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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～～～～        2013201320132013    年年年年    12121212    月月月月    27272727    日日日日    

    （（（（    実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日実地訪問調査日        2013201320132013    年年年年    12121212    月月月月    9999    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    

HF12HF12HF12HF12----1111----001001001001        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））））    

HF1HF1HF1HF10000----1111----001001001001        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：：：：    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    
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    

児童福祉施児童福祉施児童福祉施児童福祉施設設設設        保育保育保育保育園園園園    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名：：：：    竹村竹村竹村竹村    薫薫薫薫        園長園長園長園長    

                                河河河河        智子智子智子智子    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    １６１６１６１６        年年年年    ４４４４    月月月月    １１１１    日日日日    

設置主体設置主体設置主体設置主体：：：：        

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    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                    ７０７０７０７０    人人人人    

（（（（利用人数利用人数利用人数利用人数））））    ８６８６８６８６    人人人人    

所在地所在地所在地所在地    ：：：：        〒〒〒〒658658658658----0044 0044 0044 0044     神戸市東灘区御影塚町神戸市東灘区御影塚町神戸市東灘区御影塚町神戸市東灘区御影塚町2222----22222222----19191919    

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：078078078078----842842842842----4152415241524152    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号：：：：078078078078----842842842842----4052405240524052    

ＥＥＥＥ----mailmailmailmail：：：：                                                    

kurumikidsishiyagawa@mx1.alphakurumikidsishiyagawa@mx1.alphakurumikidsishiyagawa@mx1.alphakurumikidsishiyagawa@mx1.alpha----web.ne.jpweb.ne.jpweb.ne.jpweb.ne.jp    

ホームホームホームホームページページページページ・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス：：：：    

http://www.sakuradanihttp://www.sakuradanihttp://www.sakuradanihttp://www.sakuradani----fukushikai.com/fukushikai.com/fukushikai.com/fukushikai.com/    

よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネット・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス    

http://kobe.yoikohttp://kobe.yoikohttp://kobe.yoikohttp://kobe.yoiko----net.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.do    

    

    

（（（（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        

    



2222    

    
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どどど

もたちもたちもたち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    していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

    

    

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    

    

    

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    園児園児園児園児のののの個個個個々々々々のののの成長成長成長成長のののの把握把握把握把握とととと対応対応対応対応    
    

    毎月毎月毎月毎月0000歳児歳児歳児歳児からからからから5555歳児歳児歳児歳児までまでまでまで、、、、全員全員全員全員のののの個別指導計画個別指導計画個別指導計画個別指導計画をををを立立立立てててて、、、、個個個個々々々々にににに合合合合わせたわせたわせたわせた保育保育保育保育をしているをしているをしているをしている。。。。    

    

    

２２２２    保護者対応保護者対応保護者対応保護者対応    
    

    衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理（（（（寝具寝具寝具寝具、、、、エプロンエプロンエプロンエプロン等等等等をををを園園園園でででで管理管理管理管理、、、、感染症予防感染症予防感染症予防感染症予防）、）、）、）、行事行事行事行事のののの休日開催休日開催休日開催休日開催、、、、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、、、、そそそそ

のののの他保護者他保護者他保護者他保護者のののの個個個個々々々々のののの状況状況状況状況にににに応応応応じてじてじてじて個別面談個別面談個別面談個別面談をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、保護者支援保護者支援保護者支援保護者支援をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

    

３３３３    地域地域地域地域とのとのとのとの共生共生共生共生    
    

    5555歳児交流歳児交流歳児交流歳児交流、、、、近隣老人施設近隣老人施設近隣老人施設近隣老人施設とのとのとのとの交流交流交流交流、、、、和敬会和敬会和敬会和敬会（（（（地元老地元老地元老地元老人会人会人会人会））））とのとのとのとの交流交流交流交流、、、、児童館児童館児童館児童館とのとのとのとの交流交流交流交流、、、、運動会運動会運動会運動会・・・・発発発発

表会表会表会表会でででで地域地域地域地域のののの会場使用会場使用会場使用会場使用、、、、地域参加型行事地域参加型行事地域参加型行事地域参加型行事のののの開催等開催等開催等開催等。。。。    

地域地域地域地域にににに支支支支えられながらえられながらえられながらえられながら、、、、同時同時同時同時にににに保育園保育園保育園保育園のののの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。。。。    

    

    

４４４４    食育食育食育食育のののの充実充実充実充実    
    

    管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士がががが計画計画計画計画をををを立立立立てててててててて、、、、1111歳児歳児歳児歳児からからからから5555歳児歳児歳児歳児までまでまでまで食育食育食育食育プログラムプログラムプログラムプログラムをををを実施実施実施実施。。。。    

    0000歳児歳児歳児歳児もももも、、、、日日日日々々々々のののの食事食事食事食事をををを通通通通してしてしてして食事食事食事食事のののの楽楽楽楽しさやしさやしさやしさや、、、、よくよくよくよく噛噛噛噛むことむことむことむこと、、、、多様多様多様多様なななな食材食材食材食材のののの味味味味をををを知知知知るるるる機会機会機会機会をををを持持持持ってってってって

いるいるいるいる。。。。    

    

    

５５５５    腕力腕力腕力腕力・・・・脚力強化脚力強化脚力強化脚力強化    
    

    転倒転倒転倒転倒によるによるによるによる怪我怪我怪我怪我がががが続続続続いたことからいたことからいたことからいたことから、、、、転転転転んだんだんだんだ時時時時にににに手手手手をついてをついてをついてをついて怪我怪我怪我怪我をををを予防予防予防予防できるようにできるようにできるようにできるように、、、、各年齢各年齢各年齢各年齢ごとにごとにごとにごとに腕腕腕腕

力脚力強化力脚力強化力脚力強化力脚力強化プログラムプログラムプログラムプログラムをををを立立立立ててててててて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。。。。手手手手はははは出出出出るようになってきているがるようになってきているがるようになってきているがるようになってきているが、、、、転倒転倒転倒転倒によるによるによるによる怪我怪我怪我怪我

はははは防防防防ぎきれていないのでぎきれていないのでぎきれていないのでぎきれていないので、、、、今後今後今後今後ははははバランスバランスバランスバランス感覚感覚感覚感覚をををを養養養養うううう遊遊遊遊びもびもびもびも取取取取りりりり入入入入れていくれていくれていくれていく予定予定予定予定ですですですです。。。。    

    

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

    園長園長園長園長            1111            保育士保育士保育士保育士        16161616    （（（（3333））））    管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士            2222            

    主任保育士主任保育士主任保育士主任保育士            1111                    調理員等調理員等調理員等調理員等                        （（（（3333））））    

    

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            1111                            

    

施設施設施設施設のののの状況状況状況状況    

    

    阪神電車阪神電車阪神電車阪神電車のののの石屋川駅石屋川駅石屋川駅石屋川駅よりよりよりより三宮方向三宮方向三宮方向三宮方向にににに線路沿線路沿線路沿線路沿いいいい徒歩徒歩徒歩徒歩5555分分分分のののの閑静閑静閑静閑静なななな住宅街住宅街住宅街住宅街にににに在在在在るるるる人気人気人気人気のののの保育園保育園保育園保育園    



3333    

        

    従来従来従来従来よりよりよりより行行行行っているっているっているっている質質質質のののの高高高高いいいい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評価評価評価評価されされされされ、、、、神戸市神戸市神戸市神戸市・・・・西宮市西宮市西宮市西宮市のののの待機児童待機児童待機児童待機児童００００ゼロゼロゼロゼロ    

整備計画整備計画整備計画整備計画でででで優先採用優先採用優先採用優先採用となりとなりとなりとなり2013201320132013年年年年4444月月月月    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））））をををを開園開園開園開園、、、、    

2014201420142014年年年年4444月月月月    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（（（（仮称仮称仮称仮称）（）（）（）（西宮市戸崎町西宮市戸崎町西宮市戸崎町西宮市戸崎町））））をををを開開開開園予定園予定園予定園予定。。。。    

既存既存既存既存のののの尼崎市尼崎市尼崎市尼崎市のののの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となとなとなとなりますりますりますります。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

施設施設施設施設のののの概要概要概要概要        

    

