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「しっかりとした愛着形成を土台に豊かな体験を通し人間性を育む」という人格の基本を実現させ
るべく、保育理念・方針・目標が設定され、具体的保育内容は、実に多種多様な手作り教材と、四
季を感じとれる花・野菜、加えて稲の栽培を取り入れたユニークな保育を行っており、しかも職員
による落ち着いた丁寧な保育サービスは、中長期計画が策定されてはいないというものの、管理者
による責任とリーダーシップのもとで職員が目標に向かって一丸となって取り組まれており、非常
に高く評価できます。今後、理念・方針の保護者への周知を大切にし、意見・意向を反映させるよ
う願い、計画の策定を 期待します。

　※　その他、特記事項
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　Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
◆　評価を受審した事業者
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法人名称
（　社会福祉法人）

保育の様子を月に1回程度ＤＶＤに記録し、保護者に貸し出しを行っております。子どもたちがどのように過ごしているか、保育士が
どのような保育サービスを提供しているか「百聞は一見に如かず」の取り組みが行われております。子どもたちの命を守る安全対策
も大切なサービスであり、各部屋に設けている二重天井（シェルター）は、震災に対して、子どもたちを安全に保護者に引き渡す心
強い「みかた」になるであろう事が推測される取り組みでした。さらに保護者からの意見を吸い上げるための手立てとして、毎月発
行する「ひよこ通信」を活用して、「園の運営に関するご意見をお寄せください…」と姿勢が明記されており、投書などでの意見に
はプライバシーが守られ、苦情については「解決システム」により、迅速に対応されております。一人ひとりの子どもを尊重した保
育の基本姿勢は、事業計画・保育の理念・保育の基本方針に明文化され、保育課程やひよこ通信に引用されたり、ホームページで開
示もされております。掲載が複数の場合、表記が異なるものもあり、保育の理念・保育の基本方針の表記は、統一した表現が望まれ
ます。
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必要な各種マニュアルが整備されております。子ども達の発達を促す工夫された手作り
玩具が用意されており、園全体に暖かい雰囲気が感じられました。事故防止にも積極的
に取り組んでおり、事故報告については、その報告を元にした検証分析に園全体で取り
組んでおり、職員全体で事故発生予防に役立てています。今後、父母を対象とした保育
参観、懇談会など積極的に取り組んでいくことで、ますます職員・保護者ともに「子育
てに対する共通理解」が深まっていくものと思われます。

延長保育、休日保育、病後児保育は実施されていますが、障害児保育、一時保育は実施されていま
せん。園の特徴を付記してみますに、「0・0～1・1～2・2才児」の4クラス全てに地震対策と
して天井の梁からの1室5．86㎡の「シェルター」が設置されていることと、保護者アンケートに
よる「献立表から毎日の食事内容がわかるようになっていますか」が保護者全体の65%回答率で
100%「わかるようになっている」と回答されている（玄関ホールにその日の「実物献立食事
品・内容」がケースに展示されている）こと等々から考えあわせますと、「長い間の法人精神・伝
統が脈々と流れていること」が伝わってくるような感想を付記させていただきます。
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管理者名 　　兜森　和夫

名1 日

平成 23

　Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

所在地

名　称

組織の特徴として「０歳から２歳まで」がその対象範囲なので、特に、安全管理である
日々の健康観察、感染症の予防とその対策、日常保育での怪我の防止、虐待への気づ
き、安全な保育環境の提供等々、これらに関する職員の確保・養成がなお一層強く求め
られ、そのためには地域との交流と連携が重要になります。現状では、いずれも良く取
り組まれ実践されておりますが、園独自の長期的課題を発見し達成を目指すためには、
どうしても中・長期計画の策定が必要となります。この中で単年度事業計画の策定が求
められ、単年度達成の重点項目の設定が重要となります。今後、組織の運営管理として
更なるサービス向上を目指し、その取り組みに期待します。

