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１ 受審事業者 

経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人 大野町社会福祉協議会 

名称：東さくらこども園 種別：幼保連携型認定こども園 

代表者氏名：園長 滝沢 桂子 定員：１３０名 

所在地：岐阜県揖斐郡大野町相羽７６３番

地８ 

TEL：０５８５－３４－１５３３ 

受審回数： ２回 

評価年月日（評価認定書の記載日）：令和２年１月６日 

継続評価年月日（評価認定書の記載日）：令和３年３月９日 

 

 

２ 総   評 

・「生きる力を育む教育」保育～自己決定のできる子に～を理念とし、子どもが子どもらしく

生き生き過ごせる教育・保育を基本方針に、様々な楽しい体験から教え込む保育ではなく、

自ら学び行動する「待つ保育」を心掛けている。広い園舎、園庭を生かして丈夫な体作り

を目指し、はだし、ぞうり保育を取り入れている。近くの農地を借りての「泥んこ遊び」

や「虫探し散歩」など自然とのふれあいや、地域子育て支援センターに通う未就園児や職

場体験で訪れる中学生と遊ぶなど様々なふれあい交流を行っている。また、外部講師によ

る「英語で遊ぼう」や「体育・サッカー遊び」、「わらべ歌遊び」等に取り組むなど、様々

な楽しい体験から「自ら学び行動する子」に通じる子育て支援を園全体で取り組んでいる

様子がうかがえる。 

・また、前回指摘した項目については、事業計画書の見直し、職員の自己評価表の作成、保

護者アンケート結果への対応、さらにはボランティア受け入れマニュアルの整備等々、真

摯に見直しを行い、改善に向けた取り組みが確実に行われていることがよく理解できた。 

・前回の第三者評価の結果を踏まえて、更に理念や基本方針を推し進めるためにマニュアル

の作成、危機管理＝リスクマネージメントを構築、整備した。 

・職員全体の周知と共有化、保護者とのコミュニケーションを密にしている。 

・新型コロナウイルスへの対策も積極的に取り組み、衛生管理や工夫が随所に取り込まれ、 

きめ細やかな安全対策が施されている。 

・こうした改善が進められている中で、以下の点については更なる改善に期待したい。 

・人材の確保・育成のための施設強化計画がより実効性のあるものになるよう、正規職員を

如何に確保し育成するかについて、長期的な視点に立ち、具体的な方策を組織として検討

し実行されることが望まれる。 

・職員の研修計画については、資質向上に向け、園内部・外部を含めた園独自の研修計画を

策定されることが望まれる。 
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３ 第三者評価結果に対する事業所のコメント 

継続評価では、昨年度の評価結果を基に課題について取り組みましたが、評価を行う調査

委員の皆様には、激励の言葉や期待を込めたご意見をいただきました。これからも質の高い

教育・保育を目指し、努力してまいります。 
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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：ｃ 

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。 

施設の取り組み内容 

事業計画においては、行事予定のみでなく、具体的な活動計画の表記を行う。 

職員会にて、計画案・報告等をし、全体で共有できるようにする。 

 

継続評価結果 

事業計画の表記内容の見直しを行い、行事予定のみでなく、具体的な活動計画の表記がされてい

る。職員会において、計画案の報告等を行い、職員全体で共有できるようにしている。 

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)-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 

前回評価結果：b  

策定中の自己評価表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。 

施設の取り組み内容 

自己評価表を作成、実施し、課題点を明確にし、職員会等で共有していく。 

継続評価結果 

自己評価表を作成の上、実施することで課題を明確にし、職員会等で共有するなど、組織的・計

画的に質の向上に向けた取り組みが行われている。 

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。 

施設の取り組み内容 
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保護者アンケートを行い、集計し、おたより・ホームページ等にて公表していく。 

意見や改善点を求められた際には、提示・説明をする。 

継続評価結果 

保護者アンケートを行い、結果をおたより・ホームページ等で公表している。意見や改善を求め

られた際には、提示・説明している。 

 

