改善業務改善業務改善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。。。。事故等事故等事故等事故等のののの報告報告報告報告はははは主任主任主任主任がががが責任者責任者責任者責任者となってとなってとなってとなって情報情報情報情報

をとりまとめをとりまとめをとりまとめをとりまとめ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。。。。ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット事例事例事例事例はははは月月月月1111回回回回ヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハットヒヤリハット会議会議会議会議でででで実践実践実践実践のののの内容内容内容内容をををを見直見直見直見直すだけですだけですだけですだけで

なくなくなくなく、、、、職員会議職員会議職員会議職員会議でそのでそのでそのでその内容内容内容内容をををを報告報告報告報告したうえしたうえしたうえしたうえ職員全員職員全員職員全員職員全員ででで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しますんでしますんでしますんでします。。。。園児園児園児園児がががが毎日使用毎日使用毎日使用毎日使用すすすす

るるるる遊具遊具遊具遊具のののの点検点検点検点検はははは職員職員職員職員によるによるによるによる日常日常日常日常のののの点検点検点検点検にににに加加加加ええええ専門業者専門業者専門業者専門業者によるによるによるによる年年年年1111回点検回点検回点検回点検をををを実施実施実施実施しししし、、、、事故防止事故防止事故防止事故防止につなげていにつなげていにつなげていにつなげてい

ますますますます。。。。火災火災火災火災にににに対対対対してもしてもしてもしても毎月毎月毎月毎月のののの訓練訓練訓練訓練をををを通通通通じじじじ、、、、園児園児園児園児のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

    

南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフにににに対対対対するするするする減災対策減災対策減災対策減災対策としてとしてとしてとして、『、『、『、『地震地震地震地震、、、、津波津波津波津波、、、、土砂災害等減災土砂災害等減災土砂災害等減災土砂災害等減災マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』やややや『『『『通園通園通園通園バスバスバスバス用用用用    

減災減災減災減災マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』をををを作成作成作成作成しししし、、、、職員職員職員職員へのへのへのへの教育教育教育教育をををを行行行行いいいい、、、、大災害時大災害時大災害時大災害時のののの避難場所避難場所避難場所避難場所をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、「、「、「、「備蓄備蓄備蓄備蓄リストリストリストリスト」」」」    

をををを作成作成作成作成しししし、、、、管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士がががが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。。。。備蓄備蓄備蓄備蓄（（（（食料食料食料食料、、、、備品備品備品備品））））のののの品揃品揃品揃品揃ええええ、、、、量量量量にににに関関関関してはしてはしてはしては一考一考一考一考がががが必要必要必要必要とととと

思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

阪神大震災阪神大震災阪神大震災阪神大震災（（（（1995199519951995年年年年1111月月月月））））からからからから１９１９１９１９年経過年経過年経過年経過しししし、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの職員職員職員職員がががが震災後震災後震災後震災後のののの採用採用採用採用でででで、、、、またまたまたまた姫路市姫路市姫路市姫路市はははは被災地被災地被災地被災地    

ではありませんでしたではありませんでしたではありませんでしたではありませんでした。。。。震災直後震災直後震災直後震災直後のののの混乱混乱混乱混乱ぶりをぶりをぶりをぶりを当時当時当時当時をををを知知知知るるるる神戸市神戸市神戸市神戸市やややや西宮市西宮市西宮市西宮市のののの保育園保育園保育園保育園でででで勤務勤務勤務勤務されされされされたたたた    

保育士保育士保育士保育士さんさんさんさんからからからから生生生生のののの声声声声をををを聞聞聞聞くようなくようなくようなくような事事事事もごもごもごもご検討下検討下検討下検討下さいさいさいさい。。。。    

    

    非非非非常用電源常用電源常用電源常用電源としてとしてとしてとして、、、、自家発電装置自家発電装置自家発電装置自家発電装置があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、心強心強心強心強いですいですいですいです。。。。いざといういざといういざといういざという時時時時にににに直直直直ぐにぐにぐにぐに使用使用使用使用できるようできるようできるようできるよう訓訓訓訓

練練練練をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（大規模大規模大規模大規模なななな地震地震地震地震発生発生発生発生時時時時、、、、停電停電停電停電となりとなりとなりとなり電灯電灯電灯電灯・・・・冷暖房冷暖房冷暖房冷暖房のののの使用使用使用使用、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットによるによるによるによる通信通信通信通信

もももも不可不可不可不可になるになるになるになる為為為為））））    

    

    不審者不審者不審者不審者へのへのへのへの対応対応対応対応ですがですがですがですが、、、、女性女性女性女性がががが多多多多いいいい職場職場職場職場というというというという条件条件条件条件をををを勘案勘案勘案勘案したしたしたした不審者侵入不審者侵入不審者侵入不審者侵入からからからから警察警察警察警察へのへのへのへの通報通報通報通報、、、、警察官警察官警察官警察官

がががが駆駆駆駆けつけるまでのけつけるまでのけつけるまでのけつけるまでの対応対応対応対応ののののフローフローフローフローをををを作成作成作成作成しししし、、、、実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある体制体制体制体制をををを整整整整えていますえていますえていますえています。。。。    
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    ⅡⅡⅡⅡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    災害時災害時災害時災害時にににに対対対対するするするする利用者利用者利用者利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためののためののためののための取組取組取組取組についてについてについてについて    ；；；；    備蓄備蓄備蓄備蓄のののの量量量量についてについてについてについて    

    

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

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

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

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

をごをごをごをご検討下検討下検討下検討下さいさいさいさい。。。。    

    

        兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ＨＰＨＰＨＰＨＰ    南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ巨大地震津波浸水想定図巨大地震津波浸水想定図巨大地震津波浸水想定図巨大地震津波浸水想定図    播磨地区播磨地区播磨地区播磨地区（（（（2014201420142014年年年年2222月月月月19191919日公表日公表日公表日公表））））    姫路市姫路市姫路市姫路市    

    

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

    

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

    

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

    

    

    

    