平成 23

（　特定非営利活動法人）

日



【保育所版　評価結果表】

◆　細目の評価結果（基本評価55項目）

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見

ａ
「子ども一人一人を大切にし保護者からも信頼
されるよう、明るく楽しい活気に満ちた保育園
を目指す」という保育課程に明文化されていま
す。

ａ
「優しく丁寧で心を込めた保育で心と体の発達
と生活習慣の自立を促す」として保育課程の保
育方針として明文化されています。

三歳未満児専門保育所として、愛着形成を主眼に家庭
と連携しつつ子どもの人生の基礎を形作る保育をして
参るべく、日々の業務を点検して参ります。

ｂ
年度初めの職員会議で基本方針が配布され説明
もされていますが、周知するためにはさらなる
理解を促す必要があります。

年度当初の職員会議で周知するほか、毎月の
リーダー会や職員会議で趣旨を徹底します。

ｃ
理念や基本方針が利用者に配布されてはいま
すが、地域住民・関係機関等にも配布する工
夫を求めます。

毎月発行している「ひよこ通信」は地域の全世帯にも
配布しているので、「ひよこ通信」を媒介として内容
の充実を図ってまいります。

ｃ
一年単位の計画は策定されていますが、組織体
制や人材育成等に関する具体的な取り組みを
中・長期に計画するよう期待します。

ともすれば直感的に中長期を見通している現
実があるので、利用ニーズ・財政・人事等全
般にわたり文書化する努力をして参ります。

ｃ 中・長期計画を踏まえた事業計画の策定を期待
します。

上記計画を踏まえて年次計画として実行して
いくようにします

ｃ
各計画では部分的に職員参画のもとで策定され
ていますが、利用者の意見を聞いて反映しては
いません。今後の工夫を期待します。

苦情対応など、利用者の意向には迅速・適切に
対応していますが、事業計画策定段階で利用者
の意見を伺う機会を設けたいと思います。

項　　　　　目

②理念や基本方針が利用者等に周知されて
いる。

①中・長期計画が策定されている。

①理念が明文化されている。

②理念に基づく基本方針が明文化されてい
る。

①理念や基本方針が職員に周知されてい
る。

②中・長期計画を踏まえた事業計画が策定
されている。

①計画の策定が組織的に行われている。

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

　1　理念・基本方針

(1) 理念、基本方針が確立されている。

(2) 理念や基本方針が周知されている。

　2　計画の策定

(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

(2) 計画が適切に策定されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ｃ
事業計画は職員に配布されていますが、周知が
十分ではなく、特に保護者に対しては理解を促
す工夫が必要と思われます。。

「入園のしおり」をもって利用者には口頭説明をして
おりますが、毎月発行している｢ひよこ通信｣等を通じ
て周知の努力をして参ります。

ａ 職員会議、各部会やリーダー会において園長の
役割と責任が明確にされ話されています。

ａ 復命書から園長は法令や倫理を踏まえていて十
分に把握し、その取り組みを行っています。

ａ
園長は保育サービスの現状について職員からの
意見を取り入れ、組織としての取り組みに十分
な指導力を発揮しています。

ａ
園長は、経営や職員が働きやすい環境等、効率
化と改善に向けた取り組みに十分な指導力を発
揮しています。

ａ 社会福祉事業全体の動向を具体的に把握し、そ
の取り組みを行っています。

ａ
経営状況を分析し、費用管理として建築設備の
保守や改善、職員サービスの向上に取り組んで
います。

ｃ 外部監査は未実施のため、今後の検討を期待し
ます。

監事の一人には税理士がおり、経営分析等、専門的か
つ詳細な監査を実施していただいておりますので、実
質的な課題があるとは認識しておりません。

②計画が職員や利用者に周知されている。

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。

②遵守すべき法令等を正しく理解するため
の取り組みを行っている。

　3　管理者の責任とリーダーシップ

(1) 管理者の責任が明確にされている。

①質の向上に意欲を持ちその取り組みに指
導力を発揮している。

②経営や業務の効率化と改善に向けた取り
組みに指導力を発揮している。

(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

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

①事業経営をとりまく環境が的確に把握さ
れている。

②経営状況を分析して改善すべき課題を発
見する取り組みを行っている。

　1　経営状況の把握

(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

③外部監査が実施されている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ｂ
プランは確立されていますが、園の12時間開所
や休日保育、病後児保育に対応するための十分
な職員の確保が困難となっています。今後を期
待します。

