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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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・大野町公立認定こども園として地域性や環境を配慮し、理念は「元気で明るく豊かな人間性を持っ 

 た子」を育み、①丈夫な子 ②考える子 ③好奇心のある子 ④思いやりのある子 ⑤人と関われ 

 る子とし、分かり易い内容にしている。 

・基本方針は ①養護と教育が一体となった保育の充実を図る。 ②保護者支援の充実を図る。  

 ③職員の資質の向上に努める。④地域ぐるみの子育ての充実を図る。 ⑤小学校との連携を充実さ 

 せる。と定めている。 

・年 1 回、保護者会総会の場で園の重要事項とともに理念、基本方針の説明を行い、全員の保護者か 

 ら同意書を得ている。 

改善できる点／改善方法： 

・地域住民や医療機関、幼稚園・小・中学校、保育士養成施設、子育て支援団体などの関係機関にも 

 広く周知する取組みの展開を期待したい。 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・県保協主催の所長研修への参加、「保育士会だより」「ぜんほきょう」を回覧している。 

・内閣府からの情報や利用率等の情報を、町から受けて職員間で共有している。又、町の関係者から 

 必要に応じて利用者のニーズを聞きながら事業計画に反映させている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・園の運営に対しは、全ての使用内容についてのチェックが町の監査で行われており、経営の問題点 

 が明らかにされている。 

・職員については、消耗品や高熱、水道費などの諸経費を見直すなど、改善すべき課題については職 

 員会等で協議して、無駄がないよう取り組んでいる。 

改善できる点／改善方法： 
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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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・平成 31 年度から、公立認定こども園となり、理念・基本方針を明確にするとともに、内部検討委 

 員会、外部検討委員会を立ち上げ、前年度の資料等に基づき、子ども・子育て支援事業の計画作成、 

 少子化や園舎の老朽化対策としての、将来に向けての統合計画などの検討・推進が行われている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・中・長期計画を踏まえ、年度末に職員間で協議し反省点や意見を翌年の計画に反映している。各学 

 年の年間計画にも取り入れ、具体的な単年度計画が策定されている。 

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。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・職員会等で、事業計画の事前打ち合わせにより、目的を明確にし、実施後は反省会がその都度実施 

 され、次年度への課題や改善点を明確にしている。事業計画は計画に基づいて実施されているが、 

 天候等で計画が困難な時は、取り組みを再度検討し実施出来るようにしている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・年間行事計画は年度当初に保護者にも配布している。施設の運営方針や保育内容等重要事項説明書 

 を作成し、保護者会総会で説明をしている。参観等の各行事の案内は文章で配布し周知している。 

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。 

a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・職員の質の向上に向けた、各種研修会に積極的に参加できる体制を整えている。 

・本年度第三者評価を受審し、今後の取組みを計画的に行うようにしている。 

改善できる点／改善方法： 

・今回の第三者評価の受審を契機として、保育の質の向上のための自己評価を職員全体で実施し、組 

 織的に PDCA サイクルにもとづく保育の質の向上に関する取り組みとなることが期待される。 
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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。 

a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・今回の第三者評価の受審により、取り組むべき課題が明確にされた。 

改善できる点／改善方法： 

・今回の第三者評価の受審から、課題となった事項について課題の解決・改善に向け、今後の計画的 

 な取組に期待したい。 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・1 日入園で運営規定を説明している。又、変更があった場合は新に作成し総会で説明を行っている。 

 職務分掌等は年度始めに作成し周知している。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・法令遵守や関係法令についての日本保育協会・岐阜県保育協会、町が主催する研修に参加している。 

 全保協ニュース等に目を通し、習熟に努めるとともに、職員にも周知している。  

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・園長は、園内外において保育の様子を見回り、気付きを伝えている。 

・園内研修を毎月実施して保育士同士の評価し合いに、園長も入り研修内容を高めている。又、意 

 欲的に保育にあたれるよう、一人ひとりの保育に対する姿勢や取り組みを見つめる場として、園長 

 は日誌には必ずコメントを入れている。 

・研修は園内・園外において積極的に参加するよう計画されている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・人事は職員の家庭環境や経験等を配慮し上司に情報提供を行っている。仕事の体制や財務について 

