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１ 受審事業者 

経営法人・設置主体（法人名等）：恵那市 

名称：おさしま二葉こども園 種別：保育所型認定こども園 

代表者氏名：園長 里見 みゆき 定員：２４０名 

所在地：岐阜県恵那市長島町永田４４１番

地１ 

TEL：０５７３－２５－２２６５ 

受審回数： ３回 

評価年月日（評価認定書の記載日）：令和３年３月９日 

継続評価年月日（評価認定書の記載日）：令和４年３月１４日  
 

２ 総   評 

「おさしま二葉こども園」は平成３１年４月に恵那市立の２か所のこども園を統合し、新

たに学校法人「恵峰学園」が同市から指定管理者の指定を受けて定員２４０名の保育所型認

定こども園として業務を開始した。 

今回の継続評価は昨年３月の継続評価で取り組み課題が散見された項目等を中心にその後

の取り組み状況を評価した。 

 

特に評価の高い点 

副園長を記録全体の総括責任者に指名し、作成全体の進行管理や記録の整合性の確保に努

めている。また、特別に支援を要する児童の「個別支援計画」の策定に際しては、発達支援

事業所、保健センター等専門機関との情報交換のほか、保護者面談による保護者の意向等も

尊重した計画づくりの策定・見直しを行うなどきめ細かに対応している。 

 

今後に期待すること 

ゆるぎない保育態勢の確立は、親への大きな安心が担保されているものと認めたい。また、

“開かれている”“共に歩む”といった姿勢が垣間見られ、とても好ましいものに感じる。一

方、あまりに美しい園舎、万全なセキュリティは時に近寄りがたさを感じるかもしれない。

昨今子どもの成育環境は、幾分窮屈なものになりつつある。自由闊達な成長・発達に、時に

ブレーキをかけなければならないかもしれない。大変悩ましい問題が横たわっているのでは

ないだろうか。環境を生かし、引き続き範たる保育の探求を期待する。 

  
 

３ 第三者評価結果に対する事業所のコメント 

高い評価を頂きありがとうございました。子どもたちの健やかな育ちのために安心・安全な

保育を心掛けるとともに、保護者に寄り添い信頼される関係の構築に努めてまいります。 

子育てをする環境の大きな変化の中で、子どもたちが心と身体を動かして遊ぶ経験が積める

ようこれからも職員一同研鑽を重ねていきたいと思います。 
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評価対象Ⅱ 組織の運営管理 

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。 

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：ｂ 

常勤職員を主体に職員との個別面談の取り組みを期待する。また、事業拡大にともなう職員増に

対処するためにも、事業主体（法人）が中心となって総合的な人事管理の取り組みの検討を期待

する。 

施設の取り組み内容 

・指定管理の枠組みの中で恵那市との協議の中で適切な人事配置を行っている。 

・期待する職員像について具体的な姿を職員の栞で周知している。 

・常勤職員を主体に個別面談を行っている。面談は希望者がいれば特に期間を設けず行っている。 

継続評価結果 

園長と副園長で常勤職員を主体に面談の取り組みを開始した。期待する職員像（職員の栞）を基

に、職員個々の期待する事項を話し合うと共に職員の悩みの本質を聞く貴重な機会と捉えている。

職員面談は仕事のやりがいの再発見や職場定着の促進にもつながる事項であり、継続的な取り組

みを期待する。 

 

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。 

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：ｂ 

新たに移転統合した園でもあり、いきなりの交流は困難な面もあったと思われるが、今後は隣接

する小学校など、更なる交流の拡大に期待したい。 

施設の取り組み内容 

・合同の帰宅訓練をするなど、小学校と交流の機会を設けた。大勢の児童と園児の交流はコロナ

禍で困難であったが、幼児教育課主催の巡回相談に近隣小学校の教頭にきて頂き子どもの様子

を参観していただいた。 

・コロナ禍で運動会の参観者を制限したが長島町の広報誌で運動会の様子を知らせた。 

継続評価結果 

地元小学校との交流や近隣小学校教頭による保育等参観のほか、小学校長がクリスマスのサンタ

さんになり園を訪れて園児と交流している。また、地元自治会広報誌に運動会の様子の記事が掲

載されるなど、地域等との交流に取り組んでいる。引き続き着実な取り組みに期待する。 

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 
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前回評価結果：ｂ 