保育士の需給バランスという課題があります
ので、保育士養成校への働きかけと計画的な
採用試験を実施したいと考えます。

ｃ 人事考課が妥当なのかどうか、園側の検討を期
待します。

自主的に個別目標を立てることを求め、それをもとに
して施設長が面接をし、振り返りをしています。モチ
ベーションを高める機能として位置付けております。

ａ
勤務表の作成に当たっては、職員の意向が反映
され、必要があれば改善される仕組みが出来て
います。

ａ 全職員が福利厚生センターへ加入となっていま
す。厚生事業に積極的に取り組んでいます。

ａ
職員は、研修など各部会に必ず所属する仕組み
が有り、定期的な活動をしております。基本姿
勢が明示されています。

ａ
全職員が外部・内部研修があり、計画に基づい
た研修計画があり、具体的な取り組みが行われ
ています。

ａ
研修の終了後に復命書を提出し、全職員で回覧
し、評価を通して、次の研修計画に反映されて
います。

第三者評価でのヒントから、更に自己課題整
理をして業務に反映させるシステムを取りま
した。

ａ
実習生受け入れのマニュアルが有り、会議等で
あらかじめ実習内容について話合いが行われ、
各クラス（年齢別）の実習担当者を決めて行わ
れています。

ａ
実習予定表を作成し、乳幼児保育の理解と特性
を実技を通して学ぶプログラムを行い、最終日
は反省会を設け次回に役立てるべく取り組んで
います。

①必要な人材に関する具体的なプランが確
立されている。

　2　人材の確保・養成

(1) 人事管理の体制が整備されている。

②人事考課が客観的な基準に基づいて行わ
れている。

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。

②福利厚生事業に積極的に取り組んでい
る。

(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。

①職員の教育・研修に関する基本姿勢が明
示されている。

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
な取り組みが行われている。

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。

(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

①実習生の受け入れに対する基本的な姿勢
を明確にし体制を整備している。

②実習生の育成について積極的な取り組み
を行っている。

(4) 実習生の受け入れが適切に行われている。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ
緊急発生対応マニュアルが整備され、各クラ
ス・調理室など子どもの安全確認のために組織
として体制が整備され機能しています。

ａ
子どもの園内での安全を脅かすリスク・全ての
事故を報告書に記録し、分析と対応策の検討を
行い実行しています。

不幸にして事故が生じた場合には、通院などの適時適
切な対応をするほか、保護者への誠意ある説明と対応
を心がけていることを継続して参ります。

ａ 地域住民が園の行事に参加しており、園長は
町内会に参加して連携を大切にしています。

ａ
育児講習会の開催、電話・ＦＡＸ・来園による
相談窓口の開設、ホームページも開設して積極
的に取り組んでいます。

ｃ
感染症対策など3才未満児の抵抗力の低下などの
ためにボランティア制限しなければならず、基
本姿勢として受け入れていないが、今後の工夫
された検討、受け入れ体制の明示を期待しま