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社会資社会資社会資源源源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)  地域地域地域地域のののの福祉向上福祉向上福祉向上福祉向上のためののためののためののための取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        

ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)(3)(3)(3)----①①①①    地域地域地域地域のののの福祉福祉福祉福祉ニーズニーズニーズニーズをををを把握把握把握把握しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

ⅡⅡⅡⅡ----４４４４----(3)(3)(3)(3)----②②②②    地域地域地域地域のののの福祉福祉福祉福祉ニーズニーズニーズニーズにににに基基基基づくづくづくづく事業事業事業事業・・・・活動活動活動活動がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。    ａａａａ    
    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

当園当園当園当園はははは地域地域地域地域でのでのでのでの活動活動活動活動のののの歴史歴史歴史歴史がががが長長長長くくくく（（（（開園開園開園開園    昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年年年年、、、、現時点現時点現時点現時点でででで６７６７６７６７年年年年間間間間のののの業歴業歴業歴業歴））））、、、、そのそのそのその中中中中でででで時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて

地域住民地域住民地域住民地域住民とととと深深深深いつながりがいつながりがいつながりがいつながりが作作作作られていますられていますられていますられています。。。。そのそのそのその上上上上でででで園園園園のののの保育理念保育理念保育理念保育理念をををを重重重重ねてねてねてねて地域地域地域地域にににに伝伝伝伝ええええ、、、、自治会自治会自治会自治会とととと協働協働協働協働しししし地地地地

域域域域のののの活動活動活動活動にににに参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。    

    またまたまたまた地域地域地域地域のののの関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関とはとはとはとは学校学校学校学校をををを中心中心中心中心にににに活動活動活動活動をともにしていますをともにしていますをともにしていますをともにしています。。。。小学校小学校小学校小学校とはとはとはとは年年年年4444回回回回、、、、オープンスクールオープンスクールオープンスクールオープンスクールのののの

行事行事行事行事のののの時時時時にににに園児園児園児園児がががが小学校小学校小学校小学校をををを訪問訪問訪問訪問しししし交流交流交流交流するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、職員職員職員職員もももも小学校小学校小学校小学校のののの教員教員教員教員とととと交流交流交流交流していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた地域地域地域地域にあにあにあにあ

るるるる高校高校高校高校のののの体育祭体育祭体育祭体育祭にににに園児園児園児園児ががががマーチングマーチングマーチングマーチングでででで参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは普段小普段小普段小普段小さなさなさなさな子供子供子供子供とととと触触触触れれれれ合合合合うことのないうことのないうことのないうことのない高校生高校生高校生高校生

にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、保育体験保育体験保育体験保育体験のののの重要重要重要重要なななな機会機会機会機会となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

    ボランティアボランティアボランティアボランティア受受受受けけけけ入入入入れれれれ実績実績実績実績        平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    １１１１人人人人            平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度    ６６６６人人人人            平成平成平成平成２２２２３３３３年度年度年度年度    １１１１１１１１人人人人    

    

    

    



                         14141414    

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サササービスービスービス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

っているっているっているっている。。。。    
ａａａａ    

    

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----②②②②        利用者利用者利用者利用者ののののプライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護にににに関関関関するするするする規程規程規程規程・・・・マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    

ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(2)(2)(2)(2)    利用者満足利用者満足利用者満足利用者満足のののの向上向上向上向上にににに努努努努めているめているめているめている。。。。        
    ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----①①①①利用者利用者利用者利用者のののの満足満足満足満足のののの向上向上向上向上をををを意図意図意図意図したしたしたした仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを整備整備整備整備しししし、、、、取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----１１１１----(3)  (3)  (3)  (3)  利用者利用者利用者利用者がががが意見等意見等意見等意見等をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい体制体制体制体制がががが確保確保確保確保され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    利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの意見等意見等意見等意見等にににに対対対対してしてしてして迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
        

            特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

（（（（１１１１））））子子子子どもどもどもども・・・・保護者保護者保護者保護者ののののプライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護（（（（羞恥心羞恥心羞恥心羞恥心にににに配慮配慮配慮配慮））））はははは、『、『、『、『プライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護にににに関関関関するするするするガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン』』』』    

            （（（（平成平成平成平成22222222年年年年2222月月月月5555日作成日作成日作成日作成））））にににに沿沿沿沿ってってってって取取取取りりりり組組組組まれていましたまれていましたまれていましたまれていました。。。。    

    

（（（（２２２２））））２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年１２１２１２１２月実施月実施月実施月実施のののの保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケートはははは、、、、１３６１３６１３６１３６人人人人のののの子子子子どもどもどもども（（（（９９９９９９９９家族家族家族家族））））全家族全家族全家族全家族ににににアンケートアンケートアンケートアンケート用紙用紙用紙用紙をををを    

            配布配布配布配布しししし、、、、９７９７９７９７家族家族家族家族よりよりよりより回収回収回収回収しましたしましたしましたしました。。。。    （（（（回収率回収率回収率回収率    ９８９８９８９８．．．．００００％）％）％）％）    

そのそのそのその結果結果結果結果はははは全体的全体的全体的全体的にににに高高高高くくくく評価評価評価評価されてされてされてされておりおりおりおりましたがましたがましたがましたが、、、、年齢別年齢別年齢別年齢別ではではではでは、、、、特特特特にりすにりすにりすにりす（（（（１１１１歳児歳児歳児歳児））））、、、、こりすこりすこりすこりす    

（（（（００００歳児歳児歳児歳児））））のののの組組組組のののの評価評価評価評価がががが高高高高くくくく、、、、食育活動食育活動食育活動食育活動    （（（（美味美味美味美味しいしいしいしい、、、、メニューメニューメニューメニューがががが豊富豊富豊富豊富、、、、分分分分かりかりかりかり易易易易いいいい））））、、、、和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓    