 は前年度を参考にし、より効果的に使用していけるよう考察しながら進めている。 

・職員全員が同じ方向性をもって保育できるよう、行事などを通して思いを確認し合ったり、目的を 

 明確にして臨むようにしている。 

改善できる点／改善方法： 
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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。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・保育士間で公開保育を実施し互いに保育のあり方を確認している。 

・学校訪問や保育士・保育所支援センタｰを活用し、人材確保を実施している。 

改善できる点／改善方法： 

 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎年、人事評価制度による評価を受けている。個人目標の設定や達成状況等の自己評価に取り組ん 

 でいる。職員の意向や意見については、出来る範囲内で改善策を提案し、検討している。 

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。 

a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・人事調査（聞き取り調査含む）・ストレスチェック・健康診断が実施されている。 

・職員の有給休暇の取得状況を把握し、保育が円滑に進むよう無理のない勤務表の作成を行うように 

 している。 

改善できる点／改善方法： 

・休暇取得の促進、時間外労働の削減などワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境への配慮を 

 今後も期待したい。 

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。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎年、人事評価を実施し個人目標の設定や達成状況等の自己評価に取り組んでいる。担当課の課長 

 による中間・期末面接等を実施している。 

改善できる点／改善方法： 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・年間の研修計画を策定し、計画的に研修に参加している。研修が重複しないように職員調整をして 

 いる。 

改善できる点／改善方法： 

教育・研修成果について評価、分析を行い、その結果を踏まえてさらに次の教育・研修計画を策定す

る仕組みの構築を期待したい。 

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。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・1 年を通して全職員が各種の研修に参加するように計画している。研修会のパンフレットを随時回 

 覧し希望に合わせ参加している。 

・県保協からの研修に該当する職員は全て参加している。資格の取得はコピーが提出されている。県 

 主催の経験等に合わせた研修に参加している。 

改善できる点／改善方法： 
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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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・実習生と事前の打ち合わせを実施し、目的や希望を明確にすると共に、記録の取り方や心構えなど 

 を周知している。又、園内を一通り案内し注意事項を説明し、実習がスムーズに行えるようにして 

 いる。実習中は、担当者と毎日反省会を行い次の日に活かせるようにしている。 

改善できる点／改善方法： 

・受け入れについての連絡窓口、子ども・保護者への事前説明、職員への事前説明、実習生に対する 

 オリエンテーションの実施方法などの項目が記載された、マニュアルの整備を期待したい。 

 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・保育理念を保育所の目の届くところに掲げている。 

・入園者にはしおりやパンフレットで周知している。 

改善できる点／改善方法： 

・地域の公民館や等公共の施設にもパンフレット等広く配布し、こども園の理解を深めるよう、更な 

 る情報公開が期待される。また、ホームページを利用した情報公開が求められる。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・町の事務、経理の規定に従い行われている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・地域との交流は基本方針に記載されている。また園庭開放や夏祭り・運動会など地域の公民館や福 

 祉センタｰ・役場などに広報紙の設置や行事のポスター掲示を依頼するなどしている。地域の行事に 

 は積極的に参加し、職員も分担して参加している。 

・地域との交流は定期的には実施していないが、祭り・運動会・文化祭・お年寄りとの交流会・道の 

 駅のイベント・敬老会・農業体験などに積極的に参加し交流を図っている。 

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。 

a・○b ・c 
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良い点／工夫されている点： 

・学校からの依頼により、受け入れている。中学生の職場体験学習は毎年積極的に受け入れている。・

子どもとの交流について、事前に心構えや交流の仕方などを周知している。 

改善できる点／改善方法： 

・ボランティアの登録手続き、ボランティアの配置、事前説明などに関する項目が記載されたマニュ 

 アルの整備を期待したい。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・民生委員の巡回訪問があり、協議、協働ができる関係作りを築いている。 

・園長は要保護児童対策協議会の委員であり、関係機関とのネットワーク作りはできている。 

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 保育所が有する機能を地域に還元している。 a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎月、未就園児の園庭開放を行っている。 

・災害時に避難所として地域に開放する。正門に避難所の立て看板を設置している。 

・町の祭りやイベント、公民館活動に積極的に参加し協力している。 

改善できる点／改善方法： 

・未就園児の園庭開放と育児相談事業ついて、さらに周知を図り、園が有する機能の地域還元を積極 

 的に進められることが求められる。 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・民生児童委員の定期的な巡回訪問があり、具体的なニーズの把握に努めると共に、情報交換を行っ 