抵抗力の弱い３歳未満児保育所であることを
認識しつつ、制約のあるボランティア受け入
れのマニュアルを明確にします。

ａ
福祉事務所、児童相談所など関係団体の機能や
連絡方法をリスト化し、職員会で情報が共有化
されています。

ａ 消防署など関係団体と定期的な連携をし、具体
的に課題など検討を行っています。

ａ
地域や大館市の次世代育成支援対策地域協議会
への参加などニーズ把握や提言など積極的に
行っています。

　3　安全管理

①緊急時（事故、感染症の発生時など）の
対応など利用者の安全確保のための体制が
整備されている。

②利用者の安全確保のためにリスクを把握
し対策を実行している。

(1) 利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。

　4　地域との交流と連携

①利用者と地域とのかかわりを大切にして
いる。

②事業所が有する機能を地域に還元してい
る。

③ボランティア受け入れに対する基本姿勢
を明確にし体制を確立している。

(1) 地域との関係が適切に確保されている。

①必要な社会資源を明確にしている。

②関係機関等との連携が適切に行われてい
る。

(2) 関係機関との連携が確保されている。

(3) 地域の福祉向上のための取り組みを行っている。

①地域の福祉ニーズを把握している。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ｂ
ニーズに基づいた事業・活動が行われています
が、休日保育などニーズに十分に応じ切れてお
りません。今後の検討課題として期待します。

a
平成23年度事業計画や保育課程に記載されている「保育理
念」「保育基本方針」「保育目標」で確認できました。  但
しﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに表記されている表現と異なる部分もあり、統一
又はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新が望まれます。

a
「個人情報保護に関する基本方針」がここで言う「マニュアル」とのことでありま
したが、「利用者の」と前書きをつけると「より」わかりやすいように思われま
す。またプライバシーの保護は、書類化された情報とは異なり、「日常生活におい
て他人に干渉を許さない」「私生活の自由に対する配慮」はどうかを確認するの
で、そのような視点で規程などの検討も望まれます。

b

b

a
利用者が相談や意見を述べやすいように玄関に掲示や意見BOXが置かれており環境
整備がされておりました。「保護者からの意見は他の保護者にｱﾝｹｰﾄをとる形で伝
えている」との事でありましたが「保護者からの意見を他の保護者に伝える事」と
「ｱﾝｹｰﾄをとる事」は手順として再度考えて見る必要があるように思われます。

「利用者の意向に沿って施設としての『枠』を外すか」の問
題ではなく、誠意をもって利用者の意向に沿いたいと念じて
行っているアンケート手法です。結果的にできる限り利用者
の選択権を保障すべく対応しております。

a
苦情解決の仕組みについては、｢入園のしおり」「施設生活での苦情、
不満を解決するために」「苦情解決委員会規程」で確認できました。
但し、「苦情受付書」の様式が苦情解決委員会規程に定めるものと異
なっているのでどちらかへの統一が望まれます。

a
利用者からの意見吸い上げの取り組みは、ひよこ通信4月号、11月号で確認でき、
苦情も意見として対応していると聞き取り致しました。しかし「本来の意見」に対
する対応手順は、苦情に対する手順とは異なる迅速な対応が必要となる場面もある
事からそのような視点での手順整備も望まれます

②地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が
行われている。

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

　1　利用者本位の福祉サービス

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り組みを行って
いる。

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。

(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

(2) 利用者満足の向上に努めている。

①利用者満足の向上を意図した仕組みを整
備している。

②利用者満足の向上に向けた取り組みを
行っている。

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。

自己評価では「C」となっておりましたが、実際に「ひよこ
通信」や「入園のしおり」から満足の向上を意図する取り組
みが確認できましたし、自己評価は少し厳しすぎるように思
われます。

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。

③利用者からの意見等に対して迅速に対応
している。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

a

a

a

a

a

a 個別の記録となっており、「発達状況」「保育の目標」「生
活状況」などは、「育ちの記録」などで確認できました。

b 文書の保存年限の関係から、規程を整備しま
す。

a

(1) 質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。

　2　サービスの質の確保

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。

②評価の結果に基づき組織として取り組む
べき課題を明確にしている。

③課題に対する改善策・改善計画を立て実
施している。

(2) 個々のサービスの標準的な実施方法が確立している。

今回の第三者評価受審以外に、園長先生を含む8名で構成さ
れる「リーダー会」で自己評価が行われておりました。自己
評価で見つかった課題は、職員会議で共有が図られ、改善に
向けた計画づくりに職員も参画しておりました。計画が実施
されているかについてもリーダー会で点検が行われておりま
した。取り組みについては、職員会議録で確認できました。

