
（様式第２号）

１　評価機関

２　事業者情報 【平成　２８年　６月　１日現在】

　職員の配置

職　　種 人　数

栄養士 1

調理員 3

事務員 1

福祉サービス第三者評価結果報告書

名　　　称 ＬＥＣ東京リーガルマインド岡山本校

所　在　地 岡山市北区本町１０－２２

評価実施期間 　　平成２８年　６月　１日　～　　　平成２８年　９月　２日

事業所名称：社会福祉法人ちとせ交友会 サービス種別：

 （施設名）カナダ保育園 児童福祉

管理者氏名：園長　奥川順子 開設年月日：平成15年2月1日

設置主体：社会福祉法人 代表者 職・氏名：理事長　山口哲史　

経営主体：社会福祉法人 代表者 職・氏名：理事長　山口哲史　

定員：９０名 利用人数：105名

所在地：〒７０４－８１９６　岡山市東区金田１１２７－１

連絡先電話番号：０８６－９４８－２７７７ FAX番号：０８６－９４８－２７９９

ホームページアドレス：http：www.canadah.jpE-mail：canada@chitosek.or.jp

サービス内容（事業内容）

・乳幼児の養護と教育　・障がい児保育　・一時預かり保育　・延長保育　・子育て支
援広場

居室の概要 居室以外の施設設備の概要

・保育室８　・調理室・調乳室　・沐浴室　・事務室
と医務室

・食品庫　・下処理室　　・洗濯室　・屋内倉
庫　・屋外倉庫　　・画材室　・廊下　・便所
・エントランス　・屋外避難階段　・風除室　・
ダムウエーター　・テラス

職　　種 人　数

園長 1

主任保育士 1

常勤保育士 18

非常勤保育士 4

保育補助 3



３　評価結果総評

◇特に評価の高い点

◇改善を求められる点

４　第三者評価結果に対する事業者のコメント

①保育環境
田んぼに囲まれ、小川が流れている。保育園周辺の環境は大変素晴らしい。自然の中では、季節毎
に様々な昆虫と出会え、触れ合いを楽しんでいる。組の名前も昆虫の名前で統一している。
6月～9月の間は、室内を裸足で過ごす「はだし保育」を取り入れている。皮膚呼吸が活発になり、足の
発達、ひいては怪我をしにくい強い身体づくりへと繋げている。

②基本理念
基本理念の重要性と今後「ちとせ交友会」がどのような方向で歩んでいくかを見据えて、外部講師指導
の下、2年の歳月を掛け、新しい理念を完成させた。ちとせ交友会に関わる全ての人にとって心安らぐ
場所「Ｈｏｍｅ」を目指し、日々保育に努めている。

③地域交流
園長は、園児が保育園でのびのび過ごす為には、地域からの信頼を得る事が第一と考え、町内との
交流を一番に進めた。現在も、小・中学校のＰＴＡ会長・校長・教頭・町内会長・幼稚園部長・民生委員
等が学期毎に集まり、連携を図っている。地域との協力関係は良好で、例えば、運動会等の行事の際
は、公園を駐車場として開放してもらっている。
　
④人材の確保・養成
勤続年数の長い職員が多い為、職員間のチームワークは良好である。行事の際は互いに協力し合い
成果を生み出している。基準より多めに職員が配置されており、急変時にも対応可能な体制にしてい
る。休日も取り易く、育児休業後も不安無く働き続けることが出来る。毎年昇給があり、働き甲斐にも繋
がっている。さらに、職員の資質向上にも熱心に取り組んでいて、研修費用は社が一切負担し、勤務
時間内に研修を受けれる様配慮している。

⑤保育士の配置
職員を指定基準よりも多く配置し、身辺の自立が困難な子供に対しては、一対一の対応に努め、子供
の満足に繋げている。また、0歳児は、初年度から定員一杯を受け入れず、少人数から受け入れ、個
別対応にて園児との絆を深めてから、次の園児を受け入れている。
　