 ている。。 

・園長は要保護児童対策協議会代表者会（年 1 回）に参加し、関係機関との連携を図っている。 

・公民館の交流活動や地区の文化祭、地域の行事に参加している。 

・月 1 回未就園児の園庭開放と育児相談事業を開催している。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・年度当初に職員に人権の尊重を定めた運営規定を回覧し周知を図り指導計画にも記載している。 

・人権だよりを都度回覧し周知を図っている。 

・活動を通して互いの頑張りを認め合ったり、年齢に合わせ良かったことをクラスで認め合っている。 
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改善できる点／改善方法： 

・子どもの尊重や基本的人権への配慮に関する組織内の勉強会・研修や、実施する保育の標準的な実

施方法への反映、身体拘束や虐待防止について周知徹底する取り組みが求められる。 

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

育提供が行われている。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・子どものプライバシー保護については、運営規定に明記され、職員間において周知している。個人 

 情報は施錠し保管している。又、臨時職員は誓約書により園で知り得た情報を口外しないことを徹 

 底している。 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・希望者の質問事項に対しては一つ一つきちんと説明すると共に、園内を案内している。 

・園のパンフレットを配布している。 

改善できる点／改善方法： 

・理念や基本方針、保育の内容や保育所の特性などを紹介した資料を、公民館、福祉センター等多く

の人が入手できる場所に置く等の対策を期待したい。 

 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・役場の担当課と連携を図り、統一した様式で保育の開始・変更手続きを行っている。利用について 

 の説明が記載されたパンフレットを配布している。 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・個人情報の同意を全保護者より得ているので、健康診断・児童票のコピーを変更先の保育園に送り 

 継続性に配慮している。継続性を損なわないよう町の担当者とも連携を図っている 

改善できる点／改善方法： 

・利用終了後の継続した相談体制の仕組み（相談窓口の設置、保育の継続性に配慮した手順と引継ぎ 

 文書を定める等）の構築を期待したい。 

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、取組を

行っている。 

a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・意見箱を設置し、利用者の要望・意見を把握する仕組みがある。 

・送迎時の声掛け、連絡帳、、クラス懇談会、保護者会等の機会を捉えて、保護者の意向把握に努めて 

 いる。 

改善できる点／改善方法： 

・満足度の調査のための、アンケートは取っていないので、今後は運動会、クラス発表会、プールな 

 どの行事のアンケートを取るなど、利用者満足度の調査が行われることを期待したい。 
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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。 a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・苦情解決の仕組みを掲示すると共に、年度当初に配布している。玄関に「ご意見箱」を設置し、苦 

 情等を申し出やすくしている。 

 改善できる点／改善方法： 

・保護者から意見や苦情を受け付けた場合の職員の対応の統一性を図るためにも、対応マニュアルの 

 整備が期待される。 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・相談内容により職員室や空き部屋を利用し、相談しやすい環境作りに配慮している。又、行事等、 

 保護者が集まる場で感想・意見などを意見箱に入れてもらうよう呼び掛けている。 

改善できる点／改善方法： 

 相談体制について明文化されていないため、わかりやすく明文化した文書の配布を期待したい。 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎日の保育の中でそれぞれの保育士が相談を受けており、終礼の場で相談内容は他の職員にも報告 

 され、対応は良かったのか、今後どうすると良いか等その都度話し合いを実施、記録している。話 

 の内容によって職員室や空き部屋を利用している。又、行事等、保護者が集まる場で感想・意見な 

 どを意見箱に入れてもらうよう呼び掛けている。 

改善できる点／改善方法： 

・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するための、対応マニュアルの整備を期 

 待したい。 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎月遊具点検を実施すると共に、周りの環境の確認を行い事故防止に努めている。又、事故発生後、 

 職員会にて原因と対策を考え今後に生かせるようにしている。 

改善できる点／改善方法： 

・リスクマネジメントに関する会議の開催のみならず、ヒヤリハット報告・事故報告の収集などによ 

 る、要因分析、再発防止策の構築を期待したい。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・マニュアルを回覧し職員に周知している。発生時期には町と連携しながらマニュアルを確認し、予 