①①①①    敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積 600 600 600 600㎡㎡㎡㎡        ②②②②    建築面積建築面積建築面積建築面積 314.19 314.19 314.19 314.19㎡㎡㎡㎡        

③③③③    延床面積延床面積延床面積延床面積 483.1 483.1 483.1 483.1㎡㎡㎡㎡    

④④④④    屋外遊戯場屋外遊戯場屋外遊戯場屋外遊戯場 165 165 165 165㎡㎡㎡㎡            

⑤⑤⑤⑤    オールオールオールオール電化冷暖房電化冷暖房電化冷暖房電化冷暖房・・・・床暖房床暖房床暖房床暖房    

    

    

☆☆☆☆    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2010201020102010年年年年8888月月月月にににに受審受審受審受審、、、、今回今回今回今回のののの評価評価評価評価はははは、、、、3333年年年年ぶりぶりぶりぶり2222度目度目度目度目のののの為為為為、、、、    

法人法人法人法人のののの専務理事専務理事専務理事専務理事のごのごのごのご意向意向意向意向をををを受受受受けけけけ、、、、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行行行行いいいい難易度難易度難易度難易度のののの高高高高いいいいコメントコメントコメントコメントをををを行行行行いましたいましたいましたいました    

    

    

    

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２５２５２５２５年年年年１２１２１２１２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    ３３３３歳児歳児歳児歳児    

１３１３１３１３名名名名    １５１５１５１５名名名名    １８１８１８１８名名名名    １３１３１３１３名名名名    

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

１４１４１４１４名名名名    １３１３１３１３名名名名    
    

８６８６８６８６名名名名    

    

    

    

サマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタ    運動会運動会運動会運動会    おおおお店屋店屋店屋店屋さんごっこさんごっこさんごっこさんごっこ    
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    ３３３３    評価結果評価結果評価結果評価結果        
    
    

““““みんなのみんなのみんなのみんなの大大大大きなおうちきなおうちきなおうちきなおうち””””はははは、、、、    ““““みんながみんながみんながみんなが元気元気元気元気になれるになれるになれるになれる保育園保育園保育園保育園ですですですです””””    
    

    ○○○○    総評総評総評総評    

    

◇◇◇◇    特特特特にににに評価評価評価評価のののの高高高高いいいい点点点点    

    

    ①①①①    兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの保育園保育園保育園保育園のののの評価基準評価基準評価基準評価基準はははは、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月にににに改定改定改定改定がありがありがありがあり、、、、ⅡⅡⅡⅡ----3333    安全管理安全管理安全管理安全管理    にににに        

必必必必ずずずず起起起起きるきるきるきる南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ地震地震地震地震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のののの追加追加追加追加、、、、ⅣⅣⅣⅣ章章章章とととと称称称称していたしていたしていたしてい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のののの内容内容内容内容をををを

章章章章のののの呼呼呼呼びびびび名名名名ををををＡＡＡＡ章章章章とととと呼称呼称呼称呼称変更変更変更変更しししし、、、、さらにさらにさらにさらに教育的要素教育的要素教育的要素教育的要素をををを追加追加追加追加するするするする等等等等、、、、基準基準基準基準のののの項目数項目数項目数項目数をををを７９７９７９７９項目項目項目項目、、、、

４４４４１１１１９９９９ののののチェックチェックチェックチェック項目項目項目項目（（（（ⅠⅠⅠⅠ～～～～ⅢⅢⅢⅢ章章章章２１９２１９２１９２１９、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ章章章章１８０１８０１８０１８０    達成度達成度達成度達成度グラフグラフグラフグラフ参照参照参照参照））））になになになになりましたりましたりましたりました。。。。    

            そのそのそのその最新最新最新最新のののの基準基準基準基準にににに、、、、兵庫県内兵庫県内兵庫県内兵庫県内のののの保育園保育園保育園保育園のののの中中中中でででで真真真真っっっっ先先先先にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、イイイイのののの一番一番一番一番にににに““““ＷＡＭＮＥＴＷＡＭＮＥＴＷＡＭＮＥＴＷＡＭＮＥＴ””””

をををを通通通通じてじてじてじて結果結果結果結果のののの公開公開公開公開をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

            何事何事何事何事にもにもにもにも積極果敢積極果敢積極果敢積極果敢にににに他他他他園園園園にににに先駆先駆先駆先駆けけけけチャチャチャチャレンジレンジレンジレンジするするするする精神精神精神精神はははは、、、、卓越卓越卓越卓越していますしていますしていますしています。。。。    

    

②②②②    園園園園ででででエプロンエプロンエプロンエプロンやおやおやおやお昼寝用具昼寝用具昼寝用具昼寝用具のののの管理管理管理管理、、、、おむつのおむつのおむつのおむつの処理処理処理処理をををを実施実施実施実施していますがしていますがしていますがしていますが、、、、そこにはそこにはそこにはそこには保護者保護者保護者保護者のののの負担負担負担負担

をををを少少少少しでもしでもしでもしでも減減減減らしらしらしらし家庭家庭家庭家庭でででで子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと触触触触れれれれ合合合合うううう時間時間時間時間をををを増増増増やしてやしてやしてやして欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという思思思思いがいがいがいが在在在在りますりますりますります。。。。

ここからここからここからここから、、、、いつもいつもいつもいつも真摯真摯真摯真摯にににに子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの幸幸幸幸せをせをせをせを願願願願うううう気持気持気持気持ちがちがちがちが伝伝伝伝わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。    

                

③③③③    従来従来従来従来ははははクラスクラスクラスクラス単位単位単位単位でででで作成作成作成作成していたしていたしていたしていた園児園児園児園児のののの「「「「指導計画指導計画指導計画指導計画」」」」にににに加加加加ええええ「「「「個別指導計画個別指導計画個別指導計画個別指導計画」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、                

ますますますますますますますます一人一人一人一人ひとりにひとりにひとりにひとりに適適適適したきめしたきめしたきめしたきめ細細細細かなかなかなかな保育保育保育保育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。。。。    

    

④④④④    高高高高いいいい保護者満足度保護者満足度保護者満足度保護者満足度    及及及及びびびび    熱心熱心熱心熱心にににに顧客顧客顧客顧客（（（（子子子子どもどもどもども・・・・保護者保護者保護者保護者））））のののの声声声声をををを聞聞聞聞こうとこうとこうとこうとするするするする取組取組取組取組みみみみ    

            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、、、、66666666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73737373件件件件））））高高高高

いいいい回収率回収率回収率回収率90.490.490.490.4％％％％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．．．．６６６６    のののの高高高高いいいい値値値値がががが出出出出ましたましたましたました            

【【【【満足満足満足満足５５５５点点点点：：：：41414141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：：：：23232323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、、、、無回答無回答無回答無回答（（（（除外除外除外除外）：）：）：）：1111件件件件】】】】    

        またまたまたまた、、、、行事行事行事行事ごとのごとのごとのごと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毎年満足度調査毎年満足度調査毎年満足度調査毎年満足度調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを迅速迅速迅速迅速にににに保護者保護者保護者保護者ににににフィーフィーフィーフィー

ドバックドバックドバックドバックしししし、、、、保護者保護者保護者保護者ののののニーズニーズニーズニーズにににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    ｢｢｢｢安全点検安全点検安全点検安全点検チェックシートチェックシートチェックシートチェックシート｣｣｣｣のののの中中中中にににに、、、、施設施設施設施設ののののハードハードハードハード面面面面のののの安全点検安全点検安全点検安全点検だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、園児園児園児園児のののの目線目線目線目線でのでのでのでのヒヒヒヒ

ヤリハットヤリハットヤリハットヤリハットやややや事故事故事故事故のののの項目項目項目項目もももも入入入入っておりっておりっておりっており、、、、園児及園児及園児及園児及びびびび保育士両方保育士両方保育士両方保育士両方にににに意識意識意識意識づけることがづけることがづけることがづけることが出来出来出来出来ていますていますていますています。。。。    

    

⑥⑥⑥⑥    ｢｢｢｢自己成長自己成長自己成長自己成長シートシートシートシート｣｣｣｣    によりによりによりにより4444････8888････12121212････3333月月月月のののの年年年年４４４４回回回回もももも成長成長成長成長のののの度合度合度合度合いをいをいをいを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、そのそのそのその上上上上でででで副主任副主任副主任副主任・・・・

