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（別紙） 
 

評価細目の第三者評価結果 
 

 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・周知されている。 

1 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。 a 

良い点／工夫されている点：理念や基本方針はホームページをはじめ、パンフレットや新入園時保護

者説明資料、園舎内掲示など様々な方法で保護者に周知している。また、年度末に開催する理事会

で決定し、年度当初の職員会議で全職員に周知を図っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果 

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 

良い点／工夫されている点：午前７時から午後７時までの１２時間保育（日・祭日を除く。）を行ってい

る。一時預かり保育や障害児保育に加え地域子育て支援センターを併設しているほか、平成２８年度

から従来型保育所を幼保連携型認定子ども園に変更するなど、地域の教育・保育ニーズに適切に対

応し、常時利用定員も充足し、経営状況も安定している。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：働き方改革の流れに対応し、年次有給休暇の法定取得に取り組んでい

る。人材確保が課題と認識し、ハローワークや人材派遣会社、近隣大学、保育士・保育所支援センタ

ー等と連携して確保に努めている。その他、各種研修会に職員が参加するなど職員の資質向上に取

り組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

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。 a 

良い点／工夫されている点：平成２６年度に施設の大規模修繕を実施し、園舎全体は明るく、清潔感

にあふれ、また随所におしゃれ感（玄関わきの掲示板の設置等）を演出するなど諸設備含め、長年の

懸案であった保育環境が大幅に改善された。今後は人材の安定的確保、地域交流の促進、リスクマ

ネージメントの強化を重点に取り組む方針である。 

改善できる点／改善方法： 
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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。 a 

良い点／工夫されている点：設置主体の町社会福祉協議会の評議員会や理事会で計画の承認を得

ている。その他毎月１回開催する町社会福祉協議会（執行）役員会（正・副会長、事務局長、こども園

長等で構成）で事業全体をフｵローアップしている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅰ-３-(２) 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。 
c 

良い点／工夫されている点：実施予定行事を「保育計画」として策定している。また、各職員の担当業

務責任を事務分掌表で明示している。「保育計画」は年度末の職員会議等で検討、周知している。 

改善できる点／改善方法：事業計画は、職員各階層（組織）全体が目標を共有するため、例えば保

育理念や保育方針のほか年度当初の保育体制、新規事業や重点的に取り組む事業、その他対外行

事等の参加（出張）計画など年度中に取り組む業務全体を盛り込むなど、事業計画の表記内容の見

直しを期待する。 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。 a 

良い点／工夫されている点：保護者向け年間事業計画（園行事・保護者参加行事等）を策定し保護

者に周知するほか、毎月発行する園便りで直近の行事等の計画を知らせるなどきめ細かに対応してい

る。その他、保護者会活動（「保護者会則」で運営）に積極的に協力し、保護者との信頼関係の確保

に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結果 

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 

良い点／工夫されている点：施設内で研修会や公開保育を定期的に開催するなど保育等業務の向

上に取り組んでいる。また、今般初めて第三者評価（外部評価）を受審した。 

改善できる点／改善方法：策定中の自己評価表（以下、「自己評価表」という。）の試行や第三者評

価の結果を参考に保育等の質の向上に向けた取り組みを期待する。 

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 

良い点／工夫されている点：平成３０年度に２２項目にわたる保護者アンケートを実施し６７％の保護

者から回答を得ている。結果を集計して保護者に公開するとともに職員で共有している。 

改善できる点／改善方法：自己評価表の試行と第三者評価の結果を参考に資することを期待する。

また、保護者アンケート結果で得られた意見等に対し改善策を検討する等の取り組みを期待する。 
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評価対象Ⅱ 組織の運営管理 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結果 

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 

良い点／工夫されている点：「事務分掌」で園長（施設長）業務を明確にしている。また、年間の「教育

及び保育の内容に関する全体的な計画」編集責任を担うと共に、毎月１回開催する職員会議で諸課

題の解決策を助言するなど常に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。 

改善できる点／改善方法： 

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。 a 

良い点／工夫されている点：行政のほか福祉等関係団体や認定こども園の加盟団体等が主催する

会議や研修会に参加し、法令や関連通達等を修得すると共に、職員会議等で職員に周知している。 

改善できる点／改善方法： 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：テーマ別「研修会」や保育等の実際を他のクラスの職員が見学する「公

