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◆施設・事業所の理念・基本方針
理

念 児童福祉施設として、乳幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を増進します。

一つ、体験型保育を通し、生命ある食を大切にする心を育てます。
一つ、自然の中で体を思いきり動かし、健やかで柔軟な体を育てます。
基 本 方 針
一つ、意欲的な表現の中で、豊かな感性を育てます。
一つ、地域交流や保護者支援をとおし、一人ひとりを大事に育てます。
◆施設・事業所の特徴的な取組









自然に恵まれ天気の良い日には異年齢で散歩に出かける。
園庭の一角にある菜園活動に力を入れている。また月1回クッキグを楽しんでいる。
強い身体づくりを目標に日々マラソンを行い、年度終末にはマラソン大会を実施している。
柔軟な身体作りのためにリズム運動を取り入れている。運動会では年齢別のサーキットを実施し
ている。
地域に愛される保育園を目指し、地域との交流を大切に考え校区の夏祭りには手作りのお神
輿を担ぎ盆踊りを通して、親子ふれあいや地域交流を楽しみ過ごしている。また、高齢者の
方々とのふれあい会（ミニディ）に参加している。
縦割り保育を積極的に行う。
地域地消、地元食材を使った献立を取り入れている。

◆第三者評価の受審状況
契

約

日

評価実施期間 訪 問 調 査 日
評価結果確定日
受審回数（前回の受審時期）

平成２８年 ８月 ８日
平成２９年 １月２６・２７日
平成２９年 ３月３１日
今回の受審： １回目（前回

平成

年度）

【評価結果】
１

総

評

（１）特に評価の高い点
I.

自然が広がる環境の中で、一人ひとりの状態に応じた保育が実践されています。
園庭から広々とした畑が見渡せる自然豊かな環境の下、春には桜の名所を散歩するなど、
四季を通して自然に触れ合う戸外活動を多く取り入れながら、一人ひとりの状態に応じた保育
に努められています。日々の保育は、子どもの発達に合わせた支援を基本として、各年齢の特
性に応じた活動や遊びを計画して取り組まれています。
障がいのある子には、障がいの状態や発達過程の把握に努め、子ども同士の関わりに保育
士が仲立ちし、専門機関との連携の下で保育が提供されています。福祉用具が必要な子に
は、用途に合わせて複数準備され、研修で車いすの使い方や遊び・活動等の助言を受け、写
真や記録に残して保育に活用されるなど意欲がうかがえます。
延長保育においても、保護者を待つ子どもの気持ちに寄り添いながら、異年齢児との交流に
より遊びが広がるよう配慮されています。

II.

地域に愛される保育園を目指されています。
園の運動会や発表会に地域の方を招待したり、近隣の農家からジャガイモ収穫やコスモス見
学の誘いを受けたりされています。地区の高齢者の集まりにも参加し、ふれあい交流を行うなど
相互に良好な関係を築かれています。
校区の夏祭りには保護者・職員共に神輿担ぎで参加されています。町の文化発表会では子
どもたちが演技披露を行い、職員もお話し会や遊びの提供、試食会で活躍されるなど、地域に
愛され、地域の中で社会体験を積みながら育っていけるよう、地域との交流を広げられていま
す。

III.

経営環境の変化に対応するべく、取り組まれています。
大刀洗町の子ども課を交えた町の園長会で、移住・定住サポート事業等に関する情報交換
が行われ、保育需要増大の状況を把握されています。利用者の増加に伴う職員補充を社協
本部と共同で計画し、保育士や専任栄養士の雇用に努力されており、人材育成の観点も含
め、複数担任制にも取り組まれています。
また、新たな取り組みとして、法人内の２つの園で担当地域を分担して養成大学を訪問する
求人活動も行われています。同時に、実習生受入れも視野に入れ、訪問時には互いの園の資
料も持っていくなど、協力して進められています。

（２）改善を求められる点
I.

中･長期計画と単年度事業計画の充実が望まれます。
中・長期の事業計画として、職員の定着に向けた臨時職員から正職員への登用や、専任栄
養士の確保、気になる子どもへの支援などが挙げられていますが、具体的な計画書としては十
分とは言い難く、収支計画も含めた計画策定が望まれます。
単年度の事業計画は、発達支援等に関する研修受講や、保育の内容に関する項目で策定
されていますが、中・長期計画の反映という点では課題が残り、今後の見直しによる計画の充
実を期待します。

II.