①個々の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。

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。

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。

(3) サービス実施の記録が適切に行われている。

個々のサービスの標準的実施方法についてはオムツ交換、手
洗い、日常の清掃、粉ミルクの調乳、水遊び、食物アレル
ギーの対応など標準的な保育サービスに必要とされる実施方
法が文書化されておりました。見直しは、毎月保護者の意見
を取り入れ行われ、個々の指導計画の中に活かされておりま
した。

②利用者に関する記録の管理体制が確立し
ている。

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。

適切に管理には、「記録の保護」「開示」「研修」が含まれ
ます。記録の保護については、鍵のかかるケースで保管され
ておりました。40年の歴史の中で保育に関わった記録は倉庫
を活用し保管されている点からも記録の保管、保存、そして
廃棄に関する規程の整備について検討する時期ではないかと
思われます。利用者の状況の共有は職員会議で行われてお
り、直近では、7月28日の会議録で確認できました。
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

a
利用を希望する皆さんへは、ホームページを介して生後2か
月からの入園ができる事をはじめ豊富な保育サービス、成長
に合わせた給食の提供、医療機関と連携した健康管理などを
さらに詳細に説明がされておりました。

b
個々の保育ｻｰﾋﾞｽの開始にあたり同意を得る事が求められておりますが、そうする
事により、逆に保護者からの誤解に繋がる場合も十分考えられます。画一的保育ｻｰ
ﾋﾞｽ以外にどうしても個別に特異と考えられるｻｰﾋﾞｽを提供しなくてはならない場合
などは、個別記録の中だけでも同意を得た事が分かる整備を検討してみてはいかが
でしょうか

b
保育サービスを提供している対象が「未満児」である事もあり、継続に関する資料
は「求め」に応じての対応が執られておりました。未満児であっても家族都合(転
勤など)も十分考えられる保護者の年齢でもあり、子どもに欠かすこのできない保
育内容の継続を詳細でなくとも簡略的にまとめ、同意のもと個別ファイルをコピー
し渡すなどご検討願いたい項目であります。

a

a

a

a

指導計画の「反省と評価」欄にサービス計画が実施されてか
らの様子がまとめられておりました。また、情緒の不安定な
子どもに対するサービス実施計画は、子どもの周囲の変化を
注意深く観察し、その変化に応じた見直しがされております
事を園長先生からお話しを頂きました。

(2) 利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

　3　サービスの開始・継続

(1) サービス提供の開始が適切に行われている。

②利用者の課題を個別のサービス場面ごと
に明示している。

(1) 利用者のアセスメントが行われている。

　4　サービス実施計画の策定

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。

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。

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。

(2) サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

手順を定めたｱｾｽﾒﾝﾄとは(1)利用前誰がどのような形で評価
したか(2)利用開始後どのような体制で子どもの状態を確認
したか…が求められております。(1)については、保護者に
よる「面接記録表」で確認できました。(2)については、
「児童票からの情報と配慮すべき事項」で確認できました。

①サービス実施計画を適切に策定してい
る。

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。

①定められた手順に従ってアセスメントを
行っている。
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【保育所版　評価結果表】

◆　細目の評価結果（内容評価34項目）

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見

ａ
保育所保育指針に沿って保育課程の計画が立てら
れています。保育課程の様式に保護者の意向欄が
あると良いと思います。

保護者のご要望を記載する欄を設けます。

ａ ５月の計画の中に４月の子どもの姿と評価欄があ
り、計画に生かされています。

ｂ
自己評価にあるようにディリープログラムに一部
盛り込まれていますが、健康に関することのみの
マニュアルを望みます。

策定しました。

ａ 文章にて確実に報告されております。

ａ 文章にて確実に報告されております。

ａ マニュアルが完備され、インフルエンザ流行の予
防などの対策がしっかり行われています。

ａ 食育計画に基づいて実施されています。

ａ 食育計画、給食会議で計画の検証がしっかり行わ
れております。

a
連絡帳を介して細かく食事状態を取り合ってお
り、又玄関に展示している「今日の献立」を見な
がら説明しています。保育参観・懇談会の場を利
用し、試食会を設けてもいいと思われます。

