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１ 受審事業者 

経営法人・設置主体（法人名等）：株式会社レガーメ 

名称：保育所ちゃお 種別：小規模保育事業（Ａ型） 

代表者氏名：園長 西尾 千代子 定員：未満児１９名 

所在地：岐阜県恵那市大井町 2711-35 TEL：０５７３－２６－２２５６ 

受審回数： ２回 

評価年月日（評価認定書の記載日）：令和元年１２月２４日 

継続評価年月日（評価認定書の記載日）：令和３年３月１２日 

 

２ 総   評 

「保育所ちゃお」は、小規模保育事業Ａ型保育所として平成２９年１０月に株式会社レガ 

ーメが３歳未満児を対象に定員１９名の施設として事業を開始した。 

 今回の継続評価は、先の本評価（令和元年１２月実施）で取り組み課題が散見された項目

を中心にその後の取り組みの状況を評価した。 

 特に評価の高い点としては、 

・年間事業（行事）計画について、主に年度末にクラス内協議や職員会議等で検討し、職員 

に周知するなど策定に係る意見の集約や決定プロセスが適切に行われている。 

・人材の定着育成について、施設長や主任保育士等が適宜個別面談を行い、意向の把握に努 

めるとともに施設内研修等を実施し、人材の定着育成に取り組んでいる。 

・園児一人ひとりの発達を分析し、家庭との連携、支援を続け、未満児保育の専門性を高め

る努力をしている。 

・保護者の中から長く当園を利用して頂いている保護者 2 名を選出し、新たに保護者会を設 

立するなど、日頃から保護者との連絡、コミュニケーションが取れるよう努めている。 

 改善を求められる点としては、 

 利用者満足に関する調査（アンケート）を定期的に実施する等、広く保護者の要望等を承

知し、園運営に資する取組に期待したい。 

 

 

 

３ 第三者評価結果に対する事業所のコメント 

昨年に引き続き、評価、ご指導頂きありがとうございました。昨年度の評価結果を励みに、

改善点は話し合いを重ねながら、職員一同、保育に取り組んで参りました。今年度の結果を

また励みにし、より良い保育が提供できるよう、力を尽くしていきたいと思います。 
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Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

 Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

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 

前回評価結果：ｂ 

当該年度に重点的に取り組む事項（例示：諸設備の改善、健康管理及びけが対応の強化、職員研

修、関係機関・施設等との連携強化等）を職員参画により具体的に明示するなど、園全体で取り

組む指針となるような「事業計画」の策定を期待する。 

施設の取り組み内容 

予算をはじめ、パンフレットや保育課程等、事業計画の整備を行っている。 

継続評価結果 

年間事業（行事）計画は主に年度末等にクラス内協議や職員会議等で検討して作成し、全職員に

周知するなど意見の集約や決定プロセスも適切に行われている。 

 

Ⅰ－４ 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。 

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 

前回評価結果：b 

「自己分析・評価」や「自己点検・自己評価」を分析し、結果を次の対策に活用する取り組みを

期待する。 

施設の取り組み内容 

現場保育士のみで課題や改善方法を話し合う時間を増やし、改善に取り組んでいる。 

継続評価結果 

施設内で日頃の課題解決等について現場保育士を中心に勉強会を開催したり、園全体で社会人と

してのマナーや保育業務の基本の学習などに積極的に取り組んでいる。 

 

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 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 
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 