保育の質の向上に向け、定期的なサービス内容の評価の実施を期待します。
保育の質の向上について職員会議等で検討し、改善に向け随時取り組まれており、研修も
積極的に受講されています。今回の第三者評価受審においても、自己評価に基づき課題を把
握して改善につなげられています。当該評価受審は今回が初めての取り組みですが、これを始
まりとして、定められた評価基準を用いた定期的な自己評価・第三者評価に取り組み、評価結
果に基づく継続的で計画的な改善活動につなげられることを期待します。

III.

標準的な実施方法の文書化について、見直しが求められます。
標準的な実施方法を文書化したマニュアル類の整備に取り組み、保育士マニュアルや保健

衛生・延長保育など多様な保育場面に対応する「大堰保育園マニュアル」が作成されていま
す。しかし、基本的な支援手順に関する記述に偏り、子どもへの配慮やプライバシー保護の姿
勢・園の環境に応じた対応については十分とは言い難い状況です。より質の高いサービスの提
供を目指すためにも、基本となるマニュアル類の見直しが求められます。

２

第三者評価の結果に対する事業者のコメント

（H29.3.31）
第三者評価を受け、これまでやってきたことを客観的に評価して頂き、園全体として改善が必要
なところやこれからもアピールしていくところが明確になりました。
サービスの質の向上にむけ、的確なご意見やアドバイスが受けられ具体的に取り組むことができ
ると感じました。
また、第三者評価を受けたことにより、利用者の方々は、事業所（保育園）に対して、より関心を
持って頂ける機会となり大変良かったと思いました。

３

共通評価基準及び個別評価基準の評価項目による第三者評価結果（別添）

【保育所・評価項目による評価結果】
Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ－１ 理念・基本方針
Ⅰ－１－（１）

理念、基本方針が確立・周知されている。
項

1

目

Ⅰ-1-(1)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

Ⅰ－２

評価

b

経営環境の変化等に適切に対応している。

2

Ⅰ-2-(1)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

a

3

Ⅰ-2-(1)-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。

a

社会福祉協議会や保育協会等から、社会福祉事業
全体の情報を得られています。町の子ども課から人
口増加に伴う保育需要についても、情報入手し、他
園と連携して待機児童削減に取り組まれています。
待機児童対策として将来の定員増に向けて検討さ
れており、人材育成も視野に入れた複数担任制も進
められています。また、職員体制の充実のため、保
育士の増員や栄養士の配置が行われています。

事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）

中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

4

Ⅰ-3-(1)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。

b

5

Ⅰ-3-(1)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい
る。

b

Ⅰ－３－（２）

職員の処遇改善や臨時職員の正規職員への登用促
進、気になる子への支援強化などについての中・長
期計画は持たれていますが、具体性のある計画とは
言えず、中・長期収支計画は策定されていません。
発達支援セミナー等の研修受講や保育内容・異世
代交流事業などの項目での単年度事業計画を策定さ
れていますが、計画書としての内容や中・長期計画
の反映は十分とは言い難い状況です。

事業計画が適切に策定されている。

6

Ⅰ-3-(2)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組
織的に行われ、職員が理解している。

b

7

Ⅰ-3-(2)-① 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい
る。

b

Ⅰ－４

理念や基本方針は明文化され、園内各所に掲示し
て職員に周知されています。保護者には、入園のし
おりに記載して説明されていますが、記載内容は十
分でなく、さらなる周知徹底が望まれます。

経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）

Ⅰ－３

コメント

事業計画策定においてクラスで集約された意見を
職員会議で検討されています。事業計画の実施状況
の評価や見直しに関しては、会議での検討時間が少
なく、十分とは言い難い状況です。
入園式後の保護者会や参観日などの機会に事業計
画の主な内容を説明されています。しかし、園の保
育行事の説明に傾注されているため、他の内容に関
する説明が増えることを期待します。

福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ－４－（１）

質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

8

Ⅰ-4-(1)-① 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能
している。

b

9

Ⅰ-4-(1)-② 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明
確にし、計画的な改善策を実施している。

b

子どもたちが園での生活を楽しむことができてい
るかについて、保育内容や保育士の関わりを会議等
で検討するなど、保育の質の向上に取り組まれてい
ますが、当該評価受審は今回が初めてです。
当該評価受審での自己評価実施後、各種マニュア
ルの整備等の課題を職員会議で検討し、改善を進め
られています。しかし、課題の文書化や改善計画の
策定には至っていない状況です。

