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数 常勤職員：

２８名

非常勤職員：

２０名

保育士 ３７名

幼稚園教諭二種 ３３名

小学校教諭一種 １名

栄養士 ５名
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医務室・事務室 １
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施 設 ・ 設 備
の
概
要

◆施設・事業所の理念・基本方針
１．戸外あそびを通して健全な体づくりを進めます
１．グループあそびによる集団生活のルール理解を深めます
１．地域に根ざした事業を展開していきます
理
念
１．小学校との連携をはかります
子ども一人ひとりを大切にし、健全な心と体づくりを進めると共に地域に根ざし
た子育て支援を展開します
本郷保育園は、地域と共に、心と体を育む保育園、そして子育て支援の輪を拡
げていく保育園を目指します
基 本 方 針 １．散歩や造形活動を通し、豊かな感性と思いやる心を育てます
１．リズム運動や戸外活動を通し、しなやかで強い体と心を作ります
１．よりよい子育てサポートとしての保育園をめざしていきます
◆施設・事業所の特徴的な取組
保育内容の特徴
食育・・・畑体験やクッキング、かるた、紙芝居等の遊びを通し食の大切さを心得、命を大事にす
る心を育てます
知育・・・造形教室、英語教室、マーチング鼓隊を通して、さまざまな事を体験し成長を援助しま
す
徳育・・・地域への行事の参加や高齢者とのふれあい等を通し思いやる心を作ります
◆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１８・１９日
平成２９年 ３月２２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.

定員増による保育環境への配慮と、人材確保に努められています。
平成 21 年に民営化された当園では、町の待機児童解消の方針を受け、遊戯室の活用など
の工夫を重ねながら利用児童の急激な増加への対応が図られています。町委託事業の病後
児保育の利用が無い日は部屋を使用できるよう尽力もされており、可能な限り、子どもが心地よ
く過ごせる環境作りに配慮されていることがうかがえます。
人員配置についても、定員増への対応と気になる子への保育士の配置を考慮されており、
採用活動に意欲的に取り組まれています。法人本部と共同で「処遇改善プロジェクト」を立ち上
げ、不足要員数の抽出や処遇体系の見直しなどにも取り組まれ、人材募集を進められていま
す。法改正により登園と降園時間帯にのみ無資格職員の配置が可能となったことを受け、臨時
職員の雇用も来年度実現される予定です。
また、主任・事務員等が大学数校を訪問しての採用活動にも取り組まれています。今期の採
用実績には繋がりませんでしたが、その大学の学生がボランティアとして来園されており、継続
的な取り組みに意欲を持たれています。

II.

関係機関との連携が図られています。
障がいのある子や気になる子については町の巡回相談が行われており、特別支援教育担当
者会議への参加やこども課との連携により保育が実施されています。療育の専門機関との連携
にも力を注がれ、セミナーでの学びや助言を保育に活かされています。
気になる子が増えている現状では専門機関を受診するまでに時間を要すため、県外の機関
に診断要請をされることもあります。虐待が疑われる子は、児童相談所や子ども課とのケース
会議など、関係機関との連携により真摯に取り組まれていることが記録から読み取れます。

III.

食育に取り組まれ、食事を楽しむ工夫が凝らされています。
食の大切さを子どもや保護者に伝える取り組みとして、給食材料の実物展示や菜園で育て
て収穫する活動などが行われています。親子クッキングではパン作りなどが行われ、防災の日
には備蓄食料を実際に食べるなど貴重な体験が得られる活動にも取り組まれています。献立
は法人内２園で統一されており、麦ご飯や季節の食材等を使い、おいしくて健康で安全な食事
の提供を心がけられています。誕生会では３歳以上児にも炊き込みご飯が提供されており、節
分の行事では鬼の形のハンバーグなど、見た目にも楽しい盛り付けが行われています。また、全
国の郷土食に親しむ機会として、毎月各県の代表的な郷土食が提供されるなど、食事を楽し
むための様々な工夫が凝らされています。

（２）改善を求められる点
I.

理念や基本方針が保護者等に浸透していくことを期待します。
民営化された年に、新たな理念や基本方針が作成されています。「地域に根ざした事業展
開」や「健全な体づくり」などを掲げ、職員への周知にも努められています。しかし、保護者等へ
の周知状況については、十分でないことが保護者アンケートの結果から読み取れます。保護者
への周知に向けた更なる取り組みを期待します。

II.