主任主任主任主任・・・・園長園長園長園長とととと面談面談面談面談をすることでをすることでをすることでをすることで、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身ででででもももも成長成長成長成長をををを気付気付気付気付くことがくことがくことがくことが出来出来出来出来るるるる仕組仕組仕組仕組みみみみ。。。。またまたまたまた上司上司上司上司もももも

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成長成長成長成長をををを感感感感じるじるじるじる事事事事でででで、、、、人人人人をををを育育育育てるてるてるてる力力力力がががが養成養成養成養成されるされるされるされる仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ。。。。    

    

    ⑦⑦⑦⑦    春頃春頃春頃春頃からからからから実施実施実施実施しているしているしているしている腕力腕力腕力腕力・・・・脚力強化脚力強化脚力強化脚力強化プログラムプログラムプログラムプログラムがががが徐徐徐徐々々々々にににに成果成果成果成果をををを出出出出しているしているしているしている点点点点    

            （（（（子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、体格体格体格体格にににに比比比比べべべべ足足足足ののののサイズサイズサイズサイズがががが小小小小さいさいさいさい為為為為、、、、転倒転倒転倒転倒しやすいのですがしやすいのですがしやすいのですがしやすいのですが、、、、    

                顔顔顔顔からからからから地面地面地面地面にににに打打打打ちちちち付付付付けてけてけてけて大大大大きなきなきなきな怪我怪我怪我怪我にならないようにならないようにならないようにならないよう、、、、強化強化強化強化するするするする事事事事でででで転転転転びにくくなったりびにくくなったりびにくくなったりびにくくなったり、、、、転転転転んんんん

だだだだ際際際際にににに先先先先にににに地面地面地面地面にににに手手手手をををを突突突突いていていていて受身受身受身受身がががが出来出来出来出来るようになってきているるようになってきているるようになってきているるようになってきている））））    

    

    ⑧⑧⑧⑧    ““““よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネット””””をををを活用活用活用活用してのしてのしてのしての日常日常日常日常のののの子子子子どものどものどものどもの様子等様子等様子等様子等をををを保護者閲覧用保護者閲覧用保護者閲覧用保護者閲覧用にににに写真写真写真写真でででで掲載掲載掲載掲載、、、、    

そのそのそのその掲載掲載掲載掲載のののの量量量量・・・・スピードスピードスピードスピードはははは他他他他のののの園園園園をををを圧倒圧倒圧倒圧倒していますしていますしていますしています（（（（兵庫県下兵庫県下兵庫県下兵庫県下    ＮＯＮＯＮＯＮＯ....１１１１    最多最速最多最速最多最速最多最速））））    

（（（（    よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネット・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス    http://kobe.yoikohttp://kobe.yoikohttp://kobe.yoikohttp://kobe.yoiko----net.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.do    ））））    

    



5555    

    ▼▼▼▼    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２２２２点点点点    

    

����    ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントもももも着着着着々々々々とととと充実充実充実充実してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。ただただただただ、「、「、「、「記録記録記録記録」」」」やややや『『『『マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル』』』』にににに記入日記入日記入日記入日

付付付付やややや改訂日付改訂日付改訂日付改訂日付をををを記入記入記入記入することがまだすることがまだすることがまだすることがまだ安定安定安定安定してしてしてして常態化常態化常態化常態化していないのでしていないのでしていないのでしていないので、、、、必必必必ずずずず実施実施実施実施したしたしたした日付日付日付日付をををを記入記入記入記入

してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

                    

����    中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画にににに関関関関してしてしてして、、、、職員一人職員一人職員一人職員一人ひひひひとりがとりがとりがとりが考考考考えてえてえてえて、、、、そのそのそのその内容内容内容内容がががが計画計画計画計画にににに反映反映反映反映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、、、、各事各事各事各事

業業業業がががが方針方針方針方針やややや理念理念理念理念とととと連動連動連動連動しているしているしているしている事事事事をををを意識意識意識意識できるよできるよできるよできるようなうなうなうな様式様式様式様式にするにするにするにする、、、、もうもうもうもう・・・・ひとひとひとひと工夫工夫工夫工夫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。。。。    

    

    

◎◎◎◎    そこそこそこそこ
・・

掘掘掘掘
・
れれれれ
・
ワンワンワンワンワンワンワンワン
・・・・

        進化進化進化進化のののの芽芽芽芽がががが眠眠眠眠るるるるとととと思思思思われるわれるわれるわれる点点点点    

    

        既既既既にににに高高高高いいいいレベルレベルレベルレベルにににに達達達達しておられますがしておられますがしておられますがしておられますが、、、、２２２２度目度目度目度目のののの第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価のののの受審受審受審受審（（（（前回前回前回前回はははは2010201020102010年年年年8888月月月月））））でありでありでありであり、、、、

    法人法人法人法人のののの専務理事専務理事専務理事専務理事・・・・保育園統括園長保育園統括園長保育園統括園長保育園統括園長のごのごのごのご意向意向意向意向もあもあもあもあるるるる為為為為、、、、難易度難易度難易度難易度がががが高高高高いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、    

あえてあえてあえてあえて、、、、進化進化進化進化のののの芽芽芽芽がががが眠眠眠眠るとるとるとると思思思思われるわれるわれるわれる点点点点をををを列記列記列記列記しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    ①①①①    基準基準基準基準のののの項目項目項目項目    ⅡⅡⅡⅡ----3333----（（（（1111））））----②②②②    大規模災害時大規模災害時大規模災害時大規模災害時（（（（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安全確保安全確保安全確保安全確保    

    

                南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ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、、、、保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの連絡手段連絡手段連絡手段連絡手段としてとしてとしてとして、、、、““““よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネット””””をををを活用活用活用活用してのしてのしてのしての    

一斉一斉一斉一斉メールメールメールメールのののの送信送信送信送信のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築されていますされていますされていますされています。。。。    

            震度震度震度震度６６６６強強強強、、、、７７７７クラスクラスクラスクラスがががが想定想定想定想定されるされるされるされる南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフではではではでは、、、、電源喪失電源喪失電源喪失電源喪失もももも十分考十分考十分考十分考えられるえられるえられるえられる事事事事からからからから、、、、                

複数複数複数複数のののの方法方法方法方法でのでのでのでの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの安否確認安否確認安否確認安否確認・・・・連絡手段連絡手段連絡手段連絡手段のののの構築構築構築構築がががが望望望望ましいましいましいましいのでのでのでので、、、、    

比較的比較的比較的比較的、、、、繫繫繫繫がりがりがりがり易易易易いいいい連絡手段連絡手段連絡手段連絡手段としてとしてとしてとして、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ののののアドレスアドレスアドレスアドレスをををを活用活用活用活用したしたしたしたメールメールメールメールやややや、、、、電話番号電話番号電話番号電話番号をををを利用利用利用利用

したしたしたしたショートショートショートショート・・・・メールメールメールメール・・・・サービスサービスサービスサービス等等等等もももも含含含含めめめめ、、、、他他他他のののの手段手段手段手段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。。。。    

    

    

        ②②②②    基準基準基準基準のののの項目項目項目項目    ⅡⅡⅡⅡ----3333----（（（（1111））））----④④④④    食食食食中中中中毒毒毒毒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ののののマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル    

    

                事前事前事前事前対策対策対策対策としてとしてとしてとして決決決決してしてしてして食中毒食中毒食中毒食中毒がががが発生発生発生発生しないしないしないしない仕組仕組仕組仕組みみみみ・・・・マニュマニュマニュマニュアルアルアルアルがありがありがありがあり、、、、管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士、、、、調理師調理師調理師調理師のののの

行行行行きききき届届届届いたいたいたいた対応対応対応対応でででで、、、、開設以来開設以来開設以来開設以来１０１０１０１０年年年年、、、、事事事事故故故故はははは発生発生発生発生していませんしていませんしていませんしていません。。。。    

            またまたまたまた、、、、万万万万がががが一一一一にににに備備備備えてえてえてえて、、、、発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合のののの連絡先連絡先連絡先連絡先のののの一覧一覧一覧一覧等等等等のののの記載記載記載記載ははははありますありますありますありますがががが、、、、    