①中・長期計画の作成について
中・長期計画は理事長や園長のビジョンとしてはしっかりしているが、書類としては表記されていない。
今後、益々事業展開される事も視野に入れ、書類化の必要性があると思われる。

②意向調査アンケートの実施について
行事後にアンケートを取り、意見や要望を確認しているが、「感想を記載するだけ」と捉えている保護者
が多く見受けられた。行事後のアンケートとは別に、意向調査のアンケート実施も検討して欲しい。

③苦情解決の仕組みの周知
苦情受付については、受付担当者・解決責任者・第三者委員の設置を行い、記録や話し合い、結果の
フィードバック等、仕組みは確立されている。入園時に説明はしているが、保護者の認知度が低い。今
後は、重要事項説明書に記載したり、玄関の入口に張り出したりする等の工夫をお願いする。

第三者評価を受けるに当たり、最初はどうなるかととても心配しましたが、書類審査と合わせてクラス、
子どもの様子等細かく見てくださり、そして職員のヒヤリングなども入り書類では見えない部分も聞いて
くださりよかたと思います。保護者のアンケートは各家庭から評価委員に郵送するので正直な気持ち
がよくわかりました。保育園が今回第三者評価を受診して本当に良かったです。　これからも社会福祉
法人が果たす役割を明確に遂行していきたいと思います。



５　評価分類別評価内容
評価対象Ⅰ

１　理念・基本方針

２　計画の策定

３　管理者の責任と
　　リーダーシップ

評価対象Ⅱ

１　経営状況の把握

２　人材の確保・養成

３　安全管理

４　地域との交流と
　　連携

基本理念や保育方針はホームページやパンフレットに記載されており、ちと
せ交友会の姿勢や特色が分かりやすく明記されている。
「Home-ここに集い　ここで育み　そして　ここから　はばたく　ちとせ交友会は
かかわる　すべての人にとって　心安らぐばしょHomeでありたい」の理念は
職員が2年の歳月をかけて完成させた、熱い思いがある。新年度には保護
者への説明と職員の再確認が行われている。

保育園周辺に新築が出来、待機児童も増え、受け入れ態勢を今後どうする
か等、中・長期計画のビジョンはあるが、書面表記されていない為、今回はｂ
評価とした。
事業計画は、単年度収支計画を反映して作成されているが、中・長期の収支
計画の反映では無かった為、こちらもｂ評価とした。
事業計画は、職員会議で職員からの意見等を聞き、作成されている。また年
度初めには、保護者会の機会等を通じてスライドにて説明をし、理解と周知
を図っている。

園長は管理者経験が長く、職員からの信頼は厚い。園長は園の良さや課題
を把握するとともに、率先して研修や勉強会に参加し、専門性の向上に努め
ている。又、職員から出た相談・提案・課題を冷静に受け止め、運営改善に
繋げている。職員が長時間勤務にならない様、常に言葉がけをして帰宅を促
し、働きやすい環境を整えている。

保育に関する需要の動向や在園児の推移等を組織全体で把握している。平
成23年に定員増員へ向け、保育室別棟を増築した。現在も、子どもの数が
増加しているので敷地外へ増築を計画中である。
専門家による外部監査も実施されており、事業運営の安定化を図っている。
年度の途中で補正予算の見直しも行われている。

人事考課は、年2回自己評価と、園長・主任による実績評価を行っている。さ
らに年1回理事長と職員が個別面談を行い、職員の意向や意見を聞く機会を
設けている。
施設内外の研修は充実している。経験に応じて研修に参加し、資質や専門
性の向上を図っている。職員は希望する研修に参加する事が出来る。
誕生日有給、勤務年数に応じたリフレッシュ有給を取り入れている。働きや
すい環境と職員間の友好な関係が定着率の高さに繋がっている。