保育園が有する専門性を、地域に提供されることが望まれます。
毎月１回、子育て支援センター「ちゃお」に協力され園庭を開放されています。園児も一緒に
遊ぶ機会がありますが、園の保育士等が対応されているのではなく、園庭を提供されているに
留まっています。
地域との関わりを更に深めるためにも、園の保育士や看護師・栄養士等が、専門的な技術や
知識を地域の人々に還元する取り組みを進められることも大切です。公民館等での未就園児
対象の遊びの支援や、離乳食の講習会、子育て相談など積極的な活動が望まれます。

III.

標準的な実施方法の内容が、より充実することを期待します。
今回の当該第三者評価受審に向けて、「保育マニュアル」等が標準的な実施方法として作
成されています。年齢別に、登園から降園までの一連的な対応手順を文書化されており、子ど
もへの言葉かけやプライバシーに配慮することなどの記載も見られますが、保育場面ごとの手
順や具体的な配慮に関しては、十分な内容とは言い難い状況が見受けられます。今後の見直
しで内容の充実に取り組まれ、実際の保育実践で活用されることを期待します。

２

第三者評価の結果に対する事業者のコメント

（H29.3.22）
平成２１年度から社会福祉協議会の保育園として運営して参りました。
今年、第三者評価を受審することになり、不安な気持ちでしたが、改めて保育全般を見直
す良い機会となり、様々な分野に対しての気づきにも繋がりました。
「評価項目」は細かく具体的で職員一人一人が保育の振り返りを行い、足りない点、改善
すべきところが明らかになりました。自己評価をする上でもこれからも活用したいと思いま
す。
「訪問調査」では、多数の助言や丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
今後は、改善を求められていることを中心に取り組んでいき、土台である理念、基本方針
の周知及び工夫や保育園が有する専門性をどのように地域に 貢献していくのかを具体的に
助言していただいた点、さらにはマニュアル等の整備をし、標準的な保育の実施を行ってい
く為に職員間でさらに話し合いの場をもち、みんなで意見を出し合って互いに共通理解を図
り、計画的な園内研修や自己啓発に努め、「地域に愛される保育園」として保護者や地域の
方に安心できる場となるように全職員で保育の質の向上に取り組んでまいりたいと思いま
す。

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

コメント

b

民営化を機に掲げられた理念・基本方針は、保育
課程や入園案内に記載されています。職員に対して
は配布と終礼時の唱和で周知がなされています。保
護者には入園式で説明されていますが、周知に向け
た更なる工夫は課題と捉えます。

経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）

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

Ⅰ－３

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）

園内研修や保育内容・設備の整備などに関する
中・長期計画は確認できましたが、具体的な内容と
は言い難く、財務面での裏付けとなる中・長期収支
計画は策定されていません。
単年度の事業計画は、異世代交流事業や食育・保
育内容等の項目で策定されています。一定の具体性
も見てとれますが、中・長期計画の反映という面で
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

社会福祉協議会理事会や全国保育ニュース等で、
社会福祉事業全体の動向を把握され、町の子ども課
や園長会議で待機児童など地域の情報を得られてい
ます。また、保育のコストや利用者推移の分析も行
われています。
職員体制や設備の整備などの課題を把握され、改
善に向けた採用活動等が行われています。また、急
激な園児増加による保育室不足の解決のため、町役
場と交渉して改善に繋げられています。

事業計画の策定において、クラス単位の意見を職
員会議で集約され、それを踏まえて主任等が策定さ
れています。各クラスに設置して説明もされていま
すが、職員の理解をより深める取り組みが望まれま
す。
入園式後の保護者会で事業計画を配布され、主な
内容の説明が行われています。行事等は、事前のお
便りで説明と参加を促されていますが、他の内容の
周知にも力を注がれることが課題と言えます。

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

園内研修で、子どもが「集中して話を聞く」こと
に取り組まれています。クラス毎の状況や問題点の
検討など、質の向上に向けて活動されていますが、
評価基準に基づく自己評価は今回が初めてです。
今回の当該第三者評価受審での自己評価でマニュ
アルの整備や行事の見直し・職員会議の回数など課
題を把握し、改善に取り組まれています。更に改善
実施計画を立てて取り組まれることを期待します。