（（（（圧巻圧巻圧巻圧巻のののの迫力迫力迫力迫力、、、、他他他他ではやっていないではやっていないではやっていないではやっていない））））、、、、おおおお夏清十郎祭夏清十郎祭夏清十郎祭夏清十郎祭りのりのりのりのパレードパレードパレードパレード参加等参加等参加等参加等がががが支持支持支持支持されておりされておりされておりされており、、、、    

「「「「職員職員職員職員のののの笑顔笑顔笑顔笑顔がががが良良良良いいいいのでのでのでので、、、、入園入園入園入園をををを決決決決めためためためた」」」」ととととのののの声声声声もありましたもありましたもありましたもありました。。。。（（（（後述後述後述後述Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－３３３３にににに詳細記載詳細記載詳細記載詳細記載））））    

    

但但但但しししし、、、、改善要望改善要望改善要望改善要望もいくつかもいくつかもいくつかもいくつか出出出出ていまていまていまていましたしたしたした。。。。そのそのそのその要因要因要因要因をををを分析分析分析分析しししし、、、、改善活動改善活動改善活動改善活動もごもごもごもご検討検討検討検討下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

☆☆☆☆    特特特特にににに評価評価評価評価がががが高高高高いいいいクラスクラスクラスクラス    ［［［［    ポイントポイントポイントポイントはははは    5555点満点点満点点満点点満点でででで保護者満足度保護者満足度保護者満足度保護者満足度をををを絶対評価値絶対評価値絶対評価値絶対評価値    ］］］］        

順位順位順位順位    チームチームチームチーム名名名名    ポイントポイントポイントポイント    回収率回収率回収率回収率（％）（％）（％）（％）    

    

りすりすりすりす    

１１１１歳児歳児歳児歳児チームチームチームチーム    
４４４４．．．．８８８８    100100100100％（％（％（％（5555／／／／5555））））    

    

こりすこりすこりすこりす    

００００歳児歳児歳児歳児チームチームチームチーム    
４４４４．．．．４４４４    100100100100％（％（％（％（5555／／／／5555））））    

    

☆☆☆☆    特特特特にににに評価評価評価評価がががが高高高高いいいい内容内容内容内容    

順位順位順位順位    評価評価評価評価がががが高高高高いいいい内容内容内容内容    

    
食育食育食育食育        （（（（美味美味美味美味しいしいしいしい、、、、メニューメニューメニューメニューがががが豊富豊富豊富豊富、、、、分分分分かりかりかりかり易易易易いいいい））））    

    
和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓    （（（（圧巻圧巻圧巻圧巻のののの迫力迫力迫力迫力、、、、他他他他ではやっていないではやっていないではやっていないではやっていない））））    

    
職員職員職員職員のののの笑顔笑顔笑顔笑顔    

    

（（（（３３３３））））保護者保護者保護者保護者がががが意見意見意見意見をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい体制体制体制体制はははは、、、、玄関入玄関入玄関入玄関入りりりり口直口直口直口直ぐへのぐへのぐへのぐへの苦情解苦情解苦情解苦情解決決決決のののの仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの掲示掲示掲示掲示（（（（第三者委員第三者委員第三者委員第三者委員２２２２名名名名））））    

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

    

    

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

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

            実施実施実施実施されておりされておりされておりされており、、、、保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに積極的積極的積極的積極的なななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが実施実施実施実施されていますされていますされていますされています。。。。    

    

            またまたまたまた、、、、新新新新たなたなたなたな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、、、、第三者評価関係第三者評価関係第三者評価関係第三者評価関係のののの理解度理解度理解度理解度テストテストテストテストをををを職員全員職員全員職員全員職員全員でででで2/102/102/102/10（（（（月月月月））））にににに実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

            そのそのそのそのテストテストテストテスト結結結結果果果果はははは、、、、残念残念残念残念ながらあまりながらあまりながらあまりながらあまり良良良良いものではありませんでしたいものではありませんでしたいものではありませんでしたいものではありませんでした（（（（平均点平均点平均点平均点    ５１５１５１５１点点点点    →→→→    目標目標目標目標    ６０６０６０６０

点点点点））））のでのでのでので、、、、そのそのそのその後後後後、、、、第第第第２２２２段階段階段階段階----訪問調査訪問調査訪問調査訪問調査までのまでのまでのまでの約約約約２２２２週間週間週間週間、、、、副主任副主任副主任副主任がががが率先垂範率先垂範率先垂範率先垂範でででで猛勉強猛勉強猛勉強猛勉強をををを実施実施実施実施しししし、、、、理解度理解度理解度理解度をををを上上上上

げたげたげたげたようですようですようですようです。。。。    

    

            訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日訪問調査当日、、、、自信自信自信自信にににに溢溢溢溢れたれたれたれた副主任副主任副主任副主任のののの頑張頑張頑張頑張ったったったった努力努力努力努力のののの結果結果結果結果はははは成果成果成果成果となりとなりとなりとなり直直直直ぐにぐにぐにぐに現現現現れていましたれていましたれていましたれていました。。。。    

    

    

（（（（２２２２））））記録記録記録記録のののの管理管理管理管理、、、、個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、『、『、『、『個人情報管理規程個人情報管理規程個人情報管理規程個人情報管理規程』』』』によりによりによりにより実施実施実施実施されておりされておりされておりされており、、、、紙紙紙紙にににに記載記載記載記載されたされたされたされた    

個人情報個人情報個人情報個人情報のののの漏漏漏漏えいのえいのえいのえいの最大最大最大最大のののの要因要因要因要因であるであるであるである““““職員職員職員職員のののの園外園外園外園外へのへのへのへの持持持持ちちちち出出出出しししし禁止禁止禁止禁止””””もももも明文化明文化明文化明文化されていまされていまされていまされていますすすす。。。。    

    

    

    

    

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択選択選択選択にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを提供提供提供提供しているしているしているしている。。。。    ａａａａ        

ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②        サービスサービスサービスサービスのののの開始開始開始開始にあたりにあたりにあたりにあたり利用者等利用者等利用者等利用者等にににに説明説明説明説明しししし同意同意同意同意をををを得得得得ているているているている。。。。    ａａａａ    
ⅢⅢⅢⅢ----３３３３----(2)(2)(2)(2)    サービスサービスサービスサービスのののの継続性継続性継続性継続性にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした対応対応対応対応がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。        
    