前回評価結果：a 

安全管理・事故防止、災害時対応、苦情処理、個人情報の取り扱い、虐待防止、給食調理業務等

のマニュアル整備のほか、「ヒヤリハット・メモ」の記載など、業務の実効性を高める取り組み

に指導力を発揮している。 
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施設の取り組み内容 

経営の改善は、従来通り顧問会計士、顧問社労士と行なっていく。新たに人事や労務を担当する

職員 1 名を社内に配置し、業務が円滑に回るような体制にした。 

継続評価結果 

顧問会計士や同社会保険労務士のコンサルのほか、新たに人事労務管理等に精通した支援スタッ

フを得て、最近の働き方改革への対応に備えるなど、経営基盤の強化に努めている。 

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。 

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 

前回評価結果：b 

研修を含む育成計画等について今後の取り組みの検討を期待する。 

施設の取り組み内容 

保育士の資格だけで無く、さらに専門性を高めるための資格を取得し、職員のスキルアップを図る。 

継続評価結果 

人材確保、定着等は常に留意しており、大きな課題と認識している。事業開始（平成２９年１０

月）後、しばらくの間は施設長にこうした業務が集中したが、現在は主任保育士等と協議しなが

ら取り組んでいる。施設内職員研修のほか、新たにレクレーション指導資格（２名）や救命救急

資格（１名）取得に取り組むなど今後の取り組みに期待が膨らむ。 

Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a 

前回評価結果：a 

施設長は毎月開催する職員との個別懇談会を人事管理の機会としている。 

施設の取り組み内容 

施設長や人事担当者が定期的に個人面談を行い、職務についての確認、問題や相談事の解決など

に取り組む。 

継続評価結果 

総職員数が１１名の比較的小規模の組織であり、日常的に職員の動静の把握ができる環境にある

。主任保育士と人事労務管理等に精通した支援スタッフと情報交換しながら、施設長等が個別面

談を行い、職務の状況や課題、個人的悩み等の把握並びに助言等に努めている。 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

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 

前回評価結果：b 

全体の職員数が少なく、特に外部の研修参加に苦慮（勤務体制の確保等）する実情は理解できる

が、中長期的な観点から、研修計画の策定と実施を期待する。 

施設の取り組み内容 

職員それぞれが考え、勉強会の資料を作成し、勉強会を行う。 

継続評価結果 

職員研修の重要性を理解し、年度計画のもとに「職員勉強会」を定期的に開催している。今後も
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継続的な取り組みを期待する。 

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 

前回評価結果：b 

中長期的な観点から研修機会等の確保を期待する。 

施設の取り組み内容 

新任職員は各自資料を読み、レポートを提出するなどし、中止となった外部研修を補う。 

所内勉強会の機会を増やす。 

継続評価結果 

前項と同様、施設内で「職員勉強会」に取り組むなど、研修機会を確保している。職員の勉強会

や研修は適正な業務推進の要件の一つでもあるので、引き続き地道な取り組みを期待する。 

 

Ⅱ-３ 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。 

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 

前回評価結果：b 

情報公開の内容（程度）について、例えば所轄行政等の助言を得るなど、今後の対応の検討を期

待する。 

施設の取り組み内容 

ホームページで保育等の内容を中心に情報を発信している。 

継続評価結果 

保育理念や基本方針等についてホームページなどで公開している。なお、機会を見つけて公開している内

容（項目）の妥当性について、研究されることを期待する。 

 

Ⅱ－４ 地域との交流、地域貢献 
Ⅱ-４-(１)  地域との関係が適切に確保されている。 
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 

前回評価結果：a 

2 歳児クラスの園児は近隣の老人ホームと交流している。今後も継続的な交流を期待する。 

施設の取り組み内容 

年に 2、3 回、老人ホームを慰問したり、散歩の際に立ち寄ることで、地域のお年寄りとの交流

の機会を設ける。 

普段の保育活動に散歩を取り入れ、地域の人たちに出会った際に挨拶をするなどの交流を図る。 

継続評価結果 

地域交流の柱として、２歳児クラスの子どもたちが近隣の（特別養護）老人ホームを訪問し利用

者の方々と交流している。クラス年齢を考慮すると先駆的な取り組みと評価できる。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 
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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 

前回評価結果：a 

児童相談所や消防署、医療機関、保健所などの機関や民生（児童）委員等との連携を図る仕組み

を整備している。 

施設の取り組み内容 

行動が気になる子どもの情報は保健センターや病院と連携し、慎重かつ早い対応をしていく。 

継続評価結果 

児童相談所や消防署、医療機関等との連携確保を図る仕組みを整備し、職員に周知、徹底してい

る。 
 

 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-(３) 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。 

b 

前回評価結果：ｂ 

保護者参加の行事を実施した場合に、例えばアンケート調査を行うなど広く保護者の要望等を

承知し、次回の行事の参考に資するなどの取り組みを期待する。 

施設の取り組み内容 

ホームページや園便りのほか、保護者連絡帳、給食便り等で保護者からの要望に迅速に対応し

ている。 

継続評価結果 

新たに保護者会を設立するなど、日頃から保護者との連絡、コミュニケーションが取れるよう

努めている。 

（改善点できる点） 

利用者満足に関する調査（アンケート）を定期的に実施するなど、広く保護者の要望等を承知

し、園運営に資する取組に期待したい。 

 