年度初めに、年間リスクマネジメントの委員会を設置し、毎月委員会を開催
し、議題を挙げ、職員・子ども・保護者も含めて共通理解を促している。地震
や火災、不審者等を想定した避難訓練を毎月実施している。さらに未然防止
策として、園長を中心とした不審者対応は、連携が取れている。
嘱託医により、内科検診を年2回、歯科検診を年１回実施している。春夏秋
冬「健康だより」を発行し、健康に関する情報を提供している。事故や災害、
感染症等のマニュアルを整備している。各クラスに嘔吐用バケツ一式もセッ
トされ、感染症対策が徹底されている。

一時保育事業、子育ての悩み・不安の相談受付、園庭開放等を行い、地域
の子育て家庭の保護者等に対する支援を行っている。
年齢毎に地域との連携を年間指導計画に掲げている。地元の苺農園に苺狩
り、金田天満宮にて、太鼓出演や節分の豆まき、開成学区敬老会に参加や
老人施設に慰問する等、地域との交流は盛んである。又、子ども達が地域に
積極的に参加する機会が増えるよう、園長は新聞や雑誌からの情報を常に
確認している。



評価対象Ⅲ

１　利用者本位の
　　福祉サービス

２　サービスの質の
　　確保

３　サービスの開始・
　　継続

４　サービス実施計画
　　の策定

評価対象Ⅳ

１　保育所保育の基本

環境整備はよく工夫されている。例えば各部屋に、髪留めを入れる個人のポ
ケットラックが配置され、自分で管理が出来るよう細かい配慮がある。5歳児
の部屋は、髪留めと櫛がセットで置いてあり、しらみの感染予防対策に繋
がっている。
0歳児は、保育士との信頼関係を築くことが大切と考え、少人数の受け入れ
から始め、関わりが出来てから、次の園児を受け入れている。
1歳児の部屋は、靴下・帽子・紙パンツを管理する箱を手作りし、各々のマー
クを付け自立支援に努めている。
2歳児用のトイレには、下着やおむつが園児の高さに合わせて収納され、毎
回教室まで取りに行く必要もなく、自分で取って着替える事が出来る。
3歳児の部屋の隣がトイレになる様に配置され、おもらしの防止に繋げてい
る。月のスケジュールを園児に分かり易いように大きく貼っている。園庭で育
てている野菜に興味を示した為、窓ガラスに野菜の絵を貼り、野菜が好きに
なる工夫をしている。
4歳児の部屋は、工作スペースを、文具・道具類が4歳児に解りやすく収納さ
れていて、自立の支援に繋げている。
5歳児では、就学に向けた取組が多く見られた。身近な時計に10分間隔で数
字を記載し、時間の感覚を日々の生活の中で身につけている。また、昨年度
から始めた「ぞうきんと台ふきん当番」は素晴らしい取組である。当番の5歳
児が、各クラスで使用した「ぞうきんと台ふきん」を回収し、洗濯場へ持って行
く。遣り甲斐もあり他のクラスから憧れの対象となっている。
全て発達段階にあわせて、綿密に計画されている。

個別相談や日々の会話の中で保護者や子供の意向を把握している。園長・
主任・クラス担任・栄養士がそれぞれの立場で保護者の相談に応じている。
出された意見や要望は、職員会議で検討し対応に努めている。要望があっ
た時は、要望と対応した内容を玄関の入口に張り出し、保護者の満足へと繋
げている。保護者とは出来る限り話をする機会を設け、相談し易い関係作り
に努めている。

毎年職員会議で保育課題の発見や見直しが行われ、改善策を立て実施して
いる。個別の記録は統一した書式で整備されており、必要な情報は職員会
議で共有し、保育や保護者支援に生かしている。
個人情報の取り扱いについては、重要事項説明書に記載し、保護者に説明
している。会議録・月案・週案・日案等書類は、個人名ではなくイニシャルで
表記するなど、個人情報の保護に留意している。