            ①①①①発生状況発生状況発生状況発生状況のののの確認確認確認確認（（（（いつからいつからいつからいつから、、、、有症者数有症者数有症者数有症者数、、、、性状性状性状性状・・・・体温等体温等体温等体温等、、、、おうおうおうおう吐吐吐吐のののの状況状況状況状況））））②②②②専門医療機関専門医療機関専門医療機関専門医療機関からからからから医医医医

療的療的療的療的なななな指導指導指導指導をををを仰仰仰仰ぐぐぐぐ旨旨旨旨    ③③③③感染拡大感染拡大感染拡大感染拡大のののの防止策等防止策等防止策等防止策等のののの追記追記追記追記ををををごごごご検討下検討下検討下検討下さいさいさいさい。。。。    

    

    

    ③③③③    基準基準基準基準のののの項目項目項目項目    ⅢⅢⅢⅢ----2222----（（（（1111））））----②②②②    改善策改善策改善策改善策・・・・改善実施計画改善実施計画改善実施計画改善実施計画についてについてについてについて    

        

                ベビーカーベビーカーベビーカーベビーカー置置置置きききき場場場場にににに屋根屋根屋根屋根をををを設置設置設置設置、、、、大規模災害時大規模災害時大規模災害時大規模災害時のののの持持持持ちちちち出出出出しししし袋袋袋袋のののの置置置置きききき場所場所場所場所をををを玄関玄関玄関玄関からからからから各各各各クラスクラスクラスクラスにににに

備備備備ええええ付付付付けるけるけるける等等等等、、、、多多多多くのくのくのくの改善改善改善改善ががが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。。。。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対対対対するするするする懸念懸念懸念懸念がががが保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート

結果結果結果結果のののの数値数値数値数値にににに若干若干若干若干出出出出ていますていますていますています。。。。既既既既にににに対策対策対策対策をををを取取取取りりりり改善改善改善改善をををを重重重重ねているねているねているねている事事事事はははは保護者保護者保護者保護者もももも十分十分十分十分理解理解理解理解されていされていされていされてい

ますがますがますがますが、、、、もうもうもうもう１１１１段改善段改善段改善段改善ののののレベルレベルレベルレベルをををを上上上上げげげげ、、、、そのそのそのその改善策改善策改善策改善策がががが保護者保護者保護者保護者にににによりよりよりより見見見見ええええたりたりたりたり・・・・よりよりよりより伝伝伝伝わるわるわるわる様様様様、、、、    
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                またまたまたまた、、、、実施実施実施実施したしたしたした改善策改善策改善策改善策がががが、、、、それでそれでそれでそれで十分十分十分十分であったかであったかであったかであったか否否否否かをかをかをかを振振振振りりりり返返返返るるるる機会機会機会機会もごもごもごもご検討検討検討検討おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

    

        そのそのそのその他他他他    

    

○○○○    行事行事行事行事がががが、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、地域交流地域交流地域交流地域交流などいろんなことになどいろんなことになどいろんなことになどいろんなことに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。。。。そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの記記記記

録録録録をををを文字文字文字文字だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、記録写真記録写真記録写真記録写真ももももファイルファイルファイルファイルにににに残残残残すとすとすとすと良良良良いといといといと感感感感じましたじましたじましたじました。（。（。（。（担当変担当変担当変担当変ええええ、、、、職員職員職員職員のののの異動時異動時異動時異動時、、、、新入職新入職新入職新入職

員員員員がががが加加加加わったわったわったわった際際際際にににに、、、、見見見見えるえるえるえる形形形形になってになってになってになっているといるといるといると、、、、すぐすぐすぐすぐ行動行動行動行動にうつすことがにうつすことがにうつすことがにうつすことが出来出来出来出来るるるる為為為為））））    

    

    

    

    

◎◎◎◎    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点課題点課題点課題点、、、、またまたまたまた保育保育保育保育をををを進進進進めていくうちにめていくうちにめていくうちにめていくうちに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、、、、委員委員委員委員

会会会会をををを中心中心中心中心にににに分析分析分析分析・・・・検討検討検討検討をしながらをしながらをしながらをしながら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取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた。。。。それをそれをそれをそれを今回今回今回今回のののの受診受診受診受診にににに

つなげていったつなげていったつなげていったつなげていった。。。。    

    今年度今年度今年度今年度からからからから項目項目項目項目がががが８６８６８６８６からからからから７９７９７９７９となりとなりとなりとなり、、、、４４４４章章章章ががががＡＡＡＡ章章章章とととと変変変変わりわりわりわり、、、、マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの項目項目項目項目がががが

増増増増えたがえたがえたがえたが、、、、内容内容内容内容にににに応応応応じてじてじてじて関連関連関連関連するするするする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けけけ、Ｐ、Ｐ、Ｐ、Ｐ→→→→ＤＤＤＤ→→→→ＣＣＣＣ→→→→ＡＡＡＡサイクルサイクルサイクルサイクルでででで取取取取りりりり組組組組んんんん

でいったでいったでいったでいった。。。。取取取取りりりり組組組組むむむむ中中中中でででで改改改改めてめてめてめて法人法人法人法人のののの基本理念基本理念基本理念基本理念のののの理解理解理解理解がががが深深深深まりまりまりまり、、、、今今今今、、、、行行行行っているっているっているっている保育保育保育保育がががが法法法法

人基本理念人基本理念人基本理念人基本理念にににに沿沿沿沿っていることをっていることをっていることをっていることを確認確認確認確認をすることができをすることができをすることができをすることができ、、、、職員職員職員職員のののの自信自信自信自信にもなったにもなったにもなったにもなった。。。。    

今後今後今後今後のののの新新新新しいしいしいしい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、、、、必必必必ずおこるといわれているずおこるといわれているずおこるといわれているずおこるといわれている““““南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ地震地震地震地震””””にににに対対対対するするするする

対応策対応策対応策対応策、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度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へのへのへのへ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んでいきたいんでいきたいんでいきたいんでいきたい。。。。    

    

    

    

    

        ○○○○    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－－－－第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果第三者評価結果    
                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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    

    

    

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回理念回理念回理念回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ししし、、、、そのそのその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事業所事業所事業所事業所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基本基本基本

方針方針方針方針がががが「「「「教教教教えられるものえられるものえられるものえられるもの」」」」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なものなものなもの

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。。。。    

    

８８８８月月月月にににに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「「「「どちらともいえなどちらともいえなどちらともいえなどちらともいえな

いいいい」」」」等等等等のののの回答回答回答回答がががが１３１３１３１３件件件件ありありありありましたがましたがましたがましたが、、、、このこのこのこの結果結果結果結果をををを受受受受けけけけ１１１１１１１１月月月月にににに開催開催開催開催したしたしたした各各各各クラスクラスクラスクラス懇談会懇談会懇談会懇談会でででで再度保護者再度保護者再度保護者再度保護者にににに対対対対してしてしてして理理理理

念念念念のののの説明説明説明説明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。。。。    

    

    

        【【【【    上記上記上記上記ののののアンケートアンケートアンケートアンケート内容内容内容内容    】】】】    

    

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総数総数総数総数    66666666（（（（人人人人））））    8888月実施月実施月実施月実施    

    

⇒⇒⇒⇒    回答回答回答回答        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        18181818    （（（（27.327.327.327.3％）％）％）％）    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        35353535    （（（（53535353％）％）％）％）    

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    7777    （（（（10.610.610.610.6％）％）％）％）    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    5555    （（（（7.67.67.67.6％）％）％）％）    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    1111        

    

☆☆☆☆    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＋＋＋＋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＋＋＋＋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＝＝＝＝    13131313    （（（（19.719.719.719.7％）％）％）％）    

    

    

    

    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    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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    
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    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・・・・効率効率効率効率がががが期待期待期待期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。。。。園園園園ではではではでは

待機児童数待機児童数待機児童数待機児童数、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの交流交流交流交流のののの進進進進めめめめ方方方方やややや厨房厨房厨房厨房のののの大型設備大型設備大型設備大型設備のののの償却等償却等償却等償却等についてについてについてについて状況状況状況状況をををを把握把握把握把握しししし、、、、計画計画計画計画をををを作成作成作成作成していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

    