開保育」を定期的に開催するなど、職場内研修体制を構築し自らもその活動に積極的に参加してい

る。その他保育等記録や業務日誌等での助言、各種行事結果等の評価に関わるなど、多岐にわたり

指導力を発揮している。 

改善できる点／改善方法： 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮し

ている。 
a 

良い点／工夫されている点：毎月１回開催される町社会福祉協議会（執行）役員会に出席し、人事、

労務、財務等に係る諸課題につて協議し、業務の改善に努めている。中でも人材の確保、定着を優

先課題として、年次有給休暇の取得促進や残業の減少等働きやすい就業環境づくりに努めている。 

改善できる点／改善方法： 
 
Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(１) 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。 
b 

良い点／工夫されている点：人材確保、育成が施設運営の課題と認識し、大学等やハローワーク、保

育士・保育所支援センター、人材派遣会社等を通じて人材を確保している。なお、職員の定着に苦慮

する事例も散見されるので、今後の対応に期待したい。 

改善できる点／改善方法：自己評価表の試行等を通して、例えば常勤職員と非常勤職員の別、職務

階層（主任級と一般層）別、あるいは経験年数別等の比較指標（区分）を設けて職員の業務上の課題

を把握し職員の育成・定着に資するなどの取り組みを期待する。 
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15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a 

良い点／工夫されている点：法人（町社会福祉協議会）事務局が就業規則や職員給与支給規程、職

員勤務評定実施要綱等関係諸規程を整備し、総合的な人事管理を行っている。園長は毎月開催の

町社会福祉協議会役員会に出席して現場の意向の反映に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 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。 
b 

良い点／工夫されている点：年次有給休暇の取得促進や時間外労働の縮減等に取り組んでいる。 

改善できる点／改善方法：取り組み中の「年次有給休暇の法定取得」達成を期待する。 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 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。 b 

良い点／工夫されている点：自己評価の試行にとり組んでいる。 

改善できる点／改善方法：自己評価の試行から近い将来の本格実施を期待する。併せて、自己評価

結果に基づき、職員面談を実施するなどの取り組みを期待する。 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：テーマ別研修会と公開保育の二本柱による職場内研修体制を整え、年

間を通じて実践している。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：職場内研修のほか、加盟団体等が主催する研修会や職員の処遇改善

に資するキャリア・アップ研修会に職員を派遣している。 

改善できる点／改善方法：一般職等の外部研修の参加について、日々の業務との兼ね合いも理解で

きるが、参加増について今後の取り組みに期待する。 

Ⅱ-２-(４) 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。 

20 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。 
a 

良い点／工夫されている点：「実習生受け入れマニュアル」を整備し、保育等の実際のほか、職員会

議やクラス担当者会議の見学などプログラムに基づき実施している。県内の大学等を中心に年間２人

から３人の実習の希望があり、希望者は全て受け入れている。 

改善できる点／改善方法： 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結果 

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。 a 

良い点／工夫されている点：法人の広報誌や法人・施設のホームページで教育・保育の理念や方針

及び目標のほか事業報告並びに財務状況等所要の情報を公開している。 

改善できる点／改善方法： 
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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。 
a 

良い点／工夫されている点：事務処理、服務、経理・財務等の規程や苦情解決、情報公開等の規程

を整備すると共に監事監査を行っている。その他職務分掌表を定め各職員の責任を明確にするな

ど、公正かつ透明性の高い経営等に取り組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 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。 

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 

良い点／工夫されている点：園外保育を取り入れて地域との交流を大切にしている。各関係機関との

連携が取れている。さらに、夏祭りや中学生の職場体験など、ボランティアを積極的に受け入れてい

る。 

改善できる点／改善方法： 

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。 
c 

良い点／工夫されている点：園内行事等でボランティアを積極的に受け入れている。 

改善できる点／改善方法：ボランティアの積極的な受け入れに鑑み、実際の受け入れマニュアルを整

備することを期待する。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 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。 
a 