 防に努めている。感染状況をメールにて情報提供をしている。年 1 回程度保健師による講演や実技 

 講習を実施している。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・マニュアルを整備し、各災害の避難ルートを定め、毎月訓練を実施している。 

・定期的に消防署と連携を取り、合同訓練を行っている。 
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・食料の備蓄があり管理をしている。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・提供する福祉サービスの標準的な実施方法は、こども園のしおり、保育課程で明文化されており職 

 員に周知している。 

改善できる点／改善方法：  

・標準的な実施方法には、基本的な保育・支援に関するものだけでなく、保育の実施時の留意点や子 

 ども・保護者のプライバシーへの配慮、設備など保育所の環境に応じた業務手順なども含まれ、保 

 育全般にわたって定められることが求められるので、全般的な見直しと、更なる充実化を期待した 

 い。 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・保育所保育指針に基づき、子どもの発達を捉えた指導計画（年案・月案・週案・個別記録）を作成 

 し保育を実施している。年間計画は年 1 回の見直しと期別ごとの見直し、月案は月 1 回、週案・個 

 別指導計画は随時見直しを行っている。 

改善できる点／改善方法： 

・福祉サービスの標準的な実施方法については、定められた実施方法について、マニュアル等、指導 

 計画以外の他の項目についても、必要な見直しを組織的に実施できる仕組みを定め、定期的に見直 

 しを実施していくことが求められる。 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・責任者は主任保育士、毎月振り返りを実施し次の月へ活かすと共に、次年度に繋がるよう研修会を 

 行っている。 

・支援困難なケースについては、療育センターとの情報の共有やアドバイスを受け、個別の指導計画 

 を作成し保育に活かしている。 

・個別指導計画に子どもと保護者の具体的な支援や連携を明示している。 

改善できる点／改善方法： 

・指導計画の策定にあたっては、保育所での体制の確立が不可欠とされている。このためアセスメン 

 トから計画の作成、実施、評価・見直し（PDCA）のプロセスを明確を期待したい。 

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・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 

・園内での見直しを正職員全員で実施後、他園の職員と交流を行い意見交換を実施し、より充実した 

 内容になるよう話し合い次年度に活かせるよう努めている。 

改善できる点／改善方法： 

・計画の作成、実施、評価・見直し（PDCA）を行う時期の設定や記録の方法、指導計画変更の手順 

 と関係職員への周知方法について文書化するなどして、明示されることが望まれる。 

 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 
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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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・児童票に記録している。個別指導計画は０・１・２歳児のみ実施している。2 か月に 1 回園長が記 

 録内容の確認を行い、指導している。手紙の配布及びメールを出している。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・個人情報保護規定を定めている。記録管理は園長が行っている。保存場所・施錠等徹底している。 

 運営規定を説明し配布している。 

改善できる点／改善方法： 
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（別紙） 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・5領域をベースとして、片寄った内容にならないよう構成し心も体も健やかな成長を願い構成して 
 いる。又、毎年年度末にそれぞれの園で反省点を出し合い、次年度に活かしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・気温や湿度に合わせ、クーラーや加湿器等を利用し快適な環境作りに心がけている。 
・寝具は1週間に1度家庭で洗濯するよう、協力を依頼すると共に、扉付きの戸棚に入れ、衛生管理 
 に努めている。 
・遊具等の玩具の素材や配置は年齢に合わせた配置に留意し、定期的に洗濯や消毒を行っている。 
・トイレは毎日掃除の後、消毒を実施している。 
・保育室の面積は十分余裕がありどの子も落ち着いて生活することが出来ている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・登園時、保護者から体調や気になること等を担任や職員に伝えて貰っている。 
・3歳未満児は毎日連絡帳や直接担任と話して貰っている。又、受け入れた職員が一人ひとりと挨拶 
 を交わしながら様子を聞き、いつもと違う様子を感じた時は、保護者に尋ねたりもしている。 
・睡眠不足で体調が優れない等、原因がわかっている時は、年齢に関係なく睡眠を取らせることもあ 
 る。一人ひとりを十分理解し個々の成長に合わせた保育を行っている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・職員が年齢にあった保育を十分理解し、一人ひとりの成長に合わせ、全体の話では理解できない子 
 には、保育士が1対1で話したり、言葉では理解できない子には、絵カードを使ったり、落ち着か 
 ない子には、落ち着けるスペースを作る等、それぞれに合った環境作りに心がけ、だれもが、当た 
 り前のことが当たり前にできるよう働きかけている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・当園は、特に運動遊びを重点として取り組んでいる事もあり、子どもたちは積極的に外遊びを楽し 
 み、色々な運動遊びにチャレンジしている。 
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・遊びを通して「出来た」スモールステップにより、成功体験を増やせるようにしている。また、友 
 だちの成功をみんなで喜び合い、次は自分も出来るようになりたいと言う意欲につながるよう働き 
 かけている。 
・自然が豊かであることを活かし、園内外において色々な生き物を捕まえたり観察したりしている。
・園内で、野菜や花を子どもたちが栽培し収穫体験をしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・ベテランの保育士と保護者の年齢の近い保育士を組み合わせ、保護者が安心して預けてられるよう 
 にしている。 
・また、連絡帳を活用するだけでなく、登降園時は毎日直接保護者とコミュニケーションを図ってい 
 る。最も成長の早い年齢であり、一つ一つの成長を丁寧に保護者に伝え、次に出来そうな身体能力 
 を知らせるなどして、育児の目安になるよう心掛けている。 