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フロアフロアフロアフロアごごごご

とにとにとにとに意見意見意見意見をををを集約集約集約集約しししし、、、、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でででで内容内容内容内容をををを精査精査精査精査、、、、計画計画計画計画にににに反映反映反映反映していましていましていましていま

すすすす。。。。周知周知周知周知のののの際際際際はははは資料資料資料資料のののの回覧回覧回覧回覧やややや口頭口頭口頭口頭のののの説明説明説明説明にににに加加加加えてえてえてえて研修研修研修研修をををを開催開催開催開催しししし、、、、グループワークグループワークグループワークグループワークをををを通通通通じてじてじてじて理解理解理解理解をををを深深深深めていめていめていめてい

ますますますます。。。。    

    

    

    

    

    

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    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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    

    

    

    

法令順守法令順守法令順守法令順守についてについてについてについて、、、、法人本部法人本部法人本部法人本部がががが主催主催主催主催するするするする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研修研修研修研修にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しししし、、、、園長自身園長自身園長自身園長自身のののの法令順守法令順守法令順守法令順守

のののの意識意識意識意識のののの涵養涵養涵養涵養にににに努力努力努力努力していますしていますしていますしています。。。。    

    

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のためにのためにのためにのために、、、、園長園長園長園長がががが自自自自らららら問題問題問題問題をををを発見発見発見発見しししし、、、、解決方法解決方法解決方法解決方法をををを見出見出見出見出すためのすためのすためのすためのリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップをとってをとってをとってをとって

いますいますいますいます。。。。具体事例具体事例具体事例具体事例はははは今年度今年度今年度今年度からからからから園園園園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「「「「腕力脚力強化腕力脚力強化腕力脚力強化腕力脚力強化プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」ですですですです。。。。今年度転倒今年度転倒今年度転倒今年度転倒によるによるによるによる

怪我怪我怪我怪我、、、、特特特特にににに口唇口唇口唇口唇をををを切切切切るるるる怪我怪我怪我怪我がががが続続続続いたことからいたことからいたことからいたことから、、、、なぜなぜなぜなぜ顔顔顔顔からからからから転転転転ぶのぶのぶのぶのかかかか、、、、転倒時転倒時転倒時転倒時にににに手手手手がががが出出出出るにはどうすればいるにはどうすればいるにはどうすればいるにはどうすればい

いかいかいかいか、、、、何何何何がががが必要必要必要必要かかかか等等等等、、、、原因原因原因原因とととと必要必要必要必要なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを分析分析分析分析しししし、、、、すぐさますぐさますぐさますぐさま職員職員職員職員がががが実施実施実施実施できるようにできるようにできるようにできるようにプログラムプログラムプログラムプログラム化化化化しししし

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    

    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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てて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    

    

    

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神戸市内神戸市内神戸市内神戸市内のののの私立保育園園長会私立保育園園長会私立保育園園長会私立保育園園長会にににに参加参加参加参加しししし、、、、適時情報適時情報適時情報適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められてめられてめられて

いるかをいるかをいるかを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していますしていますしていますしています。。。。実例実例実例実例ではではではでは従来月従来月従来月従来月２２２２回開催回開催回開催回開催のののの保育体験保育体験保育体験保育体験にににに対対対対

してのしてのしてのしてのニーズニーズニーズニーズがががが高高高高いことをいことをいことをいことを把握把握把握把握しししし、、、、即座即座即座即座にににに計画計画計画計画をををを変更変更変更変更しししし、、、、現在現在現在現在ではではではでは週週週週１１１１回開催回開催回開催回開催していますしていますしていますしています。。。。地元地元地元地元ののののニーニーニーニー

ズズズズ把握把握把握把握だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく対応対応対応対応のののの速速速速さもさもさもさも評価評価評価評価できますできますできますできます。。。。    

    

    

    

    

    

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

    

    

評価基評価基評価基評価基準準準準    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    

            

    

    

    



10101010    

        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配人員配人員配人員配

置置置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。。。。    

    

    人材育成人材育成人材育成人材育成はははは法人本部任法人本部任法人本部任法人本部任せでなくせでなくせでなくせでなく園園園園でででで独自独自独自独自にににに若手若手若手若手をををを育成育成育成育成するするするする方法方法方法方法をををを考考考考ええええ、、、、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。。。。    具体的具体的具体的具体的にににに

はははは園園園園のののの『『『『安全委員会安全委員会安全委員会安全委員会』』』』やややや『『『『食育委員会食育委員会食育委員会食育委員会』』』』等等等等のののの委員長委員長委員長委員長にはにはにはには必必必必ずずずず就職就職就職就職２２２２年目年目年目年目とととと３３３３年目年目年目年目のののの職員職員職員職員をあてをあてをあてをあて、、、、中堅職中堅職中堅職中堅職

員員員員がががが支援者支援者支援者支援者のののの立場立場立場立場でででで委員会活動委員会活動委員会活動委員会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。。。。これはこれはこれはこれは若手職員若手職員若手職員若手職員がががが責任責任責任責任とととと権限権限権限権限をををを持持持持ってってってって自分自分自分自分にににに自信自信自信自信をををを

もってもってもってもって仕事仕事仕事仕事にあたるというにあたるというにあたるというにあたるという姿勢姿勢姿勢姿勢をををを育育育育てますてますてますてます。。。。実際若手実際若手実際若手実際若手のののの職員職員職員職員からはからはからはからは「「「「自分自分自分自分にににに任任任任せてもらえせてもらえせてもらえせてもらえ、、、、信頼信頼信頼信頼されてされてされてされて

いるといういるといういるといういるという前向前向前向前向きなきなきなきな気持気持気持気持ちをもてましたちをもてましたちをもてましたちをもてました」」」」というというというという意見意見意見意見がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ－－－－３３３３    安全管理安全管理安全管理安全管理    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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のたのたのた

めのめのめの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    食中食中食中食中毒毒毒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対処方対処方対処方

法法法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    

    

    

園園園園のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするするリスクリスクリスクリスクとしてとしてとしてとして、、、、①①①①火災火災火災火災、、、、②②②②地震地震地震地震・・・・津波津波津波津波、、、、③③③③ＳＩＤＳ、ＳＩＤＳ、ＳＩＤＳ、ＳＩＤＳ、④④④④事故事故事故事故、、、、⑤⑤⑤⑤食中毒食中毒食中毒食中毒、、、、⑥⑥⑥⑥不審者不審者不審者不審者のののの侵入侵入侵入侵入

等等等等をををを特定特定特定特定しておりしておりしておりしており、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ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、、、、職員職員職員職員へのへのへのへの周知周知周知周知、、、、訓練訓練訓練訓練のののの実施実施実施実施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。。。。    

        

南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ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のののの備備備備えとしてえとしてえとしてえとして、、、、棚等棚等棚等棚等のののの倒壊防止処置倒壊防止処置倒壊防止処置倒壊防止処置、、、、通路通路通路通路のののの不要物不要物不要物不要物のののの撤去撤去撤去撤去、、、、緊急時持緊急時持緊急時持緊急時持ちちちち出出出出

しししし袋袋袋袋・・・・備蓄品備蓄品備蓄品備蓄品のののの備備備備ええええ、、、、１１１１次避難場所次避難場所次避難場所次避難場所へのへのへのへの大和公園大和公園大和公園大和公園（（（（灘区中郷町灘区中郷町灘区中郷町灘区中郷町））））へのへのへのへの避難訓練等避難訓練等避難訓練等避難訓練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。。。。    

ただただただただ、、、、保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの連絡手段連絡手段連絡手段連絡手段としてとしてとしてとして、、、、““““よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネット””””をををを活用活用活用活用してのしてのしてのしての一斉一斉一斉一斉メールメールメールメールのののの送信送信送信送信のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築ささささ

れていますがれていますがれていますがれていますが、、、、震度震度震度震度６６６６強強強強、、、、７７７７クラスクラスクラスクラスがががが想定想定想定想定されるされるされるされる南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフではではではでは、、、、電源喪失電源喪失電源喪失電源喪失もももも十分考十分考十分考十分考えられるえられるえられるえられる事事事事からからからから、、、、

複数複数複数複数のののの方法方法方法方法でのでのでのでの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの連絡手段連絡手段連絡手段連絡手段のののの構築構築構築構築がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