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

「期待する職員像」を明確に示され、年度初めの
目標設定から進捗状況の確認と見直しなど目標管理
を行われていますが、職員育成の観点からは、計画
性やモチベーション向上の面で努力が望まれます。
職員の育成・研修に関する「育成計画」を策定さ
れ、各種研修を受講されています。今後は受身的な
研修受講に留まらず、保育の質の向上に寄与する職
員を育成する計画と積極性が求められます。
職員一人ひとりが研修等に参加され、研修後はレ
ポートを提出されています。今後の取り組みとし
て、個別の職員の職務や知識等に応じた研修やOJT
の実施を期待します。

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

勤怠管理は適切で有給休暇取得促進や育児休業実
績もあります。予防接種補助や法人内に相談体制整
備中など心身の健康への配慮は伺えますが、福利厚
生やストレスチェック対応は遅れが見られます。

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）

保育士や送迎時の補助員、プロ意識を持つ人な
ど、必要な人材や人員体制の計画に基づいた人材確
保が行われています。養成校に出向いて担当者と面
談するなど、積極的に採用活動を行われています。
「勤務成績評定書」で能力等の項目を5段階で自
己評価したうえで、園長評価や面談による人事考課
が行われています。ただし、制度導入から間もない
ため、更なる充実が待たれます。

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、保育に関わる課題への取り組みや、積極
的な外部研修派遣、会議で担当制導入の提案を採用
するなど質の向上に向けて指導力を発揮されていま
すが、全職員研修受講の実現も望まれます。
感染症対策のため全保育室への空気清浄機設置や
送迎対応のパート職員の増員、パソコンの導入な
ど、業務の実行性を高めるよう取り組まれています
が、ネットワーク化への取り組みは課題と捉えま
す。

福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）

16

園長の役割と責任について「職務分掌」に明記さ
れ、年度初めの職員会議で職員に表明・周知を図ら
れています。また、有事における役割と責任につい
ては、「災害時の役割」で明確にされています。
行政研修や園長会等で人権や労務・虐待防止など
遵守すべき法令等を学ばれ、職員にも理解を促され
ています。人権関係の法令理解が主と見られ、環境
への配慮を含む幅広い法令の理解に向けた取り組み
も必要と言えます。

b

実習生等の育成に関する基本姿勢をマニュアルに
明示し、オリエンテーションなどの体制は整備され
ていますが、実習カリキュラムや指導書など実効性
を高めるプログラムの策定が課題です。

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

財務状況や保育内容について、社会福祉協議会の
ホームページや社協だよりで公開されています。理
念・基本方針の掲載と苦情・相談の対応結果等の公
開、保護者への周知には課題が残り、見直しが求め
られます。
経理規程により、入札方式等の公平性は保たれて
いますが、制度が職員に浸透しておらず、改善が望
まれます。定期的な内部監査や、公認会計士による
助言を受ける機会などはあります。

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）

「地域に根ざした子育て支援」を理念に謳い、地
域の高齢者施設訪問や神社の夏祭りへの参加、農家
の方から芋ほりや落花生収穫の誘いを受けるなど、
地域との交流を深める活動を展開されています。
ボランティア等の受入れに関する基本姿勢やマ
ニュアルを整備され、学生ボランティアと中学生の
職場体験を受け入れられていますが、基本姿勢等に
関する職員の理解は十分とは言えない状況です。

a

園に必要な社会資源一覧を事務室に掲示し、明確
にされています。要保護児童対策協議会に参画さ
れ、子ども課とのケース会議開催や地域の専門機関
との連携など意欲的に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

子育て支援センターへの協力として園庭開放を行
い、また町委託事業である病後児保育に看護師と保
育士を派遣されていますが、保育園の専門性を活か
した活動としては十分とは言い難い状況です。
関係機関との連携や民生委員・区長との交流の中
で福祉ニーズの把握に努められ、一時預かり事業な
ど行われているものの、より広範な活動には消極的
な面がうかがえ、地域社会活性化への寄与が望まれ
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