改善できる点／改善方法： 
 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・連絡帳を使用している。登降園時は担任が保護者と直接話すことで、信頼関係を築けるようにして 
 いる。 
・異年齢児と積極的に関われるようにし、複数担任にすることで、一人ひとりと丁寧な関わりや働き 
 かけが出来るようにしている。 
・園内や園内付近に、築山・畑・神社などがあり安全に探索活動を行うことが出来る。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・3歳児は、室内外において子どもの興味に合わせ日々の保育を展開している。又、子どもの要望を 
 大切にし保育に取り入れるようにしている。 
・4歳児は、保育士との積極的な言葉のやり取りの中で、子どもの思いを理解し、遊びを通して友だ 
 ちとの輪を広げ、友だちとの関わりが楽しめるようにしている。 
・５歳児は、一人ひとりの個性を的確に捉え必要に応じた援助を行い、当番や誕生会の司会などグル 
 ープ活動も取り入れながら、「出来た」と言う達成感を積み重ねられるようにしている。協同的活 
 動については、発表会や保育参観・小学校との交流を行い子どもの様子を保護者に伝えている。 

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。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・建物・設備においては、必要に応じ役所と打ち合わせ、安全を確保している。 
・気になる子に対する個別支援計画を毎月作成しクラスの一人として安心して生活できるようにして 
 いる。 
・療育センターとの定期的な交流により情報交換を行い、支援方法などのアドバイスを受けている。 
・毎日担当者と保護者が直接コミュニケーションを取り情報交換を行っている。 

改善できる点／改善方法： 
 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・異年齢保育になるため、特に、3歳未満児の安全が確保出来る様配慮し、サークルを利用したり、 
 ０・１歳児の保育室の担任を配置することで、低年齢児が安心して過ごせるようにしている。 
・引継ぎは、それぞれの担任が1日の様子をメモ書きし、担当者に渡している。 
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・自分のクラスにない玩具でも自由に遊ぶことができ、ゆったりと過ごせるようにしている。 
・おやつは、園からの提供はなく、必要に応じて家庭から持参するようにしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・小学校との連携を密にしており、小学校に行ったり、園に来てもらったりして、子ども同士の交流 
 や職員同士の交流を行っている。情報交流もあり園児も安心して小学校に行くことが出来ている。 
・町内全域の幼保小連携事業も行っており、それぞれの地域の様子を知ることもでき、小学校の思い 
 や園の思いを伝えることも行っている。 
・保育所児童保育要録は一人ひとりの特徴を捉えまとめることで、より具体的にわかりやすく伝える 
 ようにしている。保護者は、小学校で説明を受ける機会が2回ある。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・体調不良については、保護者に電話連絡をして、迎えを依頼している。夕方保護者に電話し様子を 
 確認している。 
・けがについては保護者に電話してけがの状況を報告している。 
・保護者からの毎日の連絡により健康状態を把握し、朝礼・終礼で職員に周知している。県や町から 
 のメール等は回覧し職員に周知している。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・内科・歯科健診は年2回実施しており、結果は保護者に口頭で伝え、異常があった子のみ紙面で知 
 らせている。又、児童票に結果を記録している。医師からの指導がある場合は、その旨を保護者に 
 伝えている。 