    （（（（サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターののののサーバサーバサーバサーバ自体自体自体自体はははは一般的一般的一般的一般的にににに非常用電源設備非常用電源設備非常用電源設備非常用電源設備でででで48484848時間時間時間時間のののの電源喪失対策電源喪失対策電源喪失対策電源喪失対策がされておりがされておりがされておりがされており機能機能機能機能

はするとはするとはするとはすると思思思思われわれわれわれ、、、、情報情報情報情報のののの送送送送りりりり手手手手であるであるであるである保育園保育園保育園保育園はははは太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電をををを備備備備えておりえておりえておりえており電源電源電源電源のののの確保確保確保確保もももも可能可能可能可能とはとはとはとは思思思思われまわれまわれまわれま

すすすすがががが、、、、情報情報情報情報のののの受受受受けけけけ手手手手であるであるであるである多多多多くのくのくのくの保護者保護者保護者保護者のののの事事事事をををを考慮考慮考慮考慮するとするとするとすると、、、、大災害時大災害時大災害時大災害時ではではではでは重要重要重要重要でかつでかつでかつでかつスピードスピードスピードスピードがががが必要必要必要必要とととと

なるなるなるなる安否確認安否確認安否確認安否確認のののの事事事事ゆえゆえゆえゆえ、、、、２２２２重重重重３３３３重重重重のののの対策対策対策対策がががが賢明賢明賢明賢明ですですですです））））    

比較的比較的比較的比較的、、、、繫繫繫繫がりがりがりがり易易易易いいいい連絡手段連絡手段連絡手段連絡手段としてとしてとしてとして携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ののののメールメールメールメール等等等等もももも含含含含めめめめ、、、、他他他他のののの手段手段手段手段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。。。。    

        

またまたまたまた、、、、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連絡先連絡先連絡先連絡先のののの一覧一覧一覧一覧やややや手順手順手順手順はははは、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに記載記載記載記載がありますががありますががありますががありますが、、、、（（（（１１１１次次次次））））

救急処置救急処置救急処置救急処置にににに対対対対するするするする知識知識知識知識とととと実践対処方法実践対処方法実践対処方法実践対処方法のののの記述記述記述記述をもうをもうをもうをもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく記載記載記載記載するするするする方向方向方向方向でごでごでごでご検討下検討下検討下検討下さいさいさいさい。。。。    

    

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対対対対するするするする懸念懸念懸念懸念がががが保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果のののの数値数値数値数値にににに若干出若干出若干出若干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、、、、既既既既にににに対策対策対策対策をををを取取取取りりりり改改改改

善善善善をををを重重重重ねているねているねているねている事事事事はははは保護者保護者保護者保護者もももも十分理解十分理解十分理解十分理解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、、、、もうもうもうもう１１１１段改善段改善段改善段改善ののののレベルレベルレベルレベルをををを上上上上げげげげ、、、、そのそのそのその改善策改善策改善策改善策がががが保保保保

護者護者護者護者にににに見見見見えたりえたりえたりえたり伝伝伝伝わるわるわるわる策策策策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。。。。    

    



11111111    

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    

    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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連連連携携携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)  地域地域地域地域のののの福祉向上福祉向上福祉向上福祉向上のためののためののためののための取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        

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

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

    

    

                特記事項特記事項特記事項特記事項    

    

    

    

地域地域地域地域のののの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をををを忘忘忘忘れずれずれずれず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。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、前回前回前回前回のののの第三者評第三者評第三者評第三者評

価受審価受審価受審価受審からからからから、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わわわわりにいくつものりにいくつものりにいくつものりにいくつもの変化変化変化変化がががが起起起起こっていますこっていますこっていますこっています。。。。園園園園ではではではでは鈴虫鈴虫鈴虫鈴虫やややや青虫青虫青虫青虫、、、、たにしたにしたにしたにし等等等等のののの生生生生きききき物物物物

がががが飼育飼育飼育飼育されていますされていますされていますされています。。。。これらはこれらはこれらはこれらは地域地域地域地域のののの住民住民住民住民のみなさんののみなさんののみなさんののみなさんの好意好意好意好意でででで持持持持ちちちち込込込込まれたものですまれたものですまれたものですまれたものです。。。。またまたまたまた飼育飼育飼育飼育でででで困困困困ったったったった

事事事事がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合はははは、、、、積極的積極的積極的積極的にににに地域地域地域地域にににに支援支援支援支援をををを求求求求めていますめていますめていますめています。。。。            

    

またまたまたまた園園園園のののの支援者支援者支援者支援者にににに「「「「ゴーヤゴーヤゴーヤゴーヤおじさんおじさんおじさんおじさん」」」」がががが居居居居られますられますられますられます。「。「。「。「ゴーヤゴーヤゴーヤゴーヤおじさんおじさんおじさんおじさん」」」」はははは園園園園のののの敷地敷地敷地敷地にににに植植植植わっているわっているわっているわっているゴーゴーゴーゴー

ヤヤヤヤにににに毎日水遣毎日水遣毎日水遣毎日水遣りをしりをしりをしりをし、、、、立派立派立派立派にににに育育育育ててくれましたててくれましたててくれましたててくれました。。。。そのおそのおそのおそのお礼礼礼礼にににに園園園園のののの食事会食事会食事会食事会にににに「「「「ゴーヤゴーヤゴーヤゴーヤおじさんおじさんおじさんおじさん」」」」をおをおをおをお招招招招きしきしきしきし

ましたましたましたました。。。。おじさんはおじさんはおじさんはおじさんは「「「「これからこれからこれからこれからスイカスイカスイカスイカややややメロンメロンメロンメロンをををを植植植植えてみようかえてみようかえてみようかえてみようか」」」」とととと提案提案提案提案してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました。。。。こういったやこういったやこういったやこういったや

りとりりとりりとりりとりをををを通通通通じじじじ、、、、地域地域地域地域からからからからパワーパワーパワーパワーをををを分分分分けてもらいけてもらいけてもらいけてもらい、、、、それをそれをそれをそれをエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにしてにしてにしてにして保育体験保育体験保育体験保育体験やおやおやおやお誕生会等誕生会等誕生会等誕生会等、、、、地域地域地域地域にににに

資源資源資源資源をををを還元還元還元還元していますしていますしていますしています。。。。    
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評価対象評価対象評価対象評価対象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    

    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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取取取

組組組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してしてして

いるいるいるいる。。。。    
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））））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取取取組組組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

見見見見えにくいえにくいえにくいえにくい対応対応対応対応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。。。。ただただただただ、、、、文書化文書化文書化文書化したしたしたしたマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルについてについてについてについて、、、、人権人権人権人権のののの尊重尊重尊重尊重・・・・個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護・・・・守秘義守秘義守秘義守秘義

務務務務のののの遵守遵守遵守遵守とととと似通似通似通似通ったったったった部分部分部分部分もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、再度再度再度再度のののの総点検総点検総点検総点検をををを期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    

    

（（（（2222））））行事行事行事行事アンケートアンケートアンケートアンケートやややや（（（（保護者保護者保護者保護者））））満足度調査満足度調査満足度調査満足度調査をををを前回前回前回前回 3333年前年前年前年前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よりよりよりより、、、、同同同同じじじじ様式様式様式様式でででで毎年毎年毎年毎年実子実子実子実子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、｢、｢、｢、｢保護者保護者保護者保護者のののの声声声声からからからから改善改善改善改善しましたしましたしましたしました｣｣｣｣をををを保護者保護者保護者保護者にににに配布配布配布配布するするするする等等等等、、、、保育園保育園保育園保育園のののの応援団応援団応援団応援団であるであるであるである保護者保護者保護者保護者のののの声声声声をををを反映反映反映反映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ていますしていますしていますしています。。。。    

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、、、、66666666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73737373件件件件））））高高高高いいいい回収率回収率回収率回収率90.490.490.490.4％％％％のののの数数数数

値値値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．．．．６６６６のののの高高高高いいいい値値値値がががが出出出出ましたましたましたました【【【【満足満足満足満足５５５５点点点点：：：：41414141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：：：：23232323件件件件、、、、どちらどちらどちらどちら

ともいえないともいえないともいえないともいえない３３３３点点点点：：：：1111件件件件、、、、無回答無回答無回答無回答（（（（除外除外除外除外）：）：）：）：1111件件件件】】】】    

