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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： 

・岐阜市公立保育所の保育理念を明文化し、玄関や各保育室に掲示し、保護者や来所された方への周 

 知を図っている。  

・職員に対しては年度当初に「保育所の全体的な計画」を配布し、理念や基本方針を伝え、職員会議 

 や研修等での周知を図り、保育に活かされているか確認している。また、理念や基本方針を明記し 

 たものを常時携帯することで、確認できるようにしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・保育事業関係の動向や保育所を取り巻く社会情勢については、市関係者からの報告や、全国保育協 

 議会の情報、研修などから把握に努めている。 

・地域の連携協議会への参加、保護者へのアンケートなどから、地域の状況や保育のニーズ等の把握 

 をしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・消耗品は他保育所と情報を共有し、計画的に購入するなどして、コスト意識を高め、改善すべき課 

 題を明確にして職員に周知している。また、定期的に整理整頓して在庫の管理をし、利用できるも 

 のは工夫して使うようにして経費の削減に努めている。 

・ＪＡぎふの協力による夏野菜やサツマイモの栽培、ＦＣ岐阜や岐阜県サッカー協会によるサッカー 

 教室など地域ボランティアの協力により、予算の効率的執行を図っている。 

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 ○a ・b・c 
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る。 

良い点／工夫されている点： 

・「保育・教育の充実及び保育の質の向上」、「異年齢交流」、「地域との連携」、「食育の推進」を重点に 

 した計画を策定し実践している。また施設改修については、子ども保育課と協議しながら計画的に 

 進めている。 

・新保育所保育指針、公立保育所保育研究会で作成された保育課程、アプローチカリュキュラムに対 

 応した計画を策定し、保育の質の向上を目指している。 

・計画の周知は、職員会議等で図っている。 

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： 

・年度末の反省を基に単年度計画を策定し、年度初めに全体的な計画、年度の方針、行事予定などを 

 職員に配布し、周知している。 

・各行事や取組みについては担当者を中心に単年度計画を策定し、以上児会や未満児会、職員会など 

 で検討し共通理解のもと実践している。 

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。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・事業計画は全職員に文書で配布し、計画書や実施記録は職員会議で周知し、随時回覧し報告を行っ 

 ている。年度末には評価反省・課題を基に職員会議で話し合い、次年度の策定・実施に繋げている。 

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： 

・入所式等保護者が集まる機会に資料を配布し説明している。また、保育所・クラスだよりなどで、 

 毎月の予定や週の予定を知らせている。 

・施設の改修工事や、事業内容の変更がある場合には、保育所内の掲示や、必要に応じて文書で配布 

 し周知を図っている。 

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： 

・年案・月案・週案を基に、ＰＤＣＡサイクルに基づき保育の振り返りを行い、保育の質の向上を図 

 っている。毎年自己評価を行い話し合う場を設け、保育を振り返り改善点を探り、他の職員と共通 

 認識の基に、保育に当たるようにし、資質向上に繋げている。 

・子ども保育課における学習会への参加、保育研究会における公開保育の実施や、参加・レポート提 

 出、保育協会の研修会や部会への参加、その他園外の研修にも積極的に参加できるよう体制を整え 

 ている。また、受講後はレポートを提出して報告や回覧を行い、職員で共有し資質向上に努めてい 
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 る。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・自己評価や第三者評価の評価結果については、職員会議や自己評価研修で共有、検討し、課題につ 

 いて改善している。 

改善できる点／改善方法： 

 

 

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： 

・所長の役割や責任を職務分担表で明文化し、会議や職員面談等で方針や責任の所在について表明し 

 ている。 

・有事における施設長の役割については、「防災マニュアル」や「安全管理マニュアル」等にも記載し 

 てある。 

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： 

・毎年公務員倫理、人権、保育関係の法令などについて研修を行い、周知徹底する取組みを行ってい 

 る。また、資料を事務室に置き常時見ることが出来るようにし、休憩室など目に付くところに掲示 

 して意識出来るようにしている。 

・園外研修への参加や、関連書籍等で遵守すべき法令について理解するよう努め、会議時やレポート 

 を回覧し周知を図っている。 

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： 

・保育の課題、問題の解決や改善に向け、職員会議や所内研修で意見を出し合い、共通理解のもと保 

 育に当たるようにし、また、提案や助言指導をしている。 

・自己評価研修や職場研修などを通して保育の見直しや改善を行い、保育の質の向上に努めている。 

・研修計画を策定し、所外研修にも積極的に参加、受講できるようにしている。 

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 ・b・c 
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良い点／工夫されている点： 