    

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

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

    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット・・・・ホームページホームページホームページホームページ・・・・入園入園入園入園のしのしのしのしおりにおりにおりにおりにサービスサービスサービスサービス選択選択選択選択にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報のののの記載記載記載記載がありがありがありがあり、、、、入園前面接時入園前面接時入園前面接時入園前面接時にににに、、、、    

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

途中退園途中退園途中退園途中退園・・・・卒園時卒園時卒園時卒園時のののの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙をををを渡渡渡渡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、、、、夏祭夏祭夏祭夏祭りにりにりにりに、、、、卒園児卒園児卒園児卒園児がががが参加参加参加参加できるようできるようできるようできるよう、、、、    

「「「「案内案内案内案内はがきはがきはがきはがき」」」」をををを送送送送っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

    

    

ⅢⅢⅢⅢ－－－－４４４４    サービスサービスサービスサービス実施計画実施計画実施計画実施計画のののの策定策定策定策定    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ⅢⅢⅢⅢ----４４４４----(1)(1)(1)(1)    利用者利用者利用者利用者ののののアセスメントアセスメントアセスメントアセスメントがががが行行行行われ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    

    

    

（（（（１１１１））））子子子子どものどものどものどものアセスメントアセスメントアセスメントアセスメントはははは、「、「、「、「経過記録経過記録経過記録経過記録」」」」・・・・「「「「児童票児童票児童票児童票」」」」にににに記録記録記録記録しししし、、、、保護者保護者保護者保護者のののの状況状況状況状況がががが変化変化変化変化したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその都度都度都度都度    

赤字赤字赤字赤字でででで記入記入記入記入しししし把握把握把握把握していしていしていしていますますますます。。。。「「「「経過記録経過記録経過記録経過記録」」」」はははは、、、、４４４４期期期期にににに分分分分けけけけ、、、、記入記入記入記入をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

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

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

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

                

（（（（２２２２））））またまたまたまた、、、、５５５５歳児歳児歳児歳児幼児幼児幼児幼児クラスクラスクラスクラスのののの「「「「２２２２月度月案月度月案月度月案月度月案」」」」にににに記載記載記載記載されたされたされたされた環境構成環境構成環境構成環境構成のののの図通図通図通図通りりりり部屋部屋部屋部屋がががが装備装備装備装備されているかされているかされているかされているか配置状配置状配置状配置状

況況況況をををを照合照合照合照合しましたしましたしましたしました。。。。    （（（（知恵知恵知恵知恵をををを振振振振りりりり絞絞絞絞りりりり工夫工夫工夫工夫してしてしてして子子子子どもがどもがどもがどもが飽飽飽飽きないようにきないようにきないようにきないように部屋部屋部屋部屋のののの環境環境環境環境をををを変変変変えていますえていますえていますえています））））    
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評価対象評価対象評価対象評価対象ＡＡＡＡ    実施実施実施実施するするするする福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容    
    

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方方方針針針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。。。。    
ａａａａ    

    

ＡＡＡＡ----１１１１----(1)(1)(1)(1)----⑤⑤⑤⑤    小学校小学校小学校小学校とのとのとのとの連携連携連携連携やややや就学就学就学就学をををを見通見通見通見通したしたしたした計画計画計画計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、保育保育保育保育のののの内容内容内容内容やややや方法方法方法方法、、、、保護者保護者保護者保護者

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

ＡＡＡＡ----１１１１----(2)  (2)  (2)  (2)  環境環境環境環境をををを通通通通してしてしてして行行行行うううう保育保育保育保育        
ＡＡＡＡ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----①①①①    生活生活生活生活にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい場場場場としてとしてとしてとして、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが心地心地心地心地よくよくよくよく過過過過ごすことのできるようなごすことのできるようなごすことのできるようなごすことのできるような人的人的人的人的

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

ＡＡＡＡ----１１１１----(2)(2)(2)(2)----②②②②    子子子子どもがどもがどもがどもが基本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    

    

    

（（（（１１１１））））法人統一法人統一法人統一法人統一のののの「「「「保育課程保育課程保育課程保育課程」」」」にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、姫路保育園独自姫路保育園独自姫路保育園独自姫路保育園独自のののの「「「「保育過程保育過程保育過程保育過程」」」」をををを作作作作成成成成しししし、「、「、「、「月間指導計画月間指導計画月間指導計画月間指導計画」」」」やややや    

「「「「日案日案日案日案」」」」をををを作成作成作成作成しししし、『、『、『、『００００歳児歳児歳児歳児マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』等等等等にににに従従従従いいいい、、、、日日日日々々々々のののの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。。。。    

    

（（（（２２２２））））以前以前以前以前はははは、、、、００００歳児歳児歳児歳児をををを主主主主におにおにおにお昼寝時昼寝時昼寝時昼寝時『ＳＩＤＳ『ＳＩＤＳ『ＳＩＤＳ『ＳＩＤＳチェックマニュアルチェックマニュアルチェックマニュアルチェックマニュアル』』』』にににに従従従従いいいい、「、「、「、「睡眠睡眠睡眠睡眠チェックチェックチェックチェック表表表表」（」（」（」（寝寝寝寝ているているているている顔顔顔顔のののの    

向向向向きききき→↑←→↑←→↑←→↑←もももも含含含含めめめめ記載記載記載記載））））をををを記載記載記載記載していましていましていましていますすすす。。。。さらにさらにさらにさらに他府県他府県他府県他府県でででで１１１１・・・・２２２２歳児歳児歳児歳児でもでもでもでも事故事故事故事故があったというがあったというがあったというがあったというニュースニュースニュースニュースをををを分析分析分析分析

しししし、、、、対象対象対象対象をををを３３３３歳児歳児歳児歳児までのまでのまでのまでの園児園児園児園児にににに広広広広げげげげ、、、、年長組年長組年長組年長組みでもみでもみでもみでも気気気気になるになるになるになる子子子子にはにはにはには実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