改善できる点／改善方法： 
 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・アレルギーの有無を入園時に調査し、アレルギーのある子どもについては、診断書の提出を受け、 
 保護者、調理員又は栄養士・園長・担任との面談を実施し、アレルギー指示票に記録後、給食を開 
 始している。 
・アレルギー児は年に一度は再検査を実施し面談を行っている。アレルギーの状況に応じて他児と離 
 れて食事をとっている。保育参観等において、クラスにてアレルギー児がいることや食事の状況を 
 伝え理解を図っている。 

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 ・b・c 
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良い点／工夫されている点： 
・年齢に合わせ年間指導計画を作成している。子どもの状況に合わせ足の台を作ったり、昔話を聞き 
 ながら落ち着いて食べられるようにしている。又、食事の前に今日の献立や食に関するメッセージ 
 を毎日放送で流している。 
・食器は乳幼児に合わせた軽い物を使用し。食事の量は、体調等に合わせて配膳している。偏食を少 
 なくできるよう、苦手なものも、少しずつ口にするよう働きかけている。降園時に1日の様子を伝 
 える中で、食育についても伝えるよう心掛けている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・地産地消に心がけており、季節感を配慮した献立が作成されている。又、給食センターからの連絡 
 帳により、現場の保育士の声も反映されている。衛生管理は毎日チェックされ、園長が確認してい 
 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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・3歳未満児のみ連絡帳を使用し、3歳以上児は登降園時に保護者との情報交換を行い、「出来た」 
 「気づいた」などそれぞれの子どもの前で保護者に伝え、子どもの成長を共に喜び合えるようにし 
 ている。 
・クラスだよりや園だよりにて保育の意図を伝えている。情報交換の内容に応じて児童票に対応等記 
 録している。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・一人ひとりの保護者と笑顔で丁寧に関わるよう心掛けており、降園時には一人ひとりの保護者に1 
 日の様子を伝えている。 
・相談内容については職員室で行い、子どもの注意事項については、保護者と1対1で伝えるようにし 
 ている。 
・懇談については、保護者の希望に合わせ時間外に対応することもある。保育士が個人的に受けた相 
 談は、内容により園長のみに報告する時と終礼の場で、保育士間で話し合うこともある。相談や対 
 応は児童票に記録している。 

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。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・身体測定により個々の成長を把握し、体の傷などにも十分注意している。 
・虐待が疑われる場合は、町（福祉課）に連絡し対応を相談する。県・町等からのメールを職員に回 
 覧し周知している。 

改善できる点／改善方法： 
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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。 a・○b ・c 

良い点／工夫されている点： 
・園内研修を通して自己反省を行い、他の保育士の意見を聞くことで自分の保育の見直しや改善に努 
 めている。又、毎日の日誌の中で自分の計画に対する結果の反省や改善点を記録し反省点を次に活 
 かせるようにしている。 

改善できる点／改善方法： 
・保育士等が行う保育実践の振り返り（自己評価）を保育所全体で行う自己評価につなげ、組織的・ 
 継続的に保育の質の向上に向けた取組みを期待したい。 

 

  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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・町の放送や電話、メールで不審者情報を得ることができる。通報体制は確立している。正門及び玄 
 関の施錠をしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・毎月園だよりで一ヶ月前の予定日を知らせ、２～３週間前には、具体的な内容等がわかる案内を出 
 している。 
・クラスだよりでそれぞれの参観の様子を伝えている。園外での参加時は随時手紙を出し自由に参加 
 してもらっている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・保護者会は会長を中心に9名で運営され、話し合いの場として園の保育室等を提供している。保護 
 者会の活動には職員全員で協力している。又、園の行事や町からの依頼事など、先ずは保護者会長 
 に情報提供を行い、相談しながら進めている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・幼保小の連携事業を実施しており、年間6回程の交流を行っている。子ども同士、職員同士など十 
 分な連携を図っており、就学に向けて途切れない支援を行っている。 
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改善できる点／改善方法： 
 

 

 