・職務分担表を作り一人一人の職員が責任を持って取り組めるようにしている。また、会議や面談の 

 際に状況を把握し必要に応じて改善できるようにしている。 

・職員間でコミュニケーションをとりながらより良い職場作りを目指し、協力して業務が遂行できる 

 ようにしている。 

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。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・職員配置は市の基準により、各年齢別児童数、障がい児児童数、標準時間保育児童数の状況に応じ 

 人員が配置されている。 

・保育に携わる職員は全員保育士資格を持っており、正規、非正規にかかわらず、保育の専門家とし 

 て職員が意欲的に仕事をするよう指導している。 

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： 

・岐阜市の人事考課マニュアルに沿って、人事考課を実施している。年３回の面談で進捗状況を把握 

 し、業績や能力について評価している。必要に応じて具体的な助言指導を行っている。 

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： 

・職員の有給休暇の取得状況や超過勤務状況は、ＰＣによる管理や出退勤表の確認により把握してい 

 る。保育が円滑に進むようサポート体制を考え、職員が休暇を取得しやすいよう配慮している。 

・日ごろからコミュニケーションを図り、話しやすい人間関係作りを心がけるとともに、ストレスチ 

 ェックの実施や相談部署の紹介、メンタルヘルス研修への参加、ハラスメント研修の実施などを通 

 して、職員の心と体の健康が保たれるよう配慮している。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・岐阜市の目標管理、人事考課を基に、年 3 回所長と面談を行い、成果を認めるとともに、具体的に 

 助言、指導し、意欲を高めるようにしている。 

・新人職員に対しては、前半６か月は毎月、後半は２か月に１回所長が面談を行い、良い点や改善す 

 べき点、重点目標を確認しあい、目標を明確にして仕事に臨めるようにしている。 

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 
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良い点／工夫されている点： 

・市の基本方針に職員の資質向上や職員研修の基本姿勢を明示している。 

・職員の年間の研修計画を作成し、研修の目的を明確にしている。 

・担当年齢別の学習会や市保育協会の部会、公開保育、所内研修などを通し、必要な知識や技術の取 

 得ができるようにしている。また学んだことを職員会議で報告し、資料を回覧して、職員間で資質 

 向上に努めている。 

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。 ○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・職位、経験年数、担当年齢などに合った研修への参加を実施している。また外部研修に関する情報 

 提供も行っている。 

・新人職員には一定期間一緒に保育をし、新任保育士育成担当者を決め相談や指導が受けやすい体制 

 作りをしている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・「実習生受け入れマニュアル」に基づき、養成校や子ども保育課と連携を取りながら受け入れを行っ 

 ている。 

・実習生には事前にオリエンテーションを行い、保育所の特性を理解し、明確な目標を持って取組め 

 るようにしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・岐阜市のホームページ、入所案内等で保育所の基本方針や、保育内容、事業計画等サービスの内容 

 を見ることができる。 

・前回の第三者評価の受審証、苦情解決制度の案内・相談方法が、利用者や来所者に分かりやすく玄 

 関に掲示してある。 

・地域の保健センターや児童館、ＪＡにパンフレットや各種案内を置いている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・毎年岐阜市の指導監査を受けている。今年度の監査では、指摘事項はなかった。 

・常に問題意識を持ち、必要に応じ点検・改善を心がけている。 

改善できる点／改善方法： 
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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： 

・基本方針の中に地域との連携について明文化し、年間計画にも地域との交流を位置づけている。 

・民生委員や地域の方の協力で、野菜の苗植えやさつまいも堀りを行ったり、老人会と夏祭り、花餅 

 つくり、運動会などを通し、交流している。 

・幼保小連携協議会等地域の会議に所長が参加して情報交流し、連携を深めている。 

・中学生の職場体験学習の受け入れを行っている。 

・児童館やエール岐阜などの社会資源の配布物を玄関に置き、情報提供している。 

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 

良い点／工夫されている点： 

・「ボランティア受け入れマニュアル」により基本方針が明文化されており、守秘義務等必要な法令に 

 ついて説明をして、協力を得るようにしている。 

・ボランティアの受け入れについては、職員会議等で計画を伝え、受け入れについての共通理解を図 

 っている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・子ども・若者総合支援センター、保健センター、幼児支援教室、主任児童委員、嘱託医、児童館な 