ホームページを作成し、公開している。サービスの開始にあたり、重要事項
説明書を活用し、理念に基づいた保育方法、必要な持ち物、一日のプログラ
ム、英語教室・体育教室等の別途必要な出費、土曜保育等について具体的
に説明している。さらに、絵や写真を沢山取り入れた「ガイドブック」を作成
し、見学者にも配布している。見学希望の方には、定員一杯でも、必ず対応
している。各教室を案内しながら、理念である「Ｈｏｍｅ」の説明から始まり、今
力を入れている「構成論」等、園の特徴を説明している。公開保育も積極的
に取り入れている。

3月下旬に、児童票と家庭調査票から、家庭状況・既往歴・心身状況・生活
歴等を把握している。また、年度初めに実施される個別面談では、保育の記
録を参考に、保護者の要望を確認し、保育に活かしている。職員は園児一
人ひとりをよく観察し、保育サービスに繋げている。指導計画は保育課程に
基づき、子どもの実態に即した具体的なねらいや内容が作成され、実施され
ている。



２　子供の生活と発達

３　保護者に対する

　　支援

0歳児は、保育士との信頼関係を築くことが一番大切と考えている。ベビーサ
インを通じてのコミュニケーションの充実を図っている。
子供同士がけんかをした時も、両者の言い分を聞き、園児同士が自分の思
いを伝えれるように、一人ひとりを受容し理解を深めるよう取り組んでいる。
また、自分の力を十分表現できない子どもには、その場で一対一の係わりを
している。
長時間保育の子どもたちは、寛げる部屋で延長保育専門の保育士のもと
で、異年齢児保育を楽しんでいる。
食事は、給食会議で担当の先生や保護者から出た意見を参考に、メニュー
に一手間を加えている。毎年、年長組が自家菜園で採れた野菜を具にして、
カレー作りを楽しんでいる。
食物アレルギーがある園児は、他の園児の食事を食べたり交換しないよう、
お盆等色別の工夫がある。
慢性疾患や薬使用等は主治医からの指示を仰ぎ、誤飲の無い様、安全対
策に努めている。

1･2歳児の部屋には、食事・排泄・睡眠の生活の様子が、それぞれ工夫して
書かれてある。迎えの時に園児の状況を把握することが出来る。また、乳児
は連絡帳を通して家庭との連絡を密にしている。
発表会や参観日で、園児の発達過程を見ることが出来、保護者に安心を与
えている。
0歳児の廊下には、離乳食の初期・中期・後期を、写真や字で解りやすく解
説して張り出している。また、サンプル料理の近くに、月に一度、人気メ
ニューのレシピを持ち帰れるように置いてある。栄養士は、母親から人気レ
シピを聞かれると、気軽に作り方を教えている。



（別紙） 保育所

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
 Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

　Ⅰ-１-(１)　理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ-１-(１)-①　理念が明文化されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(１)-②　理念に基づく基本方針が明文化されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-１-(２)　理念や基本方針が周知されている。

Ⅰ-１-(２)-①　理念や基本方針が職員に周知されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-１-(２)-②　理念や基本方針が利用者等に周知されてい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅰ-２　事業計画の策定

第三者評価結果

　Ⅰ-２-(１)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-２-(１)-①　中・長期計画が策定されている。 ａ・ⓑ・ｃ

Ⅰ-２-(１)-②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定され
ている。

ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅰ-２-(２)　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ-２-(２)-①　事業計画の策定が組織的に行われている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-２-(２)-②　事業計画が職員に周知されている。 ａ・ⓑ・ｃ

Ⅰ-２-(２)-③　事業計画が利用者等に周知されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅰ-３　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

　Ⅰ-３-(１)　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ-３-(１)-①　管理者自らの役割と責任を職員に対して表明
している。