国の職員配置基準等からして、現状では「試食会」の
実施は困難な状況がありますので、展示食で理解を求
めておりますが前向きに模索して参ります。

⑤食事を楽しむことができる工夫をしてい
る。

⑥子どもの喫食状況を把握するなどして、
献立の作成・調理の工夫に活かしている。

②指導計画の評価を定期的に行い、その結
果に基づき、指導計画を見直している。

①登所時や保育中の子どもの健康管理は、
マニュアルなどがあり子ども一人ひとりの
健康状態に応じて実施している。

②健康診断の結果について、保護者や職員
に伝達し、それを保育に反映されている。

項　　　　　目

①保育計画が、保育の基本方針に基づき、
さらに地域の実態や保護者の意向等を考慮
して作成されている。

③歯科健診の結果について、保護者や職員
に伝達し、それを保育に反映されている。

④感染症発生時に対応できるマニュアルが
あり、発生状況を保護者、全職員に通知し
ている。

⑦子どもの食生活を充実させるために、家
庭と連携している。

　1　子どもの発達援助

(1)　発達援助の基本

(2)　健康管理・食事
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ 医師の指示書もあり、食育計画にものっていま
す。代替食も用意されています。

ａ 温度計、湿度計あり、寝具消毒乾燥実施、砂場消
毒、安全点検の実施があります。

ａ
午睡室の完備、園庭の芝生、各部屋・園内には季
節を感じる装飾など、生活の場にふさわしい環境
に取り組んでいます。

ａ
保育課程、指導計画に位置づけられているよう
に、子どもとのコミュニケーション、心の寄り添
い、心を受け止めるような接し方に努力していま
す。

ａ
日誌、連絡帳にて確認出来ます。特に連絡帳は細
かく丁寧に記載されており、状況に応じて対応し
ています。

ａ
コーナー遊び、発達段階に即した玩具・遊具が提
供されており、「遊びの研修」で関わり方の研修
を行っています。

ａ
電車でのミニ遠足の実施、散歩で草花を摘んだり
花の種を取ったり、園外の自然や社会を利用した
取り組みがなされています。

ａ
子どもの作品展示を保護者に通知したり、子ども
の興味関心に合わせて様々な楽器をならしたり、
歌ったり踊ったりと活動がなされており、計画に
しっかりと位置づけられています。

ａ
異年齢交流保育を取り入れ、実践されています。
又お当番活動も行われるように計画されていま
す。

ａ
保育課程保育方針に記載されており、それらを遵
守することにより人権に配慮した保育が行われて
おります。

②生活の場に相応しい環境とする取り組み
を行っている。

①子ども一人ひとりへの理解を深め、受容
しようと努めている。

②基本的な生活習慣や生理現象に関して
は、一人ひとりの子どもの状況に応じて対
応している。

⑧アレルギー疾患をもつ子どもに対し、専
門医からの指示を得て、適切な対応を行っ
ている。

①子どもが心地よく過ごすことのできる環
境を整備している。

③子どもが自発的に活動できる環境が整備
されている。

④身近な自然や社会と関われるような取り
組みがなされている。

⑤さまざまな表現活動が自由に体験できる
ように配慮されている。

⑥遊びや生活を通して人間関係が育つよう
配慮している。

⑦子どもの人権に十分配慮するとともに、
文化の違いを認め、互いに尊重する心を育
てるよう配慮している。

(3)　保育環境

(4)　保育内容
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ａ
性差による遊びの違いがまだ大きく現れず自由な遊び
を楽しませている、とのことですが、自己評価欄に
「性差への先入観をもって話しかけをするようなこと
はない」という記載があると良いとも思われます。