    

（（（（３３３３））））特定特定特定特定のののの保育士保育士保育士保育士とととと継続的継続的継続的継続的なななな関関関関わりがわりがわりがわりが持持持持てるようにてるようにてるようにてるように、、、、園児一人園児一人園児一人園児一人ひとりにひとりにひとりにひとりに担当担当担当担当をををを決決決決めめめめ関係性関係性関係性関係性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。。。。    

    

（（（（４４４４））））体体体体をををを動動動動かすかすかすかす遊遊遊遊びびびびやややや外遊外遊外遊外遊びについてびについてびについてびについて    

    

            12121212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でででで外遊外遊外遊外遊びびびび時間時間時間時間がががが少少少少ないのではないかとのないのではないかとのないのではないかとのないのではないかとのコメントコメントコメントコメントがありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので    

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

    

            ２２２２歳児歳児歳児歳児うさぎうさぎうさぎうさぎクラスクラスクラスクラス、、、、４４４４歳児歳児歳児歳児きりんきりんきりんきりんクラスクラスクラスクラスからからからから保育園保育園保育園保育園にににに対対対対するするするする要望要望要望要望としてとしてとしてとして““““外遊外遊外遊外遊びのびのびのびの増加増加増加増加””””コメントコメントコメントコメント記載記載記載記載ありありありあり    

    

            目標目標目標目標としているとしているとしているとしている時間時間時間時間はははは６０６０６０６０分分分分でででで、、、、おおおお部屋部屋部屋部屋やややや園庭園庭園庭園庭、、、、おおおお散歩散歩散歩散歩、、、、マラソンマラソンマラソンマラソン等等等等でででで、、、、雨雨雨雨のののの日以外日以外日以外日以外はははは、、、、おおむねおおむねおおむねおおむね    

            ６０６０６０６０分程度実施分程度実施分程度実施分程度実施されているされているされているされている事事事事をををを２２２２歳児歳児歳児歳児うさぎうさぎうさぎうさぎ組組組組のののの２２２２／／／／３３３３（（（（月月月月））））のののの週週週週のののの「「「「クラスクラスクラスクラス活動予定表活動予定表活動予定表活動予定表」、」、」、」、日誌等日誌等日誌等日誌等    

でででで確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

ただただただただ、、、、実施実施実施実施しているしているしているしている事事事事のののの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの伝達伝達伝達伝達はははは上手上手上手上手くくくく実施実施実施実施されているとはされているとはされているとはされているとは言言言言えないのでえないのでえないのでえないので、、、、改善改善改善改善をををを求求求求めまめまめまめましたしたしたした。。。。    



                         19191919    

またまたまたまた、、、、玄関玄関玄関玄関にににに掲示掲示掲示掲示されているされているされているされている３３３３年前年前年前年前にににに作成作成作成作成されたされたされたされた““““おおおお散歩散歩散歩散歩マップマップマップマップ””””もももも①①①①時間時間時間時間のののの分分分分かるものへかるものへかるものへかるものへ②②②②保育士保育士保育士保育士ののののセンスセンスセンスセンスがががが

生生生生かされたものにかされたものにかされたものにかされたものに進化進化進化進化させるようおさせるようおさせるようおさせるようお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。    

    

「「「「時空時空時空時空をかけるをかけるをかけるをかける    世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城世界遺産姫路城マラソンマラソンマラソンマラソン２０１５２０１５２０１５２０１５」（」（」（」（来年来年来年来年2015201520152015年年年年2222月月月月22222222日開催予定日開催予定日開催予定日開催予定））））目指目指目指目指してしてしてして、、、、子子子子どもどもどもども達達達達がががが朝朝朝朝10101010

分間分間分間分間ののののマラソンマラソンマラソンマラソン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。。。。世界的世界的世界的世界的なななな課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている子子子子どものどものどものどもの足腰足腰足腰足腰・・・・体力強化体力強化体力強化体力強化にににに役立役立役立役立つつつつ取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと思思思思われわれわれわれ

ますますますます。。。。    

    

（（（（５５５５））））クレヨンクレヨンクレヨンクレヨン・・・・絵具絵具絵具絵具・・・・粘土粘土粘土粘土・・・・紙紙紙紙などをなどをなどをなどを使使使使っっっってのてのてのての絵画絵画絵画絵画やややや造詣遊造詣遊造詣遊造詣遊びについてびについてびについてびについて    

    

            12121212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でででで絵画絵画絵画絵画やややや造詣遊造詣遊造詣遊造詣遊びがびがびがびが少少少少ないのではないかとのないのではないかとのないのではないかとのないのではないかとのコメントコメントコメントコメントがありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので    

            訪問時訪問時訪問時訪問時どのどのどのどの程度取程度取程度取程度取りりりり組組組組んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか、、、、実際実際実際実際はどうなのかをはどうなのかをはどうなのかをはどうなのかを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

                

    （（（（４４４４歳児歳児歳児歳児きりんきりんきりんきりんクラスクラスクラスクラス    保育園保育園保育園保育園にににに対対対対するするするする要望要望要望要望としてとしてとしてとして    ““““絵画絵画絵画絵画やややや作品作品作品作品はほとんどないがはほとんどないがはほとんどないがはほとんどないが、、、、子子子子どものどものどものどもの作品作品作品作品をををを    

残残残残しておきたいのでしておきたいのでしておきたいのでしておきたいので取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで欲欲欲欲しいしいしいしい””””    コメントコメントコメントコメント記載記載記載記載ありありありあり））））    

                

おおおお部屋部屋部屋部屋にににに置置置置かれているかれているかれているかれているクレヨンクレヨンクレヨンクレヨン・・・・絵具絵具絵具絵具・・・・粘土粘土粘土粘土・・・・紙等紙等紙等紙等はははは、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも使使使使えるえるえるえる状態状態状態状態になっていまになっていまになっていまになっていましたがしたがしたがしたが、、、、    