「職場体験」と「ボランティア」の受け入れは目的が異なるため、マニュアルは別で整備し、受

け入れの意義や手順等を明文化されるとよい。 

施設の取り組み内容 

・職場体験、ボランティアの受け入れについてマニュアルを作成する。 

・職場体験やボランティアを受け入れる際には職員会で受け入れの目的や意義について周知する。 

継続評価結果：関係マニュアルを新たに整備すると共に今後の対応に備えて職員に周知した。 

 

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ－２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

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)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。 ａ 

前回評価結果：ａ 

虐待事案等に対して、関係機関とも連携を図りながら、ケース会議の開催等、適切に対応してい

る。指導計画は、園児の家庭環境にも配慮しながら作成されている。指導計画の作成にあたって

は、担当者のみならず、支援員、担任、特別支援コーディネーターが参加して支援会議を開催し、

集団での検討が行われている。 

施設の取り組み内容 

・「恵那市こども園運営の手引き」と園の運営がリンクできるように年計画を見直し策定した。 

・年計画が月計画や週の計画に反映されるように月ごとに学年会で話し合う機会を設けている。 

・子どもにとって有益なことを視点にして行事の見直しを行い、保護者会とも話し合いの場を設

けている。 

継続評価結果 

「恵那市こども園運営の手引」を参考に園の運営計画を整理し、計画全体をフローチャート化し、

定期的な指導計画の評価・見直しを図っている。なお、年１回保護者による書面評価を実施する

とともに、保護者会との話し合いの場を設けて、行事等の実施について次年度の計画に反映させ

るなど、保護者の意向を尊重する仕組みを取り入れている。 

Ⅲ-２-(３)   福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

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 

前回評価結果：ａ 

保育要領等の決められた様式への記載は勿論のこと、子どもの個別記録は週案にまで記載があり、

きめ細かい保育が実践されている。特に支援が必要な子どもについては、職員会議で話し合い、

職員間の情報共有に取り組んでいる。 
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施設の取り組み内容 

・学年会を開催し、月案の見直しに取り組む。個に寄り添う計画になる様に週案を作成する。 

・未満児は子の成長に応じた月案を作成する。各案は副園長が確認し、記録に差が生じないよう

にする。 

・年齢別の担任会議、未満児担当会議、以上児担当会議などで職員間の情報共有に取り組んでい

る。 

継続評価結果 

副園長を記録全体の総括責任者に指名し、作成全体の進行管理や記録の整合性の確保に努めると

共に、担任パートごとの会議をこまめに開催しクラス内や職員間の共通理解を図っている。なお、

特別に支援を要する児童の「個別支援計画」の策定では、保健センター等専門機関との情報交換

のほか、年３回保護者面接を実施し、保護者の意向等も尊重した計画づくりの策定・見直しを行

うなどきめ細かに対応している。 

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 

前回評価結果：ａ 

子どもの記録は、管理者の責任において、職員室の鍵がかかる棚に保管している。個人情報の取

り扱いについては、保管場所は職員室とし、園外に持ち出ししないよう、職員に対し周知徹底し

ている。 

施設の取り組み内容 

・子どもの記録は職員室の鍵のかかる棚に保管しており、園外への持ち出しは厳禁とし、職員会

や職員の栞などで周知徹底を図る。 

・個人情報の管理について法人と職員の間で誓約書をかわしている。 

継続評価結果 

採用時に職員は、在職中及び退職後の個人情報保護義務に関して、法人本部と「個人情報保護誓

約書」をかわしている。また、「職員の栞」でも記録の持ち出し禁止等を明記し職員に周知してい

る。その他、記録は事務室内の書類保管庫に施錠し園長がその責を負うなど、管理体制が確立し

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-(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 

恵那市の教育保育４本柱と小学校に行くまでに身に付ける良い生活習慣チャレンジ７があり、市

全体で基本的な生活習慣早寝早起きが身につけるよう取り組んでいる。園内でも、子どもに無理

のないように一人ひとりの子どもの状態に応じて支援している。 

施設の取り組み内容 

・未満児及び支援児は発達に合わせて個別の月案を立てている。 

・3 歳以上児にあたっては幼児コースの長期休暇に合せて、基本的な生活習慣の習得のため、家
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庭と連携して 5 歳児でチャレンジ７、4 歳児でチャレンジ５、3 歳児でチャレンジ３に取り組