 どの社会資源の資料をファイリングし、必要に応じて職員や保護者に情報提供している。また、配 

 布物を玄関に置き、情報提供している。 

・所長は、幼保小連携協議会や、児童民生委員との会議などに出席し連携をとり、情報提供している。 

 虐待については、代表者が要保護児童対策協議会に出席し、必要があれば児童相談所と連携できる 

 体制ができている。 

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： 

・子ども保育課「元気子育てサロン事業」により、園庭開放、絵本貸し出し、子育て相談、サポート 

 一時預かり保育を実施している。また、赤ちゃんステーションとして、ミルク用のお湯の提供や、 

 授乳・おむつ替えの場所の提供ができるようにしている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・主任児童委員、保健師との情報交換や地域の会議の交流の中から、地域の子育てニーズの把握に努 

 めている。 



7 

 

・園庭開放や子育て相談を通し、子育てニーズの把握や社会資源の情報提供を行っている。 

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： 

・子どもの人権４つの柱を玄関や保育室に掲示するとともに、子どもの権利条約や人権、性差、虐待 

 防止についての研修を行い、全職員が共通理解のもと子ども一人一人を大切に保育している。 

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： 

・保護者より提出された個人情報同意書を全職員が把握している。 

・「虐待防止マニュアル」、「プライバシー保護マニュアル」を作成し、研修などで周知徹底している。 

・プール遊びの際はブルーシートで外部から見えにくくし、排泄や着替え時などにはカーテンやつい 

 たてを使用して、子どものプライバシーに配慮している。 

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： 

・入所案内や岐阜市のホームページで、サービスの内容を情報公開している。 

・見学希望者には、希望日を聞き随時個別に対応している。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・入所希望者や見学者には、入所案内や保育所案内を渡し、丁寧に説明している。 

・入所申し込み時や新入所児健康診断、入所式、各種行事等の機会をとらえわかりやすく説明してい 

 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： 

・市内の保育所、認定こども園への転所(園)の際には、児童票、個別記録表、健康管理簿等を送付し、 
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 サービスの継続に努めている。 

・就学児については保育所児童保育要録を送付し、保育所から小学校へ育ちが引き継がれていくよう 

 にしている。 

・転所・卒園後も相談が可能であることを伝え、サービスの継続に努めている。 

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、取組を

行っている。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・保護者アンケートを年３回実施している。常時意見箱も設置し、保護者の意向把握に努めている。 

・保護者からの意見や要望を職員会議などで検討し、アンケートの結果や意見に対しての回答を文書 

 で配布している。 

・送迎時の声かけや連絡帳、懇談会などを通し、保護者の意向の把握に努め、職員間で検討し必要に 

 応じて見直しや改善をしている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・玄関と廊下の 2 か所に意見箱を設置し、自由に匿名で意見を出せるようにしている。 

・苦情解決の仕組みや、苦情解決受付担当者を玄関に掲示している。 

・保護者からの意見や苦情を受けつけた場合は、「保護者対応マニュアル」に沿って迅速な対応を心が 

 け、職員会議で話し合い再発防止に努めている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・苦情解決制度の案内や意見箱は、目につきやすい所に設置している。 

・日ごろから保護者への声かけを積極的に行い、相談しやすい雰囲気づくりに努めている。 

・個別に相談があるときは、事務室やほかの保護者に配慮した場を確保し対応している。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・「保護者対応マニュアル」に沿って、担任が対応するもの、所長・副所長が対応するもの等判断し、 

 迅速に対応している。 

・内容は記録し、職員間で内容や対応を共有し、再発防止に努めている。 

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。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・毎月施設・遊具の安全点検を行い、必要に応じて対応している。 

・「安全管理マニュアル」や「災害時対応マニュアル」を整備し、事故発生時の対応や責任等を記載し 

 ている。 
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・様々な想定に基づき避難訓練や不審者対応訓練を実施し、救命講習を受講している。 