要望要望要望要望がががが出出出出ていますのでていますのでていますのでていますので、、、、子子子子どものどものどものどもの作品作品作品作品をををを家家家家にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる機機機機会会会会のののの増加増加増加増加をををを要望要望要望要望しましたしましたしましたしました。。。。    

（（（（目標目標目標目標はははは現状現状現状現状よりよりよりより２０２０２０２０％％％％程度程度程度程度ののののアップアップアップアップからからからから始始始始めてめてめてめて、、、、実施実施実施実施しながらしながらしながらしながら子子子子どもどもどもども・・・・保護者保護者保護者保護者のののの意向意向意向意向もごもごもごもご勘案下勘案下勘案下勘案下さいさいさいさい））））    

    

（（（（６６６６））））保育士各人保育士各人保育士各人保育士各人はははは「「「「保育保育保育保育のののの見直見直見直見直しししし自己評価表自己評価表自己評価表自己評価表」」」」にてにてにてにて自分自分自分自分のののの保育保育保育保育のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いいいい、、、、知識知識知識知識・・・・技量技量技量技量・・・・技技技技をををを熱心熱心熱心熱心にににに磨磨磨磨こうとこうとこうとこうと懸懸懸懸

命命命命にににに努力努力努力努力をををを積積積積みみみみ上上上上げていますげていますげていますげています。。。。    

    

（（（（７７７７））））今回今回今回今回、、、、感性感性感性感性をををを磨磨磨磨いていていていて頂頂頂頂くくくく為為為為にににに、、、、副主任副主任副主任副主任にににに異分野異分野異分野異分野からもからもからもからも学学学学ぶぶぶぶようようようよう３３３３カカカカ月月月月でででで課題図書課題図書課題図書課題図書３３３３冊冊冊冊をををを回回回回しししし読読読読みするみするみするみする    

ようおようおようおようお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。    

            

『『『『    無印良品無印良品無印良品無印良品はははは、、、、仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが9999割割割割    仕事仕事仕事仕事ははははシンプルシンプルシンプルシンプルにやりなさいにやりなさいにやりなさいにやりなさい    』、『』、『』、『』、『    トヨタトヨタトヨタトヨタのののの口口口口ぐせぐせぐせぐせ    』（』（』（』（中経出版中経出版中経出版中経出版）、）、）、）、    

『『『『    灰谷健次郎灰谷健次郎灰谷健次郎灰谷健次郎のののの保育園日保育園日保育園日保育園日記記記記    』』』』 ( ( ( (新潮文庫新潮文庫新潮文庫新潮文庫))))            

    

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    保育保育保育保育のののの現場現場現場現場はははは多忙多忙多忙多忙ですがですがですがですが、、、、何何何何とかとかとかとか時間時間時間時間をををを作作作作りりりり出出出出しししし、、、、見事読破見事読破見事読破見事読破されましたされましたされましたされました    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

    

    

    

    

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    

    

    第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    

ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)        生活生活生活生活とととと発達発達発達発達のののの連続性連続性連続性連続性        
ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----①①①①    子子子子どもどもどもども一人一人一人一人ひとりをひとりをひとりをひとりを受容受容受容受容しししし、、、、理解理解理解理解をををを深深深深めてめてめてめて働働働働きかけやきかけやきかけやきかけや援助援助援助援助がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。    ａａａａ    
ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----②②②②    障害障害障害障害のあるのあるのあるのある子子子子どもがどもがどもがどもが安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる保育環境保育環境保育環境保育環境がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、保育保育保育保育のののの内容内容内容内容やややや方方方方

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

    

ＡＡＡＡ----２２２２----(1)(1)(1)(1)----③③③③    長時間長時間長時間長時間にわたるにわたるにわたるにわたる保育保育保育保育のためののためののためののための環境環境環境環境がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、保育保育保育保育のののの内容内容内容内容やややや方法方法方法方法がががが配慮配慮配慮配慮されてされてされてされて

いるいるいるいる。。。。    
ａａａａ    

ＡＡＡＡ----２２２２----(2)(2)(2)(2)        子子子子どものどものどものどもの福祉福祉福祉福祉をををを推進推進推進推進することにすることにすることにすることに最最最最もふさわしいもふさわしいもふさわしいもふさわしい生活生活生活生活のののの場場場場        
ＡＡＡＡ----２２２２----((((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況健康状況健康状況健康状況にににに応応応応じてじてじてじて実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ＡＡＡＡ----２２２２----((((2)2)2)2)----②②②②    食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しむことができるしむことができるしむことができるしむことができる工夫工夫工夫工夫をしているをしているをしているをしている。。。。    

ａａａａ    

ＡＡＡＡ----２２２２----((((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    



                         20202020    

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））））気気気気になるになるになるになる子子子子へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて：：：：個人別個人別個人別個人別「「「「指導計画指導計画指導計画指導計画」」」」にてにてにてにて、、、、適切適切適切適切にににに配慮配慮配慮配慮されてされてされてされて養護養護養護養護・・・・教育教育教育教育されているされているされているされている事事事事をををを    

            確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

（（（（２２２２））））長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育、、、、保護者支援保護者支援保護者支援保護者支援：：：：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ていますけていますけていますけています。（。（。（。（2013201320132013年年年年12121212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のののの生生生生のののの声声声声））））    

    

①①①①    他他他他のののの園園園園ならならならなら申申申申しししし込込込込みをしなければいけないみをしなければいけないみをしなければいけないみをしなければいけない様様様様なななな時間外保育時間外保育時間外保育時間外保育もももも手続手続手続手続きなしできなしできなしできなしで、、、、保育時間保育時間保育時間保育時間がががが長長長長くくくく、、、、急急急急なななな残業残業残業残業

になってもになってもになってもになっても安心安心安心安心できるできるできるできる。。。。働働働働くおくおくおくお母母母母さんにさんにさんにさんに優優優優しいとしいとしいとしいと思思思思うううう。（。（。（。（うさぎうさぎうさぎうさぎ））））    

        