ａ
特定保育士との関わりが行われ、指導計画にも盛
り込まれています。手作り遊具玩具を多く取り入
れられ配慮されています。

ａ 簡単な軽食の用意など計画にあり、実施されてい
ます。

ｃ 障害児保育は行われていません。今後検討するこ
とを期待します。

ｂ
子どもの送迎の際保護者とのコミュニケーション
をとり、連絡帳でわかりやすく伝えていますが、
今後保護者との個別面談の機会を期待します。

実施に向けて個人面談の実施を計画しております。

ａ 児童票に細かく丁寧に記録されています。

ｂ
保育園での子どもの姿をビデオに撮り貸し出しそ
の感想など保育に役立てていますが、懇談会など
保護者の意見を聞きあう良い機会になりますので
今後を期待します。

a
毎月「気づきシート(虐待チェック)」を記録し、
子ども、親、連絡帳などから気づきを大切にし、
きめ細かに対応されて情報が園長に届くような体
制になっています。

ａ
マニュアルが完備され、気づきをしっかりととら
え、文章にして生かされています。対策がしっか
り行われています。

⑪障害児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。

①一人ひとりの保護者と日常的な情報交換
に加え、個別面談などを行っている。

⑧性差への先入観による固定的な観念や役
割分業意識を植え付けないよう配慮してい
る。

⑨乳児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。

⑩長時間にわたる保育のための環境が整備
され、保育の内容や方法に配慮がみられ
る。

②家庭の状況や保護者との情報交換の内容
が必要に応じて記録されている。

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

④虐待を受けていると疑われる子どもの早
期発見に努め、得られた情報を速やかに所
長までに届く体制になっている。

⑤虐待を受けていると疑われる子どもの保
護者への対応について、児童相談所などの
関係機関に照会、通告を行う体制が整って
いる。

　2　子育て支援

(1)　入所児童の保護者の育児支援
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【保育所版　評価結果表】

評価結果 優れている点・改善を求められる点 評価結果に対する事業者からの意見項　　　　　目

ｃ 実施されていません。今後地域のニーズを探り、
必要に応じた体制を検討するように期待します。

一時保育は同法人の白百合ホームで実施しているので
市民ニーズへの対応はできております。また、１２時
間開所・休日保育・病後児保育を実施している関係か
ら、現在の職員配置では実施困難な状況にあります。

ａ 給食日常点検表で毎日チェックされ園長に提出さ
れています。マニュアルは完備されています。

ａ マニュアルが完備され、その対応方法も全職員に
周知されています。

ａ
安全点検簿で確認しています。事故分析を行い改
善に役立てています。低年齢児なので特に事故防
止には丁寧に取り組んでいるように思われます。

ａ
マニュアルが完備されています。「園児引き渡し
カード」も整備され、全職員に周知されていま
す。

ａ
他の法人施設と共同警報受信機を利用し、セコム
導入で万全を期しています。マニュアルは完備さ
れ、全職員に周知されています。

①一時保育は、一人ひとりの子どもの心身
の状態を考慮し、通常保育との関連を配慮
しながら行っている。

(1)　安全・事故防止

①調理場、水周りなどの衛生管理は、マ
ニュアルに基づいて適切に実施されてい
る。

②食中毒の発生時に対応できるマニュアル
があり、さらにその対応方法については、
全職員にも周知されている。

③事故防止のためのチェックリスト等があ
り、事故防止に向けた具体的な取り組みを
行っている。

④事故や災害の発生時に対応できるマニュ
アルがあり、全職員に周知されている。

⑤不審者の侵入時などに対応できるマニュ
アルがあり、全職員に周知されている。

(2)　一時保育

　3　安全・事故防止
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