・ヒヤリハット研修を実施し、危険箇所の把握や危機管理意識の向上に努め、改善点や対策を検討し 

 ている。 

改善できる点／改善方法： 

 

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： 

・「感染症対策ガイドライン」、「安全管理マニュアル」などを参考に周知している。 

・保護者への情報提供は、個人が特定されないように配慮し行っている。 

・感染症の発生状況を把握し、予防・対応等の研修を行い、適切に対応できるようにしている。 

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： 

・「防災マニュアル」に基づき職員体制を組んでいる。 

・一斉メール配信システム、緊急時引き渡し票を作成し、緊急時の対応を整備している。 

・備蓄リストを作成している。災害時に備え、水、アルファ米、ビスケットなどの備蓄をしており、 

 定期的に市防災課の職員が点検管理している。 

・保護者参加の避難訓練や消防署と連携した通報避難訓練を実施している。 

・自治会連合会長や小学校校長と緊急連絡先を伝え合い、情報の共有や連携がとれる体制を整えてい 

 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： 

・アプローチカリュキュラム・発達に沿った教材及び援助のポイントに基づき指導計画を作成し、保 

 育を実践している。 

・子どもの状況に合わせ内容を検討しながら、実態に合わせて進めている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・年案・月案・週案は、評価反省を行い毎月 1 回提出している。所長・副所長が必要に応じて助言指 

 導し、次の保育に活かし実践できるようにしている。 

・全体的な計画は年 1 回見直しをしている。 

・保護者アンケートや送迎時、連絡帳からの意見・要望を職員会議で検討し、反映できるようにして 

 いる。 

改善できる点／改善方法： 
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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： 

・入所時に岐阜市で統一された様式に家庭状況や成育歴、健康状態等記入してもらい、心身の状態な 

 ど聞き取りをしている。 

・懇談会や送迎時、連絡帳から保護者の要望や意向を把握し、個別指導計画、個別記録等に反映させ 

 ている。 

・障がい児の個別指導計画は、保護者と面談を行い保護者の意向を取り入れながら作成し、その後も 

 子どもの様子や発達について話し合い確認をしながら進めている。 

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 ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・年案・月案・週案はそれぞれ評価反省を行っている。毎月 1 回提出し所長・副所長が確認し、必要 

 に応じて助言指導を行い、次の保育に活かし保育実践をしている。 

・全体的な計画や保健安全計画、食育計画等は年度末に見直しをし、翌年の計画に反映させている。 

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、

職員間で共有化さている。 

○a ・b・c 

良い点／工夫されている点： 

・市で統一された様式に従い、子どもたちの様子を把握し記録している。 

・毎月所長・副所長が目を通し、記載の方法や着眼点を指導している。 

・対応に配慮が必要な場合は、職員会議等でケース会議を行い情報の共有や検討をしている。 

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： 

・個人情報の記録は事務室のカギのかかる場所に保管している。 

・市の規定に沿って保管・保存するとともに、その後シュレッダーにより、適正に破棄している。 

・個人情報保護や守秘義務について毎年研修を行い、保育所からの個人情報の持ち出しの禁止につい 

 て職員に周知徹底している。 

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： 
・「岐阜市保育所全体的な計画」、「アプローチカリュキュラム」に基づき保育の基本方針や目標に 
 沿って年案、月案を立案し、評価反省を行い課題を次に繋げている。                                                                                                       
・理念や方針、目標は各保育室の見やすい所に掲示し、意識しながら保育に当たっている。                                                  
・前年度の反省や地域や子どもの実態、アンケートや懇談で把握した保護者の意向や要望を取り入れ 
 編成している。 

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： 
・毎月の安全点検や毎日の湿度、温度の測定を実施し安全で清潔、快適な環境を整えている。                                                                    
・薬剤師による衛生検査を実施している。                                                                                  
・各クラスでは、子どもたちの発達に合わせて玩具を準備したり、コーナーを作ったりして環境整備 
 をしている。                                                                                                  

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： 
・一人一人の子どもの気持ちに寄り添い、適切な援助を心がけている。                                                                  
・ケース会議を行い、対応や援助方法について共通理解のもと、個々に合わせた対応を行っている。 