②②②②    園園園園のののの休日休日休日休日がががが年末年始年末年始年末年始年末年始３３３３日日日日ずつなのでずつなのでずつなのでずつなので、、、、働働働働くくくく親親親親としてはとてもとしてはとてもとしてはとてもとしてはとても助助助助かるかるかるかる。（。（。（。（幼児幼児幼児幼児））））    

    

③③③③    土曜日土曜日土曜日土曜日でもでもでもでも子供子供子供子供をををを預預預預かってくれるかってくれるかってくれるかってくれる。（。（。（。（友達友達友達友達のののの所所所所のののの保育園保育園保育園保育園はははは土曜日土曜日土曜日土曜日はははは基本基本基本基本、、、、ダメダメダメダメらしいですらしいですらしいですらしいです）（）（）（）（りすりすりすりす））））    

    

④④④④    仕事仕事仕事仕事をしながらをしながらをしながらをしながら安心安心安心安心してしてしてして預預預預けやすいけやすいけやすいけやすい。（。（。（。（うさぎうさぎうさぎうさぎ））））    

    

⑤⑤⑤⑤    親親親親のののの仕事仕事仕事仕事がががが多忙多忙多忙多忙でででで、、、、子供子供子供子供にににに学習時間学習時間学習時間学習時間をををを取取取取れないれないれないれない分分分分、、、、園園園園でのでのでのでの学習学習学習学習がががが充実充実充実充実しているしているしているしている。（。（。（。（幼児幼児幼児幼児））））    

    

（（（（３３３３））））食育食育食育食育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からからからから評価評価評価評価もももも極極極極めてめてめてめて高高高高いですいですいですいです。。。。味味味味・・・・見見見見たたたた目目目目のののの彩彩彩彩・・・・食食食食べやすいべやすいべやすいべやすい為為為為のののの工夫等工夫等工夫等工夫等、、、、    

天下一品天下一品天下一品天下一品ですですですです。。。。評価者評価者評価者評価者もももも２２２２度度度度、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと共共共共にににに食事食事食事食事をしましたをしましたをしましたをしました。。。。訪問日訪問日訪問日訪問日2/212/212/212/21（（（（金金金金））））のののの昼昼昼昼ののののメニューメニューメニューメニューはははは、、、、    

            プルコギプルコギプルコギプルコギ、、、、ナムルナムルナムルナムル（（（（韓国料理韓国料理韓国料理韓国料理））））でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに美味美味美味美味しいのしいのしいのしいのはははは初初初初めてでめてでめてでめてで、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと共共共共におにおにおにお代代代代わりをわりをわりをわりを    

        しましたしましたしましたしました。。。。    

子子子子どものどものどものどもの一番人気一番人気一番人気一番人気はははは、、、、「「「「カレーライスカレーライスカレーライスカレーライス」」」」でででで、、、、２２２２月月月月のののの献立献立献立献立ではではではでは2/32/32/32/3（（（（月月月月））））「「「「赤赤赤赤おにおにおにおにカレーカレーカレーカレー」」」」、、、、2/102/102/102/10（（（（月月月月））））「「「「ポポポポ

ークークークーク・・・・カレーカレーカレーカレー」」」」とととと工夫工夫工夫工夫しししし趣向趣向趣向趣向をををを変変変変えてえてえてえて、、、、子子子子どものどものどものどもの要望要望要望要望にににに応応応応えていましたえていましたえていましたえていました。。。。    

    

（（（（４４４４））））健康管理健康管理健康管理健康管理についてについてについてについて：：：：    毎月毎月毎月毎月、、、、法人法人法人法人のののの保健師作成保健師作成保健師作成保健師作成のののの「「「「ほけんだよりほけんだよりほけんだよりほけんだより」」」」をををを各家庭各家庭各家庭各家庭にににに配布配布配布配布しししし、「、「、「、「年間保健計画年間保健計画年間保健計画年間保健計画」」」」をををを

作成作成作成作成しししし、、、、嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医のののの指導指導指導指導にににに従従従従いいいい、、、、健康診断健康診断健康診断健康診断、、、、歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診をををを定期的定期的定期的定期的にににに実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

『『『『感染症対応感染症対応感染症対応感染症対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、』、』、』、厚労省厚労省厚労省厚労省ののののガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインにににに沿沿沿沿ったったったった『『『『登園停止基準登園停止基準登園停止基準登園停止基準』、『』、『』、『』、『インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対応対応対応対応    

マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』、『』、『』、『』、『ダイアップダイアップダイアップダイアップ座薬使用座薬使用座薬使用座薬使用マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』等等等等をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

    

    

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せるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、家庭家庭家庭家庭とととと連携連携連携連携しているしているしているしている。。。。    ａａａａ    
ＡＡＡＡ----３３３３----(1)(1)(1)(1)----②②②②    家庭家庭家庭家庭とととと子子子子どものどものどものどもの保育保育保育保育がががが密接密接密接密接にににに関連関連関連関連したしたしたした保護者支援保護者支援保護者支援保護者支援をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    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    
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        職員職員職員職員のののの笑顔笑顔笑顔笑顔でのでのでのでの挨拶挨拶挨拶挨拶    「「「「行行行行ってらっしゃいってらっしゃいってらっしゃいってらっしゃい」、「」、「」、「」、「おおおお帰帰帰帰りなさいりなさいりなさいりなさい」」」」がががが    保護者保護者保護者保護者よりよりよりより高高高高いいいい評価評価評価評価をををを得得得得ていますていますていますています。。。。    

    

①①①①    入園入園入園入園をををを決決決決めたのはめたのはめたのはめたのは、、、、先生達先生達先生達先生達のののの笑顔笑顔笑顔笑顔ですですですです。。。。他他他他のののの園園園園にもにもにもにも見学見学見学見学にににに行行行行きましきましきましきましたがたがたがたが、、、、姫路保育園姫路保育園姫路保育園姫路保育園がががが一番明一番明一番明一番明るくるくるくるく、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶してくれしてくれしてくれしてくれ