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅰ-３-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅰ-３-(２)-①　質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発
揮している。

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

評価細目の第三者評価結果



評価対象Ⅱ　組織の運営管理
 Ⅱ-１　経営状況の把握

第三者評価結果

　Ⅱ-１-(１)　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ-１-(１)-①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されて
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-１-(１)-③　外部監査が実施されている。 ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅱ-２　人材の確保・養成

第三者評価結果

　Ⅱ-２-(１)　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ-２-(１)-①　必要な人材に関する具体的なプランが確立し
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(１)-②　人事考課が客観的な基準に基づいて行われて
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-２-(２)　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-２-(２)-①　職員の就業状況や意向を把握し必要があれば
改善する仕組みが構築されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(２)-②　職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り
組んでいる。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-２-(３)　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ-２-(３)-①　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示さ
れている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-２-(３)-②　個別の職員に対して組織としての教育・研修
計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われている。

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-２-(４)　実習生の受入れが適切に行われている。

Ⅱ-２-(４)-①　実習生の受入れと育成について基本的な姿勢
を明確にした体制を整備し、積極的な取組をしている。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅱ-３　安全管理

第三者評価結果

　Ⅱ-３-(１)　利用者の安全を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-３-(１)-①　緊急時（事故、感染症の発生時など。）にお
ける利用者の安全確保のための体制が整備されている。

ⓐ・ｂ・ｃ



Ⅱ-３-(１)-②　災害時に対する利用者の安全確保のための取
組を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅱ-４　地域との交流と連携

第三者評価結果

　Ⅱ-４-(１)　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ-４-(１)-①　利用者と地域とのかかわりを大切にしてい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(１)-②　事業所が有する機能を地域に還元している。 ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-４-(２)　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-４-(２)-①　必要な社会資源を明確にしている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(２)-②　関係機関等との連携が適切に行われている。 ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅱ-４-(３)　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-４-(３)-①　地域の福祉ニーズを把握している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅱ-４-(３)-②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行わ
れている。

ⓐ・ｂ・ｃ

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
 Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

　Ⅲ-１-(１)　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

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

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-１-(２)　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ-１-(２)-①　利用者満足の向上を意図した仕組みを整備
し、取組を行っている。

ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅲ-１-(３)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ-１-(３)-①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備
している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-１-(３)-②　苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機
能している。

ａ・ⓑ・ｃ



Ⅲ-１-(３)-③　利用者からの意見等に対して迅速に対応して
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅲ-２　サービスの質の確保

第三者評価結果

　Ⅲ-２-(１)　質の向上に向けた取組が組織的に行われている。

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

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(１)-②　評価結果に基づき組織として取り組むべき課
題を明確にし、改善策・改善実施計画を立て実施している。

ａ・ⓑ・ｃ

　Ⅲ-２-(２)　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ-２-(２)-①　提供するサービスについて標準的な実施方法
が文書化されサービスが提供されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-２-(３)　サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ-２-(３)-①　利用者に関するサービス実施状況の記録が適
切に行われている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(３)-②　利用者に関する記録の管理体制が確立してい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-２-(３)-③　利用者の状況等に関する情報を職員間で共有
化している。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅲ-３　サービスの開始・継続

第三者評価結果

　Ⅲ-３-(１)　サービス提供の開始が適切に行われている。

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

ⓐ・ｂ・ｃ

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

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅲ-３-(２)　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

Ⅲ-３-(２)-①　事業所の変更や家庭への移行などにあたり
サービスの継続性に配慮した対応を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅲ-４　サービス実施計画の策定

第三者評価結果

　Ⅲ-４-(１)　利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ-４-(１)-①　定められた手順に従ってアセスメントを行っ
ている。

ⓐ・ｂ・ｃ



　Ⅲ-４-(２)　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-４-(２)-①　サービス実施計画を適切に策定している。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅲ-４-(２)-②　定期的にサービス実施計画の評価・見直しを
行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