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： 
・毎月の「げんき会」で、生活や遊びに必要な約束や病気の予防、健康に関する習慣や態度について 
 わかりやすく子どもたちに伝えている。                                      
・家庭とも連携をとり、基本的生活習慣の大切さを知らせ、一人一人の発達を踏まえた援助をしてい 
 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 
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良い点／工夫されている点： 
・年齢や興味関心に合ったコーナーを設け、子どもが主体的に遊ぶことが出来るようにしている。                                                           
・友達や異年齢の友達と遊ぶ中で、ルールを守って遊ぶことや協同する気持ちが育まれるようにして 
 いる。                                                       
・ＪＡや地域の方と野菜の苗植えや収穫をしたり、老人会とふれあう機会を持ったりして、地域の人 
 との交流を大切にしている。                                                           
・園外散歩や、園庭で遊ぶ中で身近な自然と触れ合う機会を持ち、四季の変化が感じられるようにし 
 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： 
               非該当 

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： 
・連絡帳や送迎時を利用し、家庭と保育所での子どもの様子を伝え合っている。                                                                                 
・一人一人の子どもの思いを受け止めながら援助を行い保育している。                                                                         
・一人一人の生活リズムを大切にしながら基本的生活習慣が身につくように個別の対応をし、安定し 
 た生活が送れるようにしている。                                                                                                                    
・保育士間の連携を密にとり、保護者との関わりを大切にしながら、子育ての喜びが共感できるよう 
 にしている。 

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・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・各年齢ごとの発達に合わせた指導計画を立案し、評価反省から保育内容を検討し、保育を進めてい 
 る。                                                   
・一人一人の思いを受け止めながら子どもたちが主体的に遊べる環境を整え、援助をしている。また 
 以上児会で検討、見直しながら工夫している。                                                                           
・異年齢児が一緒に遊ぶ機会を多く持ち、関わりが持てるような保育を行っている。 

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： 
・エールぎふ、幼児支援教室、専門機関と連携し助言を受けたり、研修等で知識を深めたりして保育 
 に活かしている。                                                                          
・障がい児個別指導計画を作成し、一人一人の成長やその日の様子を見ながら無理のない支援を心が 
 けている。                                                      
・ケース会議を行い、職員間で共通理解している。 

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： 
・家庭的な雰囲気で一人一人が安心して過ごせるような落ち着いた環境作りをし、子どもの遊びたい 
 玩具や好きな遊びを用意し楽しめるように工夫している。                                                                   
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・遅番担当職員は、担任からの連絡事項を送迎時チェック表に記入し保護者に確実に伝わるようにし 
 ている。                                                                                                                                                     
・年間を通して水分補給が出来るようにお茶を用意している。 

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： 
・就学に向けて「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について園内研修をし、保育を通して確認 
 見直しをしている。                                                                     
・幼保小連携協議会に参加している。保育所児童保育要録を作成し、連携を図っている。                                                                    
・小学校との交流を行っている。                                                                                                               
・個別懇談会や送迎時に子どもの様子を伝えあい、安心して就学が迎えられるようにしている。 

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・b・c 

良い点／工夫されている点： 
・保健安全計画に基づいて、子どもたち自身が体に関心が持てるように、月初めには「げんき会」を 
 実施している。                                                   
・毎朝の健康観察から一人一人の子どもの心身の健康状態の把握に努めている。                                                                                 
・既往歴や予防接種の状況は児童票で把握している。                                                                                           
・未満児クラスでは、午睡時に睡眠時観察記録表で安全チェックを行っている。 

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： 
 

改善できる点／改善方法： 
・内科健診、歯科健診は年２回、耳鼻科健診、眼科健診は年１回実施し、個別記録表に記入するとと 
 もに全職員に周知している。                                                                                                                                                               
・保護者には事前調査を行い、診断結果を個別に知らせ、必要な場合は受診を依頼している。                                                                                                                                                                                 
・歯科衛生士による歯磨き指導を毎年実施し、年長児はカラーテスターを実施している。 

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： 
・アレルギー児への対応は「保育所食物アレルギー児の給食マニュアル」に基づき、医師の意見書に 
 沿って対応している。                                                                                                                                                                                                                                                             
・毎月保護者、副所長、担任、給食調理員の４名でアレルギー面談を行い確認している。                                                               
・アレルギー児の食事は他児とは別にし、一人一人個別のトレーに色の違う食器で配膳している。                                                                                                        
・毎食ごとにアレルギー食品のチェックを給食室、事務室、担任で行い確認し、食事の提供状況や様 
 子等を記録している。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 