Ⅱ 組織の運営管理
Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ
Ⅱ－１－（１）

管理者の責任が明確にされている。

10

Ⅱ-1-(1)-① 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。

a

11

Ⅱ-1-(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

Ⅱ－１－（２）

管理者のリーダーシップが発揮されている。

12

Ⅱ-1-(2)-① 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発
揮している。

b

13

Ⅱ-1-(2)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発
揮している。

b

Ⅱ-２

福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

14

Ⅱ-2-(1)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画
が確立し、取組が実施されている。

a

15

Ⅱ-2-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

b

Ⅱ－２－（２）

b

17

b

18

Ⅱ-2-(3)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

b

19

Ⅱ-2-(3)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。

b

職員の育成に向けて「期待する職員像」を示し、
一人ひとりの目標管理が行われています。年度初め
に目標を定め、自己評価と園長面談を実施されてい
ますが、進捗状況の確認に課題が残ります。
職員の経験や知識等を考慮して研修受講が進めら
れていますが、「研修での学びを、自園に活かす」
という方針の実現や、体系化された研修計画の整備
は十分とは言い難い状況です。
地域や保育協会等の様々な研修受講に配慮し、初
任者研修や個々に応じた研修を受講されています。
臨時職員にも研修受講の機会が設けられています
が、代替職員の研修受講や内部研修の充実は課題と
捉えます。

実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ-2-(4)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成
について体制を整備し、積極的な取組をしている。

Ⅱ-３

職員の就業状況を把握し、有給休暇取得推進や出
勤時間の意向の尊重などワークライフバランスへの
配慮は見られますが、余暇活動を支援する福利厚生
やストレスチェックへの対応など課題も見られま
す。

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 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

Ⅱ－２－（４）

保育士増員や当園専任の栄養士の配置など、具体
的な人員体制の計画に基づいた人材確保を実施され
ています。また、同法人内の２つの園で協力・調整
しつつ大学を訪問する求人活動には工夫がうかがえ
ます。
年度初めの個人目標設定と項目別の自己評価の実
施及び勤務結果についての自己評価を管理部門で評
価する人事制度が運用されていますが、育成指導･ス
キルアップ面の補完が望まれます。

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、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。

Ⅱ－２－（３）

20

園長は保育の質の向上に向け、職員の研修受講を
促進し、会議等で職員の意見を聴取して改善にもつ
なげられていますが、評価基準に沿った自己評価の
実施など体制づくりを期待します。
職員の希望を優先した勤務シフトや代替職員配置
による昼間の会議開催の実現など指導力を発揮され
ていますが、安全･保育･保健、栄養･調理･事務部門
等の役割分担と会議運営の活性化が望まれます。

福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）

16

就業規則の中に園長の役割と責任が文書化されて
おり、年度初めの職員会議等での表明により周知が
図られています。「自衛消防隊」の隊長としての役
割も明確に定められています。
遵守すべき法令等については市の研修や園長会等
に参加し、個人情報保護法や人権に関する法令等の
理解と職員への周知に努められています。更に、よ
り広範な関連法令の理解が求められます。

b

実習生受け入れを積極的に進めるべく、養成大学
等に園の資料を届ける活動が行われています。しか
し、受け入れの基本姿勢やマニュアル、プログラム
等の整備は十分とは言い難い状況です。

運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）

運営の透明性を確保するための取組が行われている。

21

Ⅱ-3-(1)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われてい
る。

b

22

Ⅱ-3-(1)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組
が行われている。

b

社会福祉協議会のホームページに財務状況や保育
内容などが公開されています。理念・基本方針は園
内各所に掲示されていますが、地域への発信により
園の役割を明確にすることも望まれます。
事務や経理に関する規程を定め、立替購入の禁止
など職員に周知徹底されています。法人の内部監査
や公認会計士による助言も受けられていますが、外
部監査の実施には至っていない状況です。

Ⅱ-４

地域との交流、地域貢献

Ⅱ－４－（１）

運地域との関係が適切に確保されている。

23

Ⅱ-4-(1)-① 子どもと地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

a

24

Ⅱ-4-(1)-② ボランティア等の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

Ⅱ－４－（２）

25

関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-4-(2)-① 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。