み、自分でやろうとする気持ちを育てるように配慮している。 

・家庭から水筒を持参してもらい、活動と休息のバランスが取れるよう「お茶休憩」等の時間を

設けている。 

継続評価結果 

恵那市教育保育（幼児教育）４本柱 [①あいさつ励行、②読書活動（本の読み聞かせ）③遊びや

体験活動の充実、④園独自の活動（動かそう心と体）]を基本方針のもと、家庭と連携して自分で

やろうとする気持ちを育てることを目的に、３歳、４歳、５歳と年齢に応じた基本的習慣の習得

を目指す「じぶんでやるよチャレンジ活動」（５歳児→①はやくねる、②おはようをいう、③じぶ

んできがえる、など７項目）に取り組んでいる。 

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 

生活の中で運動遊びを意識してとり入れている。ドッチボールの線、へびじゃんけん、三輪車の

道なども白線で描いておき、子どもたちが自ら遊びたい種目を選んで活動できるようにしている。

子どもたちが、生活と遊びを通して友だちと活動できるようにしている。 

施設の取り組み内容 

・以上児担当者会議などで話し合い、朝活動で異年齢でわらべ歌活動などに取り組む機会を設け

ている。 

・芋ほり、焼き芋などで年長児が年少児に見本を見せるなど、遊びの中で交流できる機会を設け

ている。 

・子どもと一緒に空の色、風の心地よさなどを体感し、保育教諭が言葉にして子どもに伝える努

力をしている。また、１０の姿（幼児期の終わりまでに育ってほしい姿）を意識して保育に取

り組み、園内研修を行っている。 

・廃材遊び等できるようにコーナーを設けている。 

継続評価結果 

３歳以上児を中心に異年齢交流に着目した遊び（朝活動）を園庭で行っている。ドッジボール、

サーキット、砂場遊び、縄跳びなど、年齢を超えた「仲間づくり」の場となっている。職員は担

当パートごとに遊びの様子や動きを観察してプログラムの改善等を話し合うなど、遊びを豊かに

する保育に積極的に取り組んでいる。 

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 

個別の記録や指導計画を作成し、乳児が安心して遊べる環境づくりに努めている。月齢に応じた

クラス編成や０歳児の発達過程に応じて必要な保育をしている。朝夕の送迎時、日々の状態を伝

えたり連絡帳を通して保護者との連携を図ったりしている。 

施設の取り組み内容 

・保育室をコーナー分けしたり、子どもが手に取りやすい位置に玩具を置くようにしている。 

・１０の姿を意識した言葉がけを意識し、愛着関係を持てるように穏やかに語りかけ、保育教諭
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は子どもに使ってほしい言葉を意識して使っている。 

・個別の指導計画を立て、個の発達にふさわしい人的環境、物的環境を設定している。 

・送迎時に子どもの様子を積極的に話したり、ノートのやり取りをしたりして家庭との連携を密

にしている。 

継続評価結果 

保育室を「遊びコーナー」に分けて、子どもが手に取りやすい位置に玩具を置いて遊びを促すな

ど、興味関心を持って日々過ごすことができるよう配慮している。また、保護者には日ごろから

できるだけ「生の言葉」（日常語）で積極的に話しかけると共に、連絡帳の記載にもそうした配慮

をするなど保護者との信頼関係の醸成に努めている。 

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 

前回評価結果：ａ 

子どもが安心して生活ができ、個々の発達を考慮しながら、のびのびと自分が出せるようにして

いる。また、発達段階に応じた保育がなされ、時々は散歩に出かけるなど工夫している。 

施設の取り組み内容 

・月案で個別の指導計画を作成し子どもの状況に応じて子どもが自分でしようとする気持ちを尊

重するようにしている。 

・園舎が広いため、園内探検を行ったり、園庭に木の実などを置いて探す活動を行っている。ま

た、砂や水など様々な素材を利用して楽しく遊ぶことが出来る環境づくりを行っている。 

・言葉のやり取りが未発達な子どもの状況を理解した上で保育教諭が代弁したりしながら友だち

との関りを仲立ちしている。 

・以上児が未満児の様子を見に来たり、給食の先生に声をかけてもらったりする等保育教諭以外

の大人との関りを図っている。 

継続評価結果 

広い園舎や園庭を活用して、園舎探索や園庭遊びなど体を使った遊びに取り組んでいる。職員に

よる危険個所等の点検を行うとともに子どもたちに危険回避の方法を知らせるなど、危ないとは

どのようなことかを学ぶようにしている。その他、保育教諭が遊びの様子に応じて子どもの行動

を言語化するなど、友だち同士の関わり支援に努めている。 

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 

前回評価結果：ａ 

子どもたちに「今何を身につけてほしいか」を考え、子どもたちが集団の中で自分の力を発揮し

ながら活動できるようにしている。各年齢ごとに遊びを中心においた環境構成の工夫を実践し、

基本的な生活習慣の自立に向けた保育をしている。 
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施設の取り組み内容 