パンフレット・ホームページ等で保育方針や保育
内容について、写真や図・絵を使用した情報を提供
されており、随時更新も行われています。見学希望
者等へパンフレットを配布、説明もされています。
保育の開始に際し、「入園のしおり」に沿って保
護者会等で説明されています。持物などは実物を提
示され、配慮が必要な方には、くり返しの説明や写
真の使用など理解しやすくする工夫がうかがえま
す。
転園時には児童要録を作成し、保護者の同意のも
とで転園先に提出されるなど保育の継続性に配慮さ
れていますが、今後は転園後の相談方法や担当者を
記載した文書の作成と配布・説明も必要と言えま
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）

「子ども一人ひとりを大切にする」ことを理念に
謳い、基本的人権等への配慮に関する研修等で学ば
れています。更に職員の共通理解を深めるための具
体的な取り組みに期待します。
保育マニュアルの中で子どものプライバシー保護
への配慮についての記載は見られますが、職員の十
分な理解には至っていない状況です。着替え等の保
育場面への反映や設備等への工夫が求められます。

b

保育における子どもの満足や運動会など行事後の
アンケート、懇談会の場で保護者満足の把握に努め
られています。結果に基づき改善に繋げられていま
すが、定期的な満足調査の実施を期待します。

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

苦情解決の体制が整備され、仕組みを説明した文
書の掲示や受付から解決までの記録とフィードバッ
クも行われています。しかし、保護者への周知が十
分でなく、説明の工夫が課題と言えます。
保護者からの相談等には、担任や主任・園長が対
応し、話しやすいスペース確保に配慮が見られます
が、相談相手や方法を選べることを説明した文書の
作成と周知を図ることが求められます。
意見に関する対応マニュアルに記録や対応方法な
ど定め、相談・意見の傾聴に努められています。寄
せられた意見等にはその都度、丁寧に説明を行うな
ど迅速な対応を心掛けられています。

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。

a

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。

a

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

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）

42

a

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

Ⅲ－２－（３）

保育マニュアルの整備など、標準的な実施方法を
文書化されています。実施手順と留意点・プライバ
シー保護等は含まれていますが、保育場面ごとに、
より具体的な記述で作成されることを期待します。
標準的な実施方法に沿った保育に努められていま
すが、文書化の初期段階であるため、見直しの仕組
みはできていない状況です。今後は仕組みを整備さ
れ、定期的な見直しの実施が課題と言えます。

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。

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。

入園前後の面談や保育台帳・生活アンケート、要
望等で子どもと保護者の心身の状況や家庭環境など
を把握され、各クラスの指導計画と3歳未満児の
ニーズを示した個別指導計画を策定されています。
年間・月間・週案といった各指導計画は、それぞ
れ年度末・月末等に評価・見直しを行われていま
す。保護者の意向にも配慮され、評価の結果は次回
の指導計画策定に反映されています。

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

危機管理・事故対応マニュアルが整備され、事故
等の事例を収集して原因と改善策の検討を職員参画
で行われています。園庭の遊具や室内設備の定期的
な点検実施など、安全確保に努められています。
感染症には、マニュアル整備や手洗いの徹底、空
気清浄機設置など予防策を講じられています。発生
時の嘔吐への対応方法も職員に周知され、保護者へ
の情報提供は玄関に掲示して行われています。
災害時の自衛消防隊を設置され、各自役割を持た
れています。各種災害を想定したマニュアルや避難
訓練の実施、防災リュック、食料・紙おむつ等の備
蓄など、子どもの安全確保に取り組まれています。

健康状態や生活状況、発達過程など子どもに関す
る記録は統一様式に記載され、園長・主任が確認の
上、内容や表現について指導を行われています。ま
た情報共有を目的としてケース会議等を開催されて
います。
個人情報保護規程や保護方針を整備され、保存年
限や廃棄方法も定めて適切な記録の保管を行われて
います。保護方針を掲示され、研修等で職員の理解
を深め、保護者会での説明も行われています。

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

コメント

b

保育課程は、保育指針や園の理念・目標に基づ
き、子どもの発達に応じた保育内容や家庭・地域と
の関わりも考慮された全体的な計画として編成され
ていますが、職員の参画状況に課題が残ります。