  
 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。 

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 

前回評価結果：a 

所轄行政の指針（方針）に基づいて取り組んでおり、実施方法が確立している。 

施設の取り組み内容 

職員研修、職員会議、施設長との面談を行い、全ての保育士が自分で考え、質の高い保育が実

践できるようにする。 
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継続評価結果  

職員研修、職員会議、施設長との定期的な面談等を行い、全ての保育士が自分で考え、質の高

い保育が実践できるように努めている。 
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 

前回評価結果：a  

所轄行政の指針（方針）に基づいて取り組んでおり、見直しをする仕組みが確立している。 

施設の取り組み内容 

些細なことでも気づいたことは報告し、職員間の話し合いの機会を十分に設けることで、常に

検証、見直しをしていく。 

継続評価結果  

些細なことでも気づいたことは園長に報告し、職員間の話し合いの機会を十分に設けることで、

常に検証、見直しに努めている。 

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。 

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 

前回評価結果：a 

所轄行政の指針（方針）に基づいて、指導計画を適切に策定している。 

施設の取り組み内容 

保育課程に基づいた指導計画を作成、実施する。 

特別な支援を要する児童に加配を付けるなどの対応をする。 

継続評価結果  

保育課程（全体的な計画に改定）に基づいた指導計画を作成し、実施している。 

特別な支援を要する児童に加配を付けるなどの対応をしている。 

 

評価対象Ⅳ 保育内容 

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－（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 

前回評価結果：a 

子どもの要求を受け止め、分かりやすい言葉で、穏やかに接している。フラッシュカードでは、

年齢にかかわらず、早い速度でカードをめくることを継続しており年齢に応じた理解をしてい

る。保育士がカードの名前を聞くと指差し、言葉が言えなくても理解することが分かった。月

数の差がある子にも、しっかり配慮し、「三つ子の魂百までも」の精神を取り入れ、今現在が

大事だと受け止め保育をしている。 

施設の取り組み内容 

身長、体重等を記録に残し、お帳面にて保護者へ発信する。 

SIDS に関する情報をチラシやしおりにて保護者に発信する。 

継続評価結果  

園児一人ひとりの発達を分析し、家庭との連携、支援を続け、未満児保育の専門性を高める努
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力をしている。 

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 

前回評価結果：a 

子どもが何かをしようとする力を育てることに重視し、0 歳児からでんぐり返しなどの柔軟体

操をしたり、無農薬野菜を中心に園庭でも野菜育てたりしている。おなかがすいたというリズ

ムを持てるようにすることと、必要な栄養量を補うという栄養面を留意することにも心掛けて

いる。 

施設の取り組み内容 

地域との直接的な関りはありませんが、社会体験については園外散歩をする中で、出会う人へ

「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」などの挨拶ができるよう伝えている。 

継続評価結果  

保育者と園児、家庭と園児、保育者と家庭での挨拶を大切にするなど、子どもが主体的に活動

できる環境の整備に努めている。 

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 

前回評価結果：a 

一人ひとりの生活リズムを整えながら、安心できる保育者との関係の下、0 歳児だからではな

く、自分でしようとする気持ちを育てている。 

施設の取り組み内容 

0 歳児の月例の発達を個別に細かく把握し、その子に合う保育内容を丁寧に行う。 

継続評価結果  

0歳児の月例の発達を個別に細かく把握し、その子に合う保育内容を丁寧に行っている。 

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 

前回評価結果：a 

障がいのある児童はいないが、気になる子には保護者との連携、子ども同士のかかわりを大切

にして、ともに成長できるように支援している。 

施設の取り組み内容 

障害に関する知識、情報は園長が勉強会を設け実施している。 

定期的に障害に伴う勉強会を続けて行く。 

園外の研修については、今後、取り入れていく。 

継続評価結果  

障害に関する知識、情報は園長が勉強会を設け実施しており、療育機関との連携もできている。 
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 評価対象Ⅶ 個別サービス基準（岐阜県独自基準） 

 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 

前回評価結果：a 

未満児保育のため、親の姿が見えることで泣いてしまったり、親から離れられない等保育の妨

げになったりするため、日常の園児の姿を見てもらうことができない。その代わりに、連絡帳・

ブログを活用し子どもの園での姿をこまめに伝えている。 

施設の取り組み内容 

保護者宛にアンケートを実施する。 

継続評価結果  

新たに保護者会を設立するなど、日頃から保護者との連絡、コミュニケーションが取れるよう

努めている。 

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 

前回評価結果：a 

保護者会は設けていないが、年 1 回交流会を実施、保護者とのコミュニケーションをとってい

る。 

施設の取り組み内容 

保護者の中から長く当園を利用して頂いている保護者2名を選出した。 

継続評価結果 

保護者の中から長く当園を利用して頂いている保護者2名を選出し、新たに保護者会を設立する

など、日頃から保護者との連絡、コミュニケーションが取れるよう努めている。 

 

 