良い点／工夫されている点：定期的な連絡会等を通じて、関係機関との連絡が取れている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。 a 

良い点／工夫されている点：子育て支援センターを併設し、園庭等も開放している。また、未就園親

子と交流したり子育て等の相談に対応している。 

改善できる点／改善方法： 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：大野町社会福祉協議会の取り組みに参加するほか、大野町や公民館が

主催する地域の祭りに参画し、活動している。 

改善できる点／改善方法： 
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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。 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：基本方針に子どもの尊重を盛り込み、子どもの最善の利益を考え、職員

研修に取り組むと共に職員会議等を通じて共通理解のもと、職員全体で取り組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 

29 Ⅲ-１-(１)-② 子どものプライバシー保護に配慮した保育提供が行われてい

る。 
a 

良い点／工夫されている点：個人情報等 日常的に留意して写真等ホームページに乗せるときは同

意をもらい、プライバシー保護を職員に周知し、必要なものはカギのかかる書庫に保管している。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：ホームページで保護者見学等について周知している。また、見学者には

パンフレットを渡し、個別に対応して十分な説明の時間をとっている。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：保護者会総会などで周知をし、保護者に同意書をもらっている。その都

度口頭やボード、手紙のほか、より早く伝わるようにメールで伝えている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：転園、就学後も交流を大切にし、児童票や児童要録で細かく伝えてい

る。また、子どもたちの成長や悩みに気軽に対応するなど、コミュニケーションが取りやすい環境であ

る。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 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、取組行っている。 
b 

良い点／工夫されている点：日々、子ども中心の保育に努め職員に周知している。 

送迎時や懇談などで保護者の思いを把握し、更に１年に一回のアンケートや意見箱を設置することで

保護者の意見や満足度を図っている。 

改善できる点／改善方法：アンケートや意見箱を設置することで保護者の意向や意見を聞ける努力は

しているが、意見に対する記録や分析並びに対応についての取り組みが望まれる。 
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Ⅲ-１-(４) 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 

良い点／工夫されている点：重要事項説明書による苦情に対する周知をして、意見箱も設置してい

る。常に保護者とのコミュニケーションを大切にして、保護者からの意見を園のため子どものためと捉え

ている。 

改善できる点／改善方法：苦情やアンケートを書面化しているが、苦情内容に対する対応策等の検討

を通じて職員が情報を共有するなど、保護者にフィードバックする一連の仕組みの見直しが望まれる。 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：日ごろから保護者とコミュニケーションをとることを職員全体で心掛けてい

る。 「いつでも相談して下さいね」と保護者によりそった声掛けをするなど、環境作りをしている。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：保護者からの相談や意見について報告・連絡・相談が全職員にできてい

る。全園児の把握を全職員が心掛け、保護者からの意見も話し合い迅速に対応しようとする取り組み

がある。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：事故発生時の安全確保・対応策については上層部で手順を把握してい

る。 

改善できる点／改善方法：事故防止やそのための研修、ヒヤリハットの作成を経て事例に基づくリスク

マネージメントの構築など、職員参加による取り組みが望まれる。 

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 

良い点／工夫されている点：対応マニュアルに基づき職員会議等で感染症の話し合いを行い、流行

時には迅速に保護者に伝えている。 

改善できる点／改善方法：  

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 

良い点／工夫されている点：いつ起こるかわからない災害を考え月一回予告なしの避難訓練をしてそ

の都度反省をして話し合いをしている。 

災害時のマニュアルに沿って飲料水・非常食などの備蓄管理をしている。 

改善できる点／改善方法： 
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Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：保育はすべて職員間で共通理解を図り、年間指導計画等によって整備

され、適切に実施している。 

改善できる点／改善方法： 

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。 
a 

良い点／工夫されている点：職員会議や公開保育等で保育の見直しをし、職員間で周知徹底をして

いる。全体的な計画や年案、月案と定期的に見直しをし、週案は常に子どもの様子を見ながら保育の

実施に反映させている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅲ-２-(２) 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 