たからですたからですたからですたからです。。。。今今今今でもでもでもでも先生達先生達先生達先生達のののの笑顔笑顔笑顔笑顔でででで子供子供子供子供とととと触触触触れれれれ合合合合うううう姿姿姿姿はははは安心安心安心安心にににに繋繋繋繋がっているとがっているとがっているとがっていると思思思思いますいますいますいます。。。。    （（（（ぱんだぱんだぱんだぱんだ））））        

②②②②    登園時登園時登園時登園時、、、、おおおお迎迎迎迎ええええ時等時等時等時等、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶がががが笑顔笑顔笑顔笑顔でででで気持気持気持気持ちがちがちがちが良良良良いいいい。。。。    （（（（きりんきりんきりんきりん））））    

    ③③③③    仕事仕事仕事仕事をしながらをしながらをしながらをしながら安心安心安心安心してしてしてして預預預預けやすいけやすいけやすいけやすい。。。。職員職員職員職員のののの方方方方々々々々がががが接接接接しやすいしやすいしやすいしやすい。。。。    （（（（うさぎうさぎうさぎうさぎ））））    

    ④④④④    先生方先生方先生方先生方がいつもがいつもがいつもがいつも笑顔笑顔笑顔笑顔であいさつしてくれてであいさつしてくれてであいさつしてくれてであいさつしてくれてムラムラムラムラがないがないがないがない。。。。行行行行きはきはきはきは「「「「行行行行ってらっしゃいってらっしゃいってらっしゃいってらっしゃい」、」、」、」、帰帰帰帰りはりはりはりは「「「「おおおお帰帰帰帰りなさいりなさいりなさいりなさい」」」」とととと、、、、

こちらまでこちらまでこちらまでこちらまで気持気持気持気持ちちちち良良良良くなりますくなりますくなりますくなります。。。。    （（（（うさぎうさぎうさぎうさぎ））））    

    

        ただただただただ、、、、一部一部一部一部のののの保護者保護者保護者保護者よりよりよりより、、、、長時間保育時長時間保育時長時間保育時長時間保育時のおのおのおのお迎迎迎迎ええええ時時時時のののの保護者保護者保護者保護者とのとのとのとのコミュニケーシコミュニケーシコミュニケーシコミュニケーションョンョンョンにににに関関関関しししし、、、、    

『『『『言葉掛言葉掛言葉掛言葉掛けがけがけがけが少少少少ないのではないのではないのではないのでは？』？』？』？』とのとのとのとの意見意見意見意見もももも出出出出ていますていますていますています。。。。特特特特にににに、、、、伝伝伝伝えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない伝達事項伝達事項伝達事項伝達事項はははは、、、、    

「「「「リストリストリストリスト」」」」にににに記載記載記載記載しししし伝伝伝伝えていますがえていますがえていますがえていますが、「、「、「、「そのそのそのその日日日日のののの子子子子どものどものどものどもの様子様子様子様子」」」」をををを長時間保育長時間保育長時間保育長時間保育でででで保育士保育士保育士保育士ののののシフトシフトシフトシフト面面面面・・・・    

入入入入れれれれ替替替替わるわるわるわる職員間職員間職員間職員間のののの伝達等伝達等伝達等伝達等、、、、難易度難易度難易度難易度はははは確確確確かにかにかにかに高高高高いいいい事事事事ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、保育保育保育保育ののののプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルとしてとしてとしてとして、、、、    

““““わがわがわがわが子子子子のそののそののそののその日日日日のののの様子様子様子様子、、、、何何何何にににに目目目目をををを輝輝輝輝かせたのかかせたのかかせたのかかせたのか、、、、誰誰誰誰とととと仲仲仲仲がががが良良良良いのかいのかいのかいのか、、、、苦手苦手苦手苦手なななな食事食事食事食事でもでもでもでも食食食食べてたのかべてたのかべてたのかべてたのか、、、、    

排便排便排便排便はどうだったのかはどうだったのかはどうだったのかはどうだったのか？？？？    今今今今、、、、どんなどんなどんなどんな曲曲曲曲をををを歌歌歌歌っているのかっているのかっているのかっているのか等等等等““““をををを伝伝伝伝えるえるえるえる一段一段一段一段のののの工夫工夫工夫工夫をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

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

    

    

子子子子どもどもどもどもへのへのへのへの虐待発見虐待発見虐待発見虐待発見へのへのへのへの見守見守見守見守りりりり体制体制体制体制：：：：        

    

①①①①    『『『『児童虐待対応児童虐待対応児童虐待対応児童虐待対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』をををを作成作成作成作成しししし、、、、会議等会議等会議等会議等でででで適時読適時読適時読適時読みみみみ合合合合わせをわせをわせをわせを行行行行ってってってって、「、「、「、「視診視診視診視診チェックチェックチェックチェック表表表表」」」」をををを用用用用いいいい、、、、外傷外傷外傷外傷

のののの有無有無有無有無などをなどをなどをなどを確認確認確認確認していますしていますしていますしています。。。。    

②②②②    外傷外傷外傷外傷などがなどがなどがなどが確認確認確認確認されたされたされたされた際際際際にはにはにはには、、、、写真写真写真写真等等等等でででで状況状況状況状況をををを詳詳詳詳しくしくしくしく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。。。。    

③③③③    オレンジリボンオレンジリボンオレンジリボンオレンジリボン運動運動運動運動        ””””のぼりのぼりのぼりのぼり””””やややや    ””””ポスターポスターポスターポスター””””をををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、保護者保護者保護者保護者にもにもにもにも啓発啓発啓発啓発していますしていますしていますしています。。。。    

（（（（訪問訪問訪問訪問調調調調査当日査当日査当日査当日、、、、オレンジリボンオレンジリボンオレンジリボンオレンジリボン活動活動活動活動    ””””のぼりのぼりのぼりのぼり””””がががが門扉門扉門扉門扉のののの柱柱柱柱でででで風風風風にににに靡靡靡靡いているところをいているところをいているところをいているところ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））））    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        