Ⅱ－４－（３）

園の基本方針に「地域との交流」を明示し、地区
の夏まつりや町の文化発表会などの地域行事への参
加や、運動会・発表会などの園行事への地域の人の
参加など、子どもと地域との関わりを深められてい
ます。
毎月１回の読み聞かせボランティアや、中学生の
体験学習などを受け入れられています。基本姿勢の
明文化やマニュアルは整備されたばかりであり、内
容の充実が待たれます。

a

地域の社会資源を載せた資料が事務室に置かれて
います。特別支援学校や子ども課等による巡回相
談、療育機関との連携、保幼小連絡協議会への参加
など、より良い保育に向けて取り組まれています。

地域の福祉向上のための取組を行っている。

26

Ⅱ-4-(3)-① 保育所が有する機能を地域に還元している。

b

27

Ⅱ-4-(3)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行
われている。

b

町の子育て支援センターに協力され、園庭開放や
保護者の相談への対応も行われています。更なる取
り組みとして、園の専門的な知識や技術を講習会開
催等により地域に還元されることが望まれます。
福祉ニーズの把握は、関係機関との連携や区長・
民生委員を通じて行われ、ニーズに基づき一時預か
り事業が実施されています。ニーズの把握の活性化
による公益的な事業展開についても期待します。

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
Ⅲ－１－（１）

利用者を尊重する姿勢が明示されている。

28

Ⅲ-1-(1)-① 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつため
の取組を行っている。

b

29

Ⅲ-1-(1)-② 子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した保
育が行われている。

b

Ⅲ－１－（２）

福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

30

Ⅲ-1-(2)-① 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的
に提供している。

a

31

Ⅲ-1-(2)-② 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説
明している。

a

32

Ⅲ-1-(2)-③ 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応
を行っている。

b

Ⅲ－１－（３）

33

ホームページやパンフレットを活用して、保育方
針や子どもの活動などを絵や写真でわかりやすく発
信し、適宜見直されています。見学者にはパンフ
レットを配布し、園長からの説明が行われていま
す。
保育の開始時には、文字や絵・色使いに工夫され
た入園のしおりや実物を用いて説明されています。
質問や不明点は、個別に尋ねてもらうように声をか
けるなど、わかりやすい説明を心掛けられていま
す。
保育所変更の際に転園先へ情報を提供した実績は
ありますが、引継ぎ文書の様式は整備されていませ
ん。保育終了後も相談に対応する旨を伝えられてい
ますが、説明文書の作成・配布が望まれます。

利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ-1-(3)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組
を行っている。

Ⅲ－１－（４）

子どもを尊重する姿勢を理念等に明示され、人権
研修等により職員への理解が促されています。発表
会で希望する役を演じることなどの配慮はうかがえ
ますが、互いを尊重する心を育む具体的な活動が望
まれます。
子どもの権利擁護に配慮した保育の実践に努め、
マニュアルも整備されています。しかし、プール時
に外部からの視線を遮る設備面の配慮や着替えの場
面などプライバシー保護の工夫は課題と言えます。

b

懇談会や行事後のアンケートによって子どもや保
護者満足度の把握に努め、感染症を知らせる内容の
見直しなど改善が行われています。今後は、保育全
般への定期的な満足調査の実施も期待します。

利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

34

Ⅲ-1-(4)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

b

35

Ⅲ-1-(4)-② 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護
者等に周知している。

b

36

Ⅲ-1-(4)-③ 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に
対応している。

a

苦情解決体制が整備されており、苦情対応記録も
保管されています。仕組みを説明した文書の配布と
掲示も行われていますが、保護者への周知に課題が
残り、改善が求められます。
保護者が相談や意見を述べやすいように職員から
の声かけを心がけ、会議室で対応するなど配慮もう
かがえますが、複数の相談方法や相手を選べること
を保護者に知らせる工夫が望まれます。
「意見・要望・苦情への対応」マニュアルを整備
し、保護者からの相談・意見にはその日の対応を心
がけられています。対応に時間を要する場合は日時
を定めて対応するよう努められています。