良い点／工夫されている点：アセスメントについて統一した様式を用いて行っている。全体的な計画に

基づき指導計画が策定されている。子どもと保護者のニーズにこたえられるように努力し、個別の指導

計画に反映させ実践できる計画にしている。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：全体的な計画に基づいた指導計画があり、保育実践を行い、児童票を

基に個別の計画を立て定期的に見直しをしている 

改善できる点／改善方法： 

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

間で共有化されている。 
a 

良い点／工夫されている点：職員会議録をつけて非常勤の職員にも周知できるようにしている。 

記録内容や書き方の指導をして、職員全体が統一した記録方法で行い、よりよい保育につなげてい

る。子ども一人ひとりの発達状況を園全体で把握できるようにして、クラスだけではなく全体で共有して

いる。 

改善できる点／改善方法： 

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 

良い点／工夫されている点：子どもに関する記録の管理については規定を定め、記録はカギのかかる

書庫に保管し、個人情報保護については理解し、持ち出すことがないように組織的に徹底している。 

毎年3月に登録したメールアドレスも年度末に見直し、再登録している。なお、過去5年間分の情報は

園で保管し、その後破棄している。 

改善できる点／改善方法： 
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評価細目の第三者評価結果 

（児童分野 保育所） 

 

評価対象Ⅳ 保育内容 

  Ⅳ－１ 保育課程の編成 
 第三者評価結果 
Ⅳ－１－（１） 保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や

家庭及び地域の実態に応じて保育課程を編成している。 a 

良い点／工夫されている点：職員会議を毎週開催し、その中で保育方針や目標に基づいた保育が、

実践されているかを検証している。必要な場合は全体的な計画の見直しがされている。 

改善できる点／改善方法： 

 
  Ⅳ－２ 環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 

 第三者評価結果 
Ⅳ－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 

良い点／工夫されている点：子どもたちが過ごしやすい環境が整備されており、手洗い場、トイレ等も

清潔に保たれている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－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 

良い点／工夫されている点：毎日の終礼や毎週の職員会議で子どもの姿を話し合うことで、一人ひと

りを深く理解することができ子どもたちの状態に応じ保育が行われている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－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 

良い点／工夫されている点：子どもたちに何を身に付けてほしいかを考えた上で、環境を構成したり

ポイントを押さえ、見守ることができている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－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 

良い点／工夫されている点：子どもたちのやろうとする気持ちを育み、援助する保育が実践されてい

る。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－２－（５） 乳児保育（０歳児）において、養護と教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 

良い点／工夫されている点：乳児が安心して遊べる環境作りに努めており、また信頼関係が築けるよ

う担当制での保育が行われている。 

改善できる点／改善方法： 
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Ⅳ－２－（６） ３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教育が一体的に展
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 

良い点／工夫されている点：月齢に応じて、「子どもたちにできる」が経験できるよう保育がされている

。安心して遊ぶことができる環境作りに努めている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－２－（７） ３歳以上児の保育において、養護と教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 

良い点／工夫されている点：クラスでの保育、異年齢児のふれあいを通し、集団の中でも自分の力

を発揮できるよう、細かく対応していく努力をしている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－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。 b 

良い点／工夫されている点：定期的に医療機関や専門機関と連携を取りながら、園での保育が行わ

れている。保護者からの信頼も厚い。 

改善できる点／改善方法：個別の指導計画及び記録を作成し、実践されている保育が根拠に基づ

いて行われていることを明らかにすることが望まれる。 
Ⅳ－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 

良い点／工夫されている点：長時間保育であっても、担当保育士が保育内容を考え実践している。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－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 

良い点／工夫されている点：小学校と隣接していることもあり、交流会、連絡会、公開保育等、行事

を通じ連携が図られている。保育の中での就学に向けた取り組みを行い、保護者にも就学に向け見

通しが持てるよう努めている。 

改善できる点／改善方法： 

         
 
 
 
 

Ⅳ－３ 健康管理 

 第三者評価結果 
Ⅳ－３－（１） 子どもの健康管理を適切に行っている。 a 

良い点／工夫されている点：園長・主幹教諭が園児全員の日々の健康状態を把握し、少しでも変化

があれば保護者に尋ねるなど、個々の健康状態に応じ、迅速な対応が行われている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－３－（２） 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。 a 