ただただただただ、、、、①①①①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対対対対するするするする懸念懸念懸念懸念、、、、②２②２②２②２大大大大行事行事行事行事のののの運動会運動会運動会運動会・・・・発表会発表会発表会発表会のののの実施日実施日実施日実施日のののの保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの早期連絡等要早期連絡等要早期連絡等要早期連絡等要

望望望望もももも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、、、、進化進化進化進化のののの芽芽芽芽とととと思思思思われてわれてわれてわれて、、、、ごごごご対応願対応願対応願対応願えればえればえればえれば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。    

    

（（（（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、、、、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。。。。スペーススペーススペーススペースのののの問題問題問題問題もあるのですがもあるのですがもあるのですがもあるのですが、、、、            

『『『『ごごごご意見箱意見箱意見箱意見箱』』』』のののの設置場所設置場所設置場所設置場所はははは、、、、記載記載記載記載しているしているしているしている姿姿姿姿がががが事務所事務所事務所事務所からからからから見見見見えにくいえにくいえにくいえにくい箇所箇所箇所箇所へのへのへのへの設置設置設置設置がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    
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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    

    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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してしてしているいるいるいる。。。。    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わわわれれれ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））））    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をををを中心中心中心中心にににに毎年毎年毎年毎年のののの園全体園全体園全体園全体のののの自己評価自己評価自己評価自己評価のののの実施実施実施実施、、、、３３３３年年年年にににに一度一度一度一度のののの第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価のののの受審受審受審受審（（（（第第第第１１１１

回受審回受審回受審回受審    2010201020102010年年年年8888月月月月、、、、今回第今回第今回第今回第２２２２回回回回））））とととと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熱心熱心熱心熱心でででで、、、、積極的積極的積極的積極的にににに情報情報情報情報のののの公開公開公開公開ををを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。。。。    

                

    

（（（（2222））））    保育保育保育保育のののの技技技技のののの継承継承継承継承、、、、保育士保育士保育士保育士によるによるによるによる対応対応対応対応のばらつきをのばらつきをのばらつきをのばらつきを小小小小さくするさくするさくするさくする、、、、４４４４つのつのつのつの保育園保育園保育園保育園へとへとへとへと拡大拡大拡大拡大するするするする等等等等のののの理由理由理由理由    

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であるであるであるであるマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作成作成作成作成、、、、見直見直見直見直しししし、、、、改訂改訂改訂改訂ももももよくよくよくよく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））））    仕事仕事仕事仕事のののの結果結果結果結果であるであるであるである記録記録記録記録もももも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せるようこまめにたせるようこまめにたせるようこまめにたせるようこまめに記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。    

またまたまたまた、、、、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意識意識意識意識もももも高高高高くくくく、、、、規定規定規定規定にににに基基基基づいてづいてづいてづい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。。。。    

    

    

    

    

    

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    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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    
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        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をををを探探探探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へのへのへのへの情報情報情報情報はははは、ＨＰ、「、ＨＰ、「、ＨＰ、「、ＨＰ、「入園案内入園案内入園案内入園案内」、」、」、」、東灘区役所東灘区役所東灘区役所東灘区役所にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてある情報誌情報誌情報誌情報誌「「「「こうめちこうめちこうめちこうめち

ゃんゃんゃんゃん」」」」等等等等にににに園園園園のののの内容内容内容内容をををを記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。見学見学見学見学、、、、体験利用体験利用体験利用体験利用、、、、園庭開放園庭開放園庭開放園庭開放もももも実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、気軽気軽気軽気軽にににに状況状況状況状況をををを自分自分自分自分のののの

目目目目でででで確確確確かめるかめるかめるかめる事事事事がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。またまたまたまた、、、、卒園卒園卒園卒園・・・・転園転園転園転園・・・・退園退園退園退園にともなうにともなうにともなうにともなう保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス継続継続継続継続についてはについてはについてはについては    、「、「、「、「子育子育子育子育てててて

支援支援支援支援委員会委員会委員会委員会」」」」がががが窓口窓口窓口窓口としてとしてとしてとして設置設置設置設置されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    

    

    

    

    

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    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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最最最最善善善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、、、、人権人権人権人権にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとり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、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな人人人人

間性間性間性間性をををを持持持持ったったったった子子子子どもにどもにどもにどもに育育育育つつつつ保育保育保育保育をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、園児園児園児園児のののの個個個個々々々々のののの成長成長成長成長のののの把握把握把握把握とととと対応対応対応対応にににに最最最最もももも力力力力をををを

入入入入れていますれていますれていますれています。。。。毎月毎月毎月毎月0000歳児歳児歳児歳児からからからから5555歳児歳児歳児歳児までまでまでまで、、、、「「「「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たったったった全員全員全員全員のののの個別指導計画個別指導計画個別指導計画個別指導計画をををを立立立立てててて、、、、個個個個々々々々にににに合合合合わせわせわせわせ

たたたた保育保育保育保育ををををするするするする為為為為にににに、「、「、「、「月案月案月案月案」、「」、「」、「」、「週案週案週案週案」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、適宜見直適宜見直適宜見直適宜見直しもしもしもし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。。。。「「「「個別経過記録個別経過記録個別経過記録個別経過記録」」」」はははは結果結果結果結果だだだだ

けでなくけでなくけでなくけでなく、、、、子子子子どものどものどものどもの心心心心のののの育育育育ちやちやちやちや意欲意欲意欲意欲、、、、取取取取りりりり組組組組むむむむ過程等過程等過程等過程等もももも記載記載記載記載しししし、、、、副主任副主任副主任副主任・・・・主任主任主任主任・・・・園長園長園長園長のののの確認確認確認確認もももも得得得得るるるる仕組仕組仕組仕組みみみみ

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。。。。    

    

    

    

    
    

    

避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    運動運動運動運動遊遊遊遊びびびび    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    
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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    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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心心心

身身身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さささ

れているれているれているれている。。。。    
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適適適

切切切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適適適

切切切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)----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ごすことのできるよごすことのできるよごすことのできるよ

うなうなうなうな人的人的人的人的・・・・物的物的物的物的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)----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ができができができ

るようなるようなるような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

ができるようなができるようなができるようなが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)----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・・・・物的環物的環物的環物的環

境境境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体体体

験験験験できるようなできるようなできるようなできるような人的人的人的人的・・・・物的環物的環物的環物的環境境境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    

    

    

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一体的一体的一体的なななな展開展開展開展開もももも実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、養護面養護面養護面養護面ではではではでは、、、、①①①①健康管理健康管理健康管理健康管理、、、、②②②②清潔清潔清潔清潔なななな環境環境環境環境をををを、、、、教育面教育面教育面教育面ではではではでは③③③③年年年年

齢齢齢齢、、、、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保育保育保育保育のののの実施実施実施実施、、、、④④④④専門講師専門講師専門講師専門講師によるによるによるによる特別特別特別特別カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム（（（（英語保育英語保育英語保育英語保育、、、、文字指導文字指導文字指導文字指導、、、、表現表現表現表現

活動活動活動活動・・・・音楽音楽音楽音楽・・・・運動運動運動運動・・・・絵画造形絵画造形絵画造形絵画造形））））にににに力力力力をいれていますをいれていますをいれていますをいれています。。。。    

    

遊遊遊遊びのびのびのびの活動活動活動活動をををを通通通通じてのじてのじてのじての教育教育教育教育もももも盛盛盛盛んでんでんでんで、、、、野菜野菜野菜野菜のののの水水水水やりやりやりやり、、、、メダカメダカメダカメダカ・・・・昆虫昆虫昆虫昆虫（（（（スズムシスズムシスズムシスズムシ・・・・青虫青虫青虫青虫などなどなどなど））））のののの飼育飼育飼育飼育、、、、セミセミセミセミ

取取取取りをりをりをりを行行行行ってってってって身近身近身近身近にににに動植物動植物動植物動植物にににに接接接接するするするする機会機会機会機会をををを設設設設けけけけ、、、、防災防災防災防災センターセンターセンターセンター、、、、プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム（（（（5555歳児歳児歳児歳児））））にににに行行行行ってってってって社会体社会体社会体社会体