Ⅲ－１－（５）

安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

37

Ⅲ-1-(5)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク
マネジメント体制が構築されている。

b

38

Ⅲ-1-(5)-② 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のた
めの体制を整備し、取組を行っている。

b

39

Ⅲ-1-(5)-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織
的に行っている。

a

Ⅲ-２

危機管理・事故対応マニュアルを整備し、ヒヤ
リ・ハット事例等の検討や園内外の定期的な安全点
検が行われていますが、園庭などの日常的な点検内
容や方法についての見直しが求められます。
手洗いや消毒の励行、空気清浄機設置など感染症
予防に努め、発生時は玄関のボードで情報を提供さ
れています。マニュアルも整備されていますが、予
防や適切な対応等の研修の充実も望まれます。
火災・地震・水害等に関するマニュアル整備と各
災害を想定した避難訓練の実施など安全確保に取り
組まれています。おむつや食糧を備蓄され、防災の
日に備蓄食を皆で食べるなどの工夫も見られます。

福祉サービスの質の確保

Ⅲ－２－（１）

提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

40

Ⅲ-2-(1)-① 保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提
供されている。

b

41

Ⅲ-2-(1)-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。

c

Ⅲ－２－（２）

保育の標準的な実施方法を「大堰保育園マニュア
ル」としてまとめられています。保育場面ごとに文
書化されていますが、プライバシー保護に関する内
容を充実させることが課題です。
職員会議や保育の実践の中で標準的な実施方法に
基づく保育となっているかの確認はされています
が、文書化から間もない状況であり、見直し時期・
方法の設定と見直しの実施には至っていません。

適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

42

Ⅲ-2-(2)-① アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定してい
る。

a

入園前面談や保育台帳・生活アンケート等で子ど
もと保護者の身体状況や生活状況を把握されていま
す。ニーズを考慮し指導計画策定につなげ、３歳未
満児の個別指導計画も策定されています。

43

Ⅲ-2-(2)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

a

指導計画の評価・見直しは、年間・月間・週の各
計画の期末に実施されており、評価の結果は次期計
画策定に反映されています。

Ⅲ－２－（３）

福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

44

Ⅲ-2-(3)-① 子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化さている。

a

45

Ⅲ-2-(3)-② 子どもに関する記録の管理体制が確立している。

a

Ａ－１

子どもの状況や健康関連・保育の実施状況など統
一様式に記録され、園長・主任による助言も行われ
ています。会議の記録係は職員が交替で行い、書き
方などについて互いに学べるよう配慮されていま
す。
個人情報保護方針や取り扱いの規程を定め、記録
類は事務室等で厳重に保管されています。書類の持
ち出し禁止や保存年限・廃棄方法等も規程があり、
職員の理解と規程遵守を促されています。

保育内容

Ａ－１－（１） 保育課程の編成
項

46

目

保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの
A-1-(1)-① 心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて保育課程を
編成している。

評価

b

コメント
保育指針や園の理念・保育方針等に基づき保育課
程を編成されています。発達過程に応じた養護と教
育、家庭や地域との連携などについて考慮された計
画となっていますが、職員参画での編成が望まれま
す。

Ａ－１－（２） 環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

47

A-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
ことのできる環境を整備している。

b

48

A-1-(2)-② 一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた
保育を行っている。

a

49

A-1-(2)-③ 子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる
環境の整備、援助を行っている。

a

50

A-1-(2)-④ 子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの
生活と遊びを豊かにする保育を展開している。

a

保育室は快適な状態に保たれ、食事や睡眠・ゆっ
たり過ごせる空間づくりに配慮されています。園内
外の清掃に努められていますが、玩具や寝具の衛生
管理の方法については見直しが望まれます。
一人ひとりの子どもの発達過程や生活リズム等を
十分に把握し、その時々の子どもの気持ちをくみと
りながら、状況に合わせた関わり方で保育するよう
努められています。
個々の子どもの発達に応じて強制することなく、
基本的生活習慣の確立に取り組まれています。衣服
着脱時の適時の声かけや援助、保護者への助言など
自分でやろうとする気持ちを育まれています。
年齢に応じた玩具や絵本が用意され、広い園庭で
の遊びや公園への散歩を通して様々な活動ができる
よう配慮されています。神輿の協同製作や、表現活
動としてのマリンバ演奏にも取り組まれています。