評価対象Ⅱ 組織の運営管理 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

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。 b 

前回評価結果：b 

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（主任層と一般 

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。 

施設の取り組み内容 

各階層での目標を決め、課題を把握する。 

計画案の策定。 

継続評価結果 事業計画の他、人材の確保・育成のための施設強化計画を策定している。 

（改善できる点）運営上、核となる正規職員を如何に確保し、育成するかについて、長期的な

視点に立ち、具体的な方策を組織として検討し、実行されることに期待します。 

Ⅱ-２-(２) 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。 a 

前回評価結果：b 

取り組み中の「年次有給休暇の法定取得」達成を期待する。 

施設の取り組み内容 

年次有給休暇が取得できるよう、希望日を聞き、確実に取得できるよう、管理表を作る。 

無駄な業務・作業等を話し合い、見える化することで業務の効率化の実現を行い、時間外労働

の縮減。 

継続評価結果  

年次有給休暇が取得できるよう管理表を作成し、確実に取得できるよう対策を講じている。組

織として、業務改善に努めている。 

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)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 a 

前回評価結果：b 

自己評価の試行から近い未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。 



5 

 

施設の取り組み内容 

自己評価を実施し、目標を設定する。 

職員面談の時期を設定し、職員面談を実施し、職員全体が意欲的に取り組めるようにする。 

継続評価結果  

自己評価を通じ目標設定を行い、職員のスキルアップに努めている。職員面談を実施し、職員

全体が意欲的に取り組めるようしている。 

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。 b 

前回評価結果：b 

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。 

施設の取り組み内容 

コロナの影響で今年度どれ程の研修が行われるかわからないが、研修があれば職員全体に周知

し、参加の有無を問う。 

また、インターネットでの研修なども視野に入れ、どの研修も複数人数が参加できる体制作り

をしていく。 

継続評価結果 

コロナ禍にあって、オンラインでの研修にも参加できるよう環境整備を行っている。 

（改善できる点）現在の研修計画は、外部研修のみの計画となっている。職員の資質向上に向

け、園内部・外部を含めた園独自の研修計画の策定が望まれる。 

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）―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 

前回評価結果：c 

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。 

施設の取り組み内容 

マニュアルを作成し、職員全体に周知し、共有していく。 

継続評価結果 

ボランティア受け入れのマニュアルを作成し、職員全体に周知、共有化している。 

 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
行っている。 a 

前回評価結果：b  

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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施設の取り組み内容 

利用者アンケートを実施し、意見に対し記録をとり、そのことに対して報告を行う。 

また、意見に対しては職員共有をする。 

継続評価結果  

利用者アンケートを実施し、意見に対し記録をとり、そのことに対して報告を行い、職員で共

有している。 
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。 
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 

前回評価結果：b  

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。 

施設の取り組み内容 

意見箱の設置場所を周知し、手紙等配布する。 

苦情に対しては、ホームページや園だよりに掲載するなどし、保護者へフィードバックしてい

く。 

継続評価結果  

苦情に対しては、ホームページや園だよりに掲載するなどし、保護者へフィードバックしてい

る。 

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。 

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 

前回評価結果：b  

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。 

施設の取り組み内容 

ヒヤリハットを作成し、研修を行い、職員全体で把握する。 

定期的または、その都度ヒヤリハットの報告を行う。 

継続評価結果  

前回評価より直ちにヒヤリハットマニュアルを作成されており、ヒヤリハット事例を基にリス

クマネジメント研修を行っている。 

責任者も主任2人を明確化し 定期研修（週1）の機会を設け、その都度周知している。 

職員全体が取り組む体制としている。 

 

 

 

 

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 
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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 

前回評価結果：a 

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。 

施設の取り組み内容 

温湿度計の設置をし、快適に過ごせるようにする。 

家具、遊具の配置を試行しながら改善し、一人ひとりの居場所、空間の確保をする。 

寝具、遊具の衛生管理（消毒、洗濯）チェックリストの作成をする。 

コロナ対策において、部屋の換気、毎日の消毒を徹底する。 

継続評価結果  

各部屋に温湿度計を設置し、新型コロナウイルス対策として部屋を換気し、部屋に入るとき食

事時は消毒している。 

食事中をしゃべらない、同方向に向いて食べる、パーテーションで仕切るなど細かく 

指導、配慮している。 
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 

前回評価結果：a 

子どもたちに何を身に着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。 

施設の取り組み内容 

本園の目標をベースとした、子ども達の基本的生活習慣を全職員で、再確認して、実施してい

く。 

子ども達の何を育てたいかを全職員で共有理解を図り、同じ目標に向かって日々の言葉がけや

見守り体制を統一する。 

静の保育と動の保育の見直しを行い、職員で話し合いを行う。 

どのようなものがあるかを明文化した上で把握し、保育計画の作成を行う。 

継続評価結果  

コロナウイルスの影響で 外出を控えているので 環境をより細かい配慮をして、静と動のバ

ランスを整えながら、子ども達の基本的生活習慣を全職員で再確認、共通理解を図る努力をし

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：b 

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。 

施設の取り組み内容 

障がいのある子どもが、落ち着いて遊べる環境設定、遊具等の充実。 

保護者との面談を行い、意見を取り入れ、生活しやすい環境作り、指導計画を作成する。 

研修会に積極的に参加し、知識を高めていく。 

医療機関、専門機関からの情報提供、助言参考に、環境作りをする。 
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継続評価結果  