験験験験がががが得得得得られるられるられるられる機会機会機会機会やややや「「「「絵本絵本絵本絵本のののの好好好好きなきなきなきな子子子子」」」」はははは想像力想像力想像力想像力をををを養養養養いいいい、、、、言葉言葉言葉言葉がががが豊豊豊豊かになりかになりかになりかになり賢賢賢賢くくくく育育育育つつつつとのとのとのとの思思思思いからいからいからいから、、、、広報委広報委広報委広報委

員員員員がががが毎月季節毎月季節毎月季節毎月季節にににに合合合合ったったったった絵本絵本絵本絵本をををを購入購入購入購入しししし、、、、種類種類種類種類・・・・サイズサイズサイズサイズ毎毎毎毎にににに書棚書棚書棚書棚にににに整理整頓整理整頓整理整頓整理整頓されされされされ、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも好好好好きなきなきなきな時時時時にににに直直直直ぐにぐにぐにぐに取取取取

りりりり出出出出せるようになってせるようになってせるようになってせるようになっていますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、季節季節季節季節のののの絵本絵本絵本絵本コーナーコーナーコーナーコーナーもももも設置設置設置設置するするするする予定予定予定予定。。。。    

    

平成平成平成平成24242424年年年年10101010月月月月にににに改定改定改定改定されたされたされたされた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基基基基づきづきづきづき、、、、全職員全職員全職員全職員ににににＳＩＤＳ（ＳＩＤＳ（ＳＩＤＳ（ＳＩＤＳ（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））））にににに関関関関するするするする必必必必

要要要要なななな知識知識知識知識をををを教育教育教育教育しししし、、、、乳児乳児乳児乳児をををを寝寝寝寝かせるかせるかせるかせる場合場合場合場合にはにはにはには仰向仰向仰向仰向けにしけにしけにしけにし、、、、常常常常時寝時寝時寝時寝るるるる向向向向きをきをきをきを確認確認確認確認しししし「「「「睡眠睡眠睡眠睡眠チェックシートチェックシートチェックシートチェックシート」」」」にににに

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。。。。    

    

    

    

    



18181818    

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    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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われていわれていわれてい

るるるる。。。。    
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内内内

容容容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

されているされているされているされている。。。。    
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していしていしてい

るるるる。。。。    
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改改改

善善善善をしているをしているをしているをしている。。。。    
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保保保

育育育育にににに反映反映反映反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きるようなできるようなできるようなで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    

    

    

対面対面対面対面キッチンキッチンキッチンキッチンをををを用用用用いることによっていることによっていることによっていることによって、、、、調理場面調理場面調理場面調理場面をををを子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが見見見見ることができるようることができるようることができるようることができるよう設備面設備面設備面設備面でででで工夫工夫工夫工夫がされてがされてがされてがされて

おりおりおりおり、、、、明明明明るいるいるいるいランチルームランチルームランチルームランチルームででででのののの食事食事食事食事のののの状況状況状況状況をををを調理師調理師調理師調理師、、、、管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士はよくはよくはよくはよく観察観察観察観察しししし、、、、献立表献立表献立表献立表にににに反映反映反映反映していますしていますしていますしています。。。。まままま

たたたた、、、、定期的定期的定期的定期的にににに食食食食にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート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。。。。    

    

アレルギアレルギアレルギアレルギ－－－－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やややや保護者保護者保護者保護者のののの方方方方とととと連携連携連携連携をををを取取取取りりりり、、、、誤食誤食誤食誤食のなのなのなのな

いようにいようにいようにいように食材確認食材確認食材確認食材確認をををを毎月毎月毎月毎月１１１１回行回行回行回行っておりっておりっておりっており、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギーのののの確認確認確認確認をををを「「「「生活管理表生活管理表生活管理表生活管理表」」」」にてにてにてに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。。。。配膳時配膳時配膳時配膳時はははは

、、、、おぼんをおぼんをおぼんをおぼんを別別別別にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、おぼんにおぼんにおぼんにおぼんに名前名前名前名前をををを付付付付けてけてけてけて、、、、他他他他のののの子子子子どもとどもとどもとどもと分分分分けるけるけるける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。。。。    

    

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についてはについてはについてはについては、、、、食中毒食中毒食中毒食中毒がががが発生発生発生発生しないようしないようしないようしないよう、、、、管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士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のののの基基基基、、、、

調理師調理師調理師調理師とととと連携連携連携連携しししし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をををを作成作成作成作成・・・・見直見直見直見直しをしをしをし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。。。。定期的定期的定期的定期的にににに、、、、給食会議給食会議給食会議給食会議をををを開催開催開催開催しししし教育教育教育教育のののの機会機会機会機会

をををを設定設定設定設定しししし、、、、害虫駆除害虫駆除害虫駆除害虫駆除もももも専門業者専門業者専門業者専門業者にににに依頼依頼依頼依頼しししし実施実施実施実施していましていましていましていますすすす。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



19191919    

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    

    

評価基準評価基準評価基準評価基準    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    

    

    

特記特記特記特記事項事項事項事項    

    

    

    

十分十分十分十分なななな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えるようえるようえるようえるよう、、、、新年度毎新年度毎新年度毎新年度毎のののの保護者会保護者会保護者会保護者会、、、、クラスクラスクラスクラス別懇談会別懇談会別懇談会別懇談会、、、、個人面談個人面談個人面談個人面談にてにてにてにて意向意向意向意向をををを汲汲汲汲みみみみ取取取取りりりり、、、、    

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れあいふれあいふれあいふれあい会会会会、、、、運動会等運動会等運動会等運動会等でででで子子子子どもをどもをどもをどもを中心中心中心中心にしたにしたにしたにした楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間をををを共有共有共有共有しししし、、、、密接密接密接密接なななな関係関係関係関係をををを築築築築いていますいていますいていますいています。。。。            

日日日日々々々々のののの送迎時送迎時送迎時送迎時のののの会話会話会話会話でででで、、、、そのそのそのその日日日日のののの活動活動活動活動のののの様子様子様子様子やややや出来出来出来出来るようになったるようになったるようになったるようになった事事事事やややや食事食事食事食事のののの量量量量をををを伝伝伝伝えていますえていますえていますえています。。。。    

    

またまたまたまた、、、、““““よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネット””””にそのにそのにそのにその日日日日のののの献立献立献立献立、、、、おやつおやつおやつおやつ、、、、活動活動活動活動のののの内容等内容等内容等内容等のののの写真写真写真写真をたくさんをたくさんをたくさんをたくさんスピーディスピーディスピーディスピーディにににに掲載掲載掲載掲載しししし、、、、保護者保護者保護者保護者にににに

そのそのそのその日日日日のののの状状状状況況況況ををををどこからでもどこからでもどこからでもどこからでも見見見見えるえるえるえる形形形形にしてにしてにしてにして伝伝伝伝えていますえていますえていますえています。。。。    

    
（（（（兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県・・・・大阪府大阪府大阪府大阪府のののの保育園保育園保育園保育園のののの中中中中ででででダントツダントツダントツダントツ１１１１位位位位のののの掲載枚数掲載枚数掲載枚数掲載枚数ですですですです））））    

    

【【【【    よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネットへのへのへのへの掲載枚数掲載枚数掲載枚数掲載枚数    2013201320132013年年年年11111111月月月月    120120120120枚枚枚枚、、、、10101010月月月月    175175175175枚枚枚枚、、、、9999月月月月    139139139139枚枚枚枚        
2013201320132013年累計年累計年累計年累計    2,1692,1692,1692,169枚枚枚枚、、、、2012201220122012年年年年    1,6701,6701,6701,670枚枚枚枚、、、、2011201120112011年年年年    1,6561,6561,6561,656枚枚枚枚    】】】】    

    
        （（（（    よいよいよいよい子子子子ネットネットネットネット・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス    http://kohttp://kohttp://kohttp://kobe.yoikobe.yoikobe.yoikobe.yoiko----net.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.donet.jp/yoikonet/user/ishiyagawa/blog/showDetail.do    ））））    
    

    
    
    
    

2222歳児食育歳児食育歳児食育歳児食育    赤赤赤赤ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう    親子遊親子遊親子遊親子遊びびびび講座講座講座講座    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
                                                                                                                                                                            

        （（（（    完完完完    ））））    