51

乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に
A-1-(2)-⑤ 展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方
法に配慮している。

a

52

３歳未満児（1･2歳児）の保育において、養護と教育
A-1-(2)-⑥ が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育
の内容や方法に配慮している。

a

53

３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展
A-1-(2)-⑦ 開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法
に配慮している。

a

54

A-1-(2)-⑧ 障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備
し、保育の内容や方法に配慮している。

a

55

A-1-(2)-⑨ 長時間にわたる保育のための環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。

a

56

A-1-(2)-⑩ 小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育
の内容や方法、保護者との関わりに配慮している。

a

Ａ－１－（３）

健康管理

57

A-1-(3)-① 子どもの健康管理を適切に行っている。

a

58

A-1-(3)-② 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

a

59

A-1-(3)-③ アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、
医師からの指示を受け適切な対応を行っている。

a

Ａ－１－（４）

A-1-(3)-① 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

a

61

A-1-(3)-② 子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を
提供している。

a

発達に合った調理方法や食事援助を行い、個々に
応じた量の加減により食べる意欲を育まれていま
す。また、野菜栽培からクッキングにつなげる食育
活動により、作って食べる楽しみと関心が促されて
います。
地元産の食材や発酵食品である味噌を多用し、手
作りの安全でおいしい食事が提供されています。見
た目も華やかな行事食や郷土食の日も設定され、
様々な食文化に触れる機会となっています。

子育て支援

Ａ－２－（１）

62

連絡帳や登園時の聴き取りで、日々の健康状態を
把握し、既往症等の情報も記録されています。保健
衛生マニュアルも整備され、体調悪化や怪我への対
応・SIDS対策など、丁寧に実施されています。
健康診断と歯科健診は年に２回ずつ実施され、結
果は口頭や結果表を配布して保護者に伝えられてい
ます。保健だよりでの治療の呼びかけや虫歯の予防
と歯磨きの指導なども行われています。
アレルギー対応マニュアルを整備し、「配膳の手
順」等が各室に掲示されています。医師の指示で除
去食を提供し、間違い防止策として専用トレイの使
用や複数回の声出し確認が行われています。

食事

60

Ａ－２

０歳と１歳は合同保育が行われており、職員増員
や看護師の配置により乳児の健康と安全に留意され
ています。応答的な関わりを大切にして保護者との
連携をとりながら、個々の発達に沿った保育を実施
されています。
３歳未満児には、安全に設えた環境整備の下、保
健的対応や基本的生活習慣が身に付くよう援助され
ています。遊びを工夫し、友だちや異年齢児との関
わりにも配慮して保育に取り組まれています。
３歳以上児の発達の特徴を踏まえ、一人遊びから
友だちと協力して遊びを広げ、年長になると役割を
受け持つなど段階的に活動を展開されています。異
年齢での散歩や菜園活動にも取り組まれています。
障がいに応じた環境整備や個別指導計画の策定な
ど、安心して生活できるよう配慮されています。専
門機関からの助言と、研修で得られた知識や技術を
活用し、町とも連携して保育が行われています。
延長保育には、子どもの人数確認や引き継ぎ事項
の伝達を徹底されています。専用玩具もあります
が、通常の玩具も人気があり、各々がゆったり過ご
せる環境と保育士の関わりに配慮されています。
小学校との連携について保育課程等に記載され、
体験入学や一年生と一緒に遊ぶ交流の機会も持たれ
ています。児童要録を作成され、巡回相談による専
門機関や小学校との情報共有も行われています。

家庭との緊密な連携

A-2-(1)-① 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を
行っている。

Ａ－２－（２）

a

日常の情報交換は連絡帳や送迎時の対話で行い、
懇談会等で保育の意図などを話されています。保護
者と共に活動する保育参加や誕生会を設けて子ども
の成長を共有できるよう努められています。

保護者等の支援

63

A-2-(2)-① 保護者が安心して子育てができるよう支援を行ってい
る。

b

64

A-2-(2)-② 家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発
見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

a

保護者への声かけを心がけ、子育て相談等に随時
対応されています。相談内容等によっては、園長等
による助言が行われています。相談内容は記録され
ていますが、個別面談の体制整備も望まれます。
虐待等には対応マニュアルが整備され、心身の状
態や衣服などに常に注意を払って早期発見に努めら
れています。疑われる場合には、記録と写真に残し
て、関係機関との連携により対応されています。

Ａ－３ 保育の質の向上
Ａ－３－（１）

65

保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）
A-3-(1)-① を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めてい
る。

b

指導計画の評価や記録の中で保育士自らの振り返
りが行われており、人事考課でも自己評価に取り組
まれていますが、保育内容の改善や保育所全体の自
己評価への反映には課題が残ります。