個別指導計画を作成され、保護者とも面談を実施し、記録として残されている。 

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 

前回評価結果：a 

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。 

施設の取り組み内容 

長時間保育のための時間的な部屋の利用方法、職員の配置を細かく打ち合わせをし、評価と反

省をし、課題があれば改善していく。 

保育内容については、園長、主幹教諭、副主幹教諭が助言していく。 

継続評価結果  

密にならないよう 部屋の利用法、職員の配置等細かく打ち合わせをしている。 

園長、主幹教諭が保育内容については助言をしている。 

 

 

  Ⅵ－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 

前回評価結果：a 

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。 

施設の取り組み内容 

毎日の視診、検温、午睡チェックを丁寧に行う。 

健康管理に関する研修を実施、報告し職員全員が把握できるようにする。 

保護者との連絡を密にし、情報提供を行っていく。 

継続評価結果  

ＳＩＤＳ研修を全職員で行い 健康管理についても保護者にも情報提供をしている。 

午睡チェックも1歳児は10分おきに行い、毎日の視診検温等丁寧に行い 

職員全員が把握できるようにしている。 

 

 

 

 

 

 
 
  Ⅳ－４ 食事 

 第三者評価結果 

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 
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前回評価結果：a 

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を取り入れている。 

施設の取り組み内容 

子ども達がより楽しく食事ができるよう、リクエストメニュー、セレクトメニューなど取り入

れる。 

食事の際には、美味しく食べられる環境設定をする。 

個々の子どもの食べられる量を把握し、その日の体調を考慮した分量を心掛ける。 

継続評価結果  

子ども達がより楽しく食事できるよう こどもたちからのリクエストメニュー、デザート、お

弁当メニュー等マンネリ化しないよう工夫し、コロナ禍で行事がない中であっても、園内のお

祭り等、楽しく食べられるような環境設定を心掛けている 

 

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 

前回評価結果：a 

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。 

施設の取り組み内容 

ホームページの充実を図り、ブログにて出来事を知らせていく。 

園だより、クラスだよりに保育の様子、日常生活の情報提供をしていく。 

必要に応じて、個別面談をしたり、送迎時には、子どもの様子を細かく話したり、家庭での様

子を聞き、保育の参考にする。 

継続評価結果  

保育内容についての情報提供、周知について、クラスだよりやホームページの充実、ブログ等

に取り組んでいる。また、必要に応じて個別懇談も行っている。さらに、相談しやすい環境を

作り、家庭との連携を密に取り組んでいる。 

 

  Ⅴ－２ 保護者等の支援 
 第三者評価結果 

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 

前回評価結果：b 

児童虐待について、発生予防や啓発を努め、園内研修の実施が望まれる。 
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施設の取り組み内容 

マニュアル作成をし、園内研修を行う。 

毎日の視診に重点をおいて、児童虐待予防に努める、気付いたことがあれば全職員に周知し、

把握、経過観察をする。 

外部研修が実施されれば、積極的に参加していく。 

継続評価結果  

マニュアル、虐待予防チェックシートを作成しており、現時点では虐待を受けている事例には

遭遇していないが、毎日の視診、虐待予防に努めている 

マニュアルを基に、園内研修を行い、全職員で取り組んでいる。 

（関係機関との連携、虐待対応のフォローチャートも視覚化したマニュアルで分かりやすい） 
 

 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 

前回評価結果：b 

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。 

施設の取り組み内容 

保育実践の振り返りとして、自己評価を行い、改善点の把握や専門性の向上に努める。また自

らの姿だけでなく、子どもの育ちに十分着眼し、評価する。それらを園全体の保育実践の自己

評価につなげていく。 

継続評価結果  

今回、東さくらこども園独自の自己評価シート作成している。また、11月初めに全保育士が取

り組む予定で、そのあと園長面談を実施する予定となっている。 

今後、自己評価の診断分析を通じて保育の振り返りや専門性の向上に資することを期待する。 

 

 