14 

 

  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 

良い点／工夫されている点： 
・食育計画を作成し、それに基づいて栽培物を使ったクッキングやランチデー、異年齢での会食を行 
 い、食に関する興味や関心につなげている。                                                                                                                                                                                        
・保育士も一緒に食事をとり、楽しい雰囲気の中で食べられるようにしている。                                                                               
・毎週火曜日、金曜日には保育所玄関に給食展示を行い、保護者への情報提供をしている。 

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： 
・「給食マニュアル」に基づいて安全に食の提供が行えるよう職員間で共通理解し、食事の提供を行 
 っている。                      
・管理栄養士により季節感、地産地消の旬の食材を取り入れた献立が立案され、給食献立検討委員会 
 で検討を行っている。 
・クッキングやランチデーを取り入れ給食を楽しく食べる工夫をしている。また、調理員が一緒に給 
 食を食べる機会を設けている。                                                                  
・調理員とも連携をとり、食べ具合や年齢に応じた食材の大きさ等に配慮している。 

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： 
・送迎時や日報、連絡帳を通して日々の子どもの様子を伝え合っている。また、次週の予定を玄関に 
 掲示している。                                                 
・以上児は全員、3歳未満児は希望者のみ個別懇談会を行い、子どもの様子を伝え合うようにしてい 
 る。                                                          
・家庭の状況、保護者との情報交換の内容を家庭調査表や個別記録表に記載している。 

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： 
・子どもの様子を送迎時に日常的に伝え合うなどして、コミュニケーションを図っている。                                            
・保護者からの相談等は随時受け付けている。相談内容は記録をとり必要に応じて関係職員で共通理 
 解を図ったり、専門機関と連携を図るようにしている。                                      
・クラス懇談では不安や悩みをリサーチし、それについて話し合うなど保護者のニーズに応えられる 
 ようにしている。    
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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： 
・「児童虐待対応マニュアル」に基づいて日頃から子どもの心身の状態や送迎時の様子を観察するよ 
 うにしている。                                               
・子ども保育課やエールぎふ、児童相談所など関係機関との連携を図るようにしている。                                                                
・マニュアルに基づき研修を行い、早期発見に努めている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 

  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： 
・指導計画を作成しそれに基づいた保育を実践、振り返りをしていき、反省点と課題点から改善に努 
 めている。                                                 
・公開保育を実践し保育の改善や保育の向上に努めている。                                                                                
・自己評価研修を行い保育の振り返りをしている。 
・月の保育の反省を行い、副所長より助言を受け次の保育へと繋げている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 

 

  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： 
・不審者対応訓練の年間計画を作成し、月一回、様々な想定で訓練を実施している。訓練の反省や問 
 題点を職員会議で話し合い次の訓練に活かすようにしている。また、年1回県警タンポポ班による 
 連れ去り防止教室に参加し意識を高めていけるようにしている。                                                                             
・送迎時を除く10時～15時まで玄関の施錠を行っている。園内4か所に防犯カメラが設置されており 
 24時間体制で防犯対策をしている。 

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： 
・年度初めに年間予定表を配布している。月のたよりで月の詳しい予定を知らせている。                                                                      
・行事に関しては、行事案内を配布して、詳細を知らせている。                                                     
・保育参観、懇談会などに参加できなかった保護者には資料を配布し、内容を伝えている。                                      
・月の誕生児の保護者（希望者のみ）は、誕生会を参観することができる。 
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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： 
・保護者会が実施できるように場の提供をし、保護者会の間は子どもの保育をしている。また必要に 
 応じて保護者会に出席している。                               
・保護者会からの相談には常に応じ、一緒に考え、アドバイスをしている。                                                                 
・運動会では事前に打ち合わせを行い、駐車場係や親子競技の招集用プラカード持ち等の協力を得て 
 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： 
・幼保小連携会議に参加して情報交換しながら連携を図っている。                                                                                
・年長児は小学校との交流会に参加している。                                                                                        
・就学前に各小学校と懇談している。保育所児童保育要録を小学校に送付し、連携を図っている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 

 