評価対象Ⅳ　福祉サービス内容評価基準
 Ⅳ-１　保育所保育の基本

第三者評価結果

　Ⅳ-１-(１)　養護と教育の一体的展開

Ⅳ-１-(１)-①　保育所の保育の方針や目標に基づき、発達過
程を踏まえ、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実情に即し
た保育課程を編成している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-②　乳児保育のための適切な環境が整備され、保
育の内容や方法に配慮されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-③　１・２歳児の保育において養護と教育の一体
的展開がされるような適切な環境が整備され、保育の内容や方
法に配慮されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-④　３歳以上児の保育において養護と教育の一体
的展開がされるような適切な環境が整備され、保育の内容や方
法に配慮されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(１)-⑤　小学校との連携や就学を見通した計画に基づ
いて、保育の内容や方法、保護者とのかかわりに配慮されてい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅳ-１-(２)　環境を通して行う保育

Ⅳ-１-(２)-①　生活にふさわしい場として、子どもが心地よ
く過ごすことのできるような人的・物的環境が整備されてい
る。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(２)-②　子どもが基本的な生活習慣を身につけ、積極
的に身体的な活動ができるような環境が整備されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(２)-③　子どもが主体的に活動し、様々な人間関係や
友だちとの協同的な体験ができるよう人的・物的環境が整備さ
れている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(２)-④　子どもが主体的に身近な自然や社会とかかわ
れるような人的・物的環境が整備されている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-１-(２)-⑤　子どもが言葉豊かな言語環境に触れたり、
様々な表現活動が自由に体験できるような人的・物的環境が整
備されている。

ⓐ・ｂ・ｃ



　Ⅳ-１-(３)　職員の資質向上

Ⅳ-１-(３)-①　保育士等が主体的に自己評価に取り組み、保
育の改善が図られている。

ⓐ・ｂ・ｃ

 Ⅳ-２　子どもの生活と発達

　Ⅳ-２-(１)　生活と発達の連続性

Ⅳ-２-(１)-①　子ども一人ひとりを受容し、理解を深めて働
きかけや援助が行われている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(１)-②　障害のある子どもが安心して生活できる保育
環境が整備され、保育の内容や方法に配慮がみられる。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(１)-③　長時間にわたる保育のための環境が整備さ
れ、保育の内容や方法に配慮がみられる。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅳ-２-(２)　子どもの福祉を増進することに最もふさわしい生活の場

Ⅳ-２-(２)-①　子どもの健康管理は、子ども一人ひとりの健
康状態に応じて実施している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(２)-②　食事を楽しむことができる工夫をしている。 ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(２)-③　乳幼児にふさわしい食生活が展開されるよ
う、食事について見直しや改善をしている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(２)-④　健康診断・歯科健診の結果について、保護者
や職員に伝達し、それを保育に反映させている。

ⓐ・ｂ・ｃ

　Ⅳ-２-(３)　健康及び安全の実施体制

Ⅳ-２-(３)-①　アレルギー疾患、慢性疾患等をもつ子どもに
対し、主治医からの指示を得て、適切な対応を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-２-(３)-②　調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実施
され、食中毒等の発生時に対応できるような体制が整備されて
いる。

ⓐ・ｂ・ｃ



 Ⅳ-３　保護者に対する支援

　Ⅳ-３-(１)　家庭との緊密な連携

Ⅳ-３-(１)-①　子どもの食生活を充実させるために、家庭と
連携している。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-３-(１)-②　家庭と子どもの保育が密接に関連した保護者
支援を行っている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-３-(１)-③　子どもの発達や育児などについて、懇談会な
どの話し合いの場に加えて、保護者と共通の理解を得るための
機会を設けている。

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅳ-３-(１)-④　虐待に対応できる保育所内の体制の下、不適
切な養育や虐待を受けていると疑われる子どもの早期発見及び
虐待の予防に努めている。

ⓐ・ｂ・ｃ