良い点／工夫されている点：健康診断・歯科検診の結果は、文書等で保護者に伝えられ、その後の

指導も行われている。歯科衛生士による歯磨き指導も行っている。 

改善できる点／改善方法： 
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Ⅳ－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 

良い点／工夫されている点：アレルギー児の対応について、保護者との連携、毎食事における担任の

チェック、トレイの色を変え、席も別にするなど、適切な対応がされている。 

改善できる点／改善方法： 

 
  Ⅳ－４ 食事 

 第三者評価結果 
Ⅳ－４－（１） 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。 a 

良い点／工夫されている点：園で野菜を育てたり、誕生会のおやつ作りで園児が盛り付けを行ったり、

また園独自の行事食など、食事を楽しむ工夫がよく行われている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅳ－４－（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 

良い点／工夫されている点：栄養士と保育士がお互いに意見交換し、よりよい給食の提供に向け協力

して行う体制ができている。 

毎月１回、園児からのリクエストメニューを取り入れている。 

改善できる点／改善方法： 
 

評価対象Ⅴ 子育て支援 

  Ⅴ－１ 家庭との緊密な連携 
 第三者評価結果 
Ⅴ－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 

良い点／工夫されている点：クラス懇談、フリー懇談、クラスだより等を通じ、家庭との連携を図ってい

る。担任に限らず「園職員が全園児を見る」という姿勢で保育に当たり、エピソードや様子が伝えられて

いる。 

改善できる点／改善方法： 

 
  Ⅴ－２ 保護者等の支援 

 第三者評価結果 
Ⅴ－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。 a 

良い点／工夫されている点：保護者や園児のわずかな変化を職員が情報共有し、園全体で相談でき

る環境作りに心掛けている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅴ－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。 b 

良い点／工夫されている点：身体測定時等での身体チェックのほか、毎朝の受け入れで細かく視診の

みならず、保護者の小さな変化に気づくよう努めている。 

改善できる点／改善方法：児童虐待について、発生予防や啓発を含め、園内研修の実施が望まれる

。 
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  評価対象Ⅵ 保育の質の向上 

  Ⅵ－１ 保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 
 第三者評価結果 
Ⅵ－１－（１） 保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、保育実

践の改善や専門性の向上に努めている。 b 

良い点／工夫されている点：毎日の日誌、月案で保育の振り返りが行われている。公開保育や園内

研修を定期的に行い、保育実践の改善や専門性の向上に努めている。 

改善できる点／改善方法：職員全体の力量を高めるため、認定こども園教育・保育要領に基づく自己

評価の実施が望まれる。 

 

  評価対象Ⅶ 個別サービス評価基準（岐阜独自基準） 

  Ⅶ－１ 安全管理面でのサービス 
 第三者評価結果 
Ⅶ－１－（１） 外部からの侵入に対する対応策がとられている。 a 

良い点／工夫されている点：出入り口の定期的な施錠が実施され、また防犯訓練も行っており、対応

策がとられている。 

改善できる点／改善方法： 

 
  Ⅶ－２ 保護者とのコミュニケーション 

 第三者評価結果 
Ⅶ－２－（１） 保護者の保育参加を促すような工夫をしている。 a 

良い点／工夫されている点：年間行事の配布、毎月のおたよりで２か月先の予定を配布するなど、保

護者の保育参加を促す工夫がされている。 

改善できる点／改善方法： 

Ⅶ－２－（２） 保護者会組織等への活動の援助や意見交換を行っている。 a 

良い点／工夫されている点：園から情報提供を行うなど、保護者会とコミュニケーションを取りながら、

保護者会が活動しやすようサポートしている。 

改善できる点／改善方法： 

 
  Ⅶ－３ 保育所・幼稚園・小学校との連携 

 第三者評価結果 
Ⅶ－３－（１） 保育所・幼稚園・小学校との連携した取り組みを行っている。 

a 

良い点／工夫されている点：交流会、連絡会、公開保育等、行事を通じ連携が図られている。夏休み

を利用した小学生・園児の交流事業が行われている。 

改善できる点／改善方法： 

 