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。

a

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

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

室内の温度や採光に配慮され、食事・睡眠の空間
とくつろげるコーナー作り、室内外の清掃と遊具・
設備等の衛生・安全点検に努めるなど、子どもに
とって心地よい環境となるよう整備されています。
様々な家庭環境から、それぞれの思いで登園して
くる子どもたちの気持ちを受け止め、発達過程の相
違に配慮して保育を行われていることが、指導計画
や日々の記録、園長や職員の言葉からもうかがえま
す。
基本的な生活習慣の確立には、一人ひとりの発達
状況に応じて言葉かけや援助を行われています。自
分でできたという達成感を大切に衣服着脱など視覚
的にも分かるよう、写真や絵で示されています。
子どもが自発的に遊べる玩具や遊具を設置され、
戸外遊びや散歩は自然との触れ合いや社会的ルール
の習得に繋がっています。年長児の新幹線乗車や空
港見学の機会は、貴重な社会体験となっています。
乳児への保健的な対応を重視して看護師を配置さ
れています。担当制もとられ、応答的な関わりで愛
着関係を育みながら、離乳食等で保護者との連携の
下、発達過程に沿った保育を行われています。

52

３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教
A-1-(2)-⑥ 育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

部屋の雰囲気や発達に合った椅子・食器等に配慮
され、個々に応じた量の調節など楽しい食事となる
よう努められています。食育計画を策定され、野菜
栽培や調理体験など食への関心も育まれています。
季節の食材を使用して安全でおいしい食事を提供
され、行事に因んだ可愛い盛付や、全国郷土食巡り
など子どもが喜ぶ工夫も見られます。調理に関する
衛生管理は適切に実施されています。

子育て支援

Ａ－２－（１）

62

健康管理マニュアルを整備し、既往症等健康に関
する情報は記録されています。体調悪化や怪我には
状態に応じた連絡体制と細やかな対応に努められ、
SIDS対策には睡眠チェックを行われています。
健康診断と歯科健診共に年2回実施し、記録して
職員に共有されています。保護者に結果を文書等で
通知して必要に応じた連携を図られたり、看護師に
よる歯磨き指導など保育に反映されています。
アレルギー疾患等にはマニュアルを整備し、保護
者との連携や医師の指示の下に対応されています。
除去食の提供に際して、配膳手順等の掲示やトレイ
の工夫、声出し確認の徹底を行われています。

食事

60

Ａ－２

3歳未満児は基本的生活習慣の確立に配慮され、
廃材利用の玩具で身体能力を促進する遊びや、言葉
のやりとりを楽しむなど遊びと生活の中で、友だち
との関わり方も会得できるよう努められています。
3歳以上児は基本的生活習慣の定着を図り、戸外
活動を多く取り入れ、友だちとの共同制作や異年齢
活動で役割を持つこと、豊かな感性を培う経験など
五領域の内容に応じた保育を実践されています。
障がいのある子には個別指導計画を策定し、保護
者との連携の下、子ども同士の関わりに配慮して保
育を実践されています。町の巡回相談や専門機関か
らの助言を受けられ、記録にも残されています。
延長保育マニュアルを作成され、子どもが穏やか
に過ごせるよう環境整備や専用の玩具も準備するな
ど、配慮がうかがえます。保育士間の引継ぎを確実
にするため、早出居残りノートを活用されていま
す。
指導計画等に小学校との連携について記載があ
り、体験入学や運動会に参加して旗とり・遊戯の披
露など行われています。保小連携協議会参加や児童
要録の作成など就学に向けて取り組まれています。

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

送迎時の対話や連絡帳の活用で日々の情報交換に
努められています。クラス懇談会や親子クッキン
グ・保育参加の機会を捉え、保育の意図など理解を
促し、子どもの成長を共有する場とされています。

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
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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

保護者からの子育てに関する相談等には随時対応
されており、相談を受けた保育士への園長・主任等
の助言も行われています。保護者支援の更なる充実
に向け、個別面談を実施されることが望まれます。
日常の子どもの身体状況や表情を丁寧に観察さ
れ、保護者への予防的な援助も含めて虐待の早期対
応に努められています。子ども課や児童相談所と連
携した取り組みで記録は詳細に記載されています。

Ａ－３ 保育の質の向上
Ａ－３－（１）
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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

指導計画の評価や保育の記録、人事考課の保育内
容の項目の中で、保育実践の振り返りが行われてい
ます。今後は、職員間での意識の向上や保育所全体
の自己評価に繋げられることが課題です。