・会議による話し合いで集団や個に配慮した遊びを工夫し、戸外遊びの環境を整備しわらべ歌な

どを取り入れた集団遊びに取り組む。 

・月案や週案の中で、子どもに身に着けてほしい力について配慮できるよう指導計画を作成して

いる。 

・子どもの育ちや、取り組んできた協同的な活動などについて、保護者等に通信やホームページ

を通して知らせる努力をしている。 

継続評価結果 

保育活動全般にわたり態勢が整えられ、適切な取り組みがなされている。とりわけ広い園庭や木

の香り漂う園舎が支えとなり、安定した集団が形成され、子どもたちは伸び伸びと育っていると

認められる。また家庭と一体的な子育てが標榜され、ホームページなどの活用により、こまめな

実践が行われている。 

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 

関係機関との連携を図りながら助言を受けたり情報交流をしたりしている。支援児については、

園内で各ケースごとに研修会を開催し、研鑽を深め、全職員で支援児に必要な知識や情報の共通

理解をしている。 

施設の取り組み内容 

・園舎はバリアフリーになっており肢体不自由な園児に対する環境は整っている。 

・個別の支援計画（サポートブック）を作成することで個に応じた援助を行い、保護者と話し合

いを行っている。 

・巡回相談やドクター相談会等を利用して医療機関や専門機関に相談し助言を受けている。職員

は支援会議や研修などにより、必要な知識や情報を得る努力をしている。 

継続評価結果 

発達支援事業所、医療機関等との連携を積極的に推し進め、支援会議を経て、サポートブックと

称する個別支援計画書が作成されている。また体の不自由な子どもに対応できるよう、バリアフ

リー化も進めており、障害児保育に対する先進性が窺われる。 

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 

前回評価結果：ａ 

恵那市の様式に基づいて小学校へのアプローチカリキュラムを作成し、卒園までに身につけると

良い生活習慣のチャレンジ７に取り組んでいる。  
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施設の取り組み内容 

・小学校と話し合い、連携の計画を一緒に立てる。 

・恵那市の様式に合わせてアプローチカリキュラムを作成し、園の特性に合わせて１０の姿に置

き換える。 

・一年生と年長児の交流の機会を持つ。（詳細は未定） 

・年長児担任と小学校教諭（教頭など）と園児の様子の交流と個別の支援の引継ぎを行う。（3

月） 

・就学児検診に合わせて、10 月と 2 月に保護者が学校を訪問する機会がある。小学校からの手紙

を園で配布する。 

継続評価結果 

就学を見通した支援計画の策定では、市全体を巻き込み体制作りが行われている。また直近の年

長児と小学１年生とのあそびを中心とした交流活動は、コロナ禍において十分達成できていない

が、スムーズな移行、安定的な発達の継続を願う姿勢は、十分称賛されるものであると考える。 

 

Ⅳ－３ 健康管理 

 第三者評価結果 

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 

前回評価結果：ａ 

定期的に健康診断・歯科検診を実施している。歯科衛生指導を年３回実施し、日々の歯磨き口腔

内の衛生に気を配り保護者に伝達している。 

施設の取り組み内容 

・園医による健康診断は年 2 回、恵那市派遣の歯科医による歯科検診は年 1 回行っている。 

・全園児が健康診断を受けることが出来るよう担任及び看護師が管理している。 

・検査結果については担任及び看護師が適切に記載し、引継ぎを行っている。職員室で管理して

いる。 

・歯科衛生指導を行い、園児が口腔衛生に関心が持てるように配慮している。 

・健康診断の結果は担任を通じて保護者に伝えている。 

継続評価結果 

計画・実施等の記録は言うにおよばず、子どもの健康管理に必要な内容は、適切に処理・実施さ

れている。年３回行われる歯科衛生指導は、歯磨き指導中心であるが、健康への意識を高めてい

くものであろうと認識される。 

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 

前回評価結果：ａ 

4 月入園時、アレルギーに関する必要な書類や面談をした後、アレルギー除去食を実施している。

除去食については、給食担当者・園長・クラス担任がそれぞれ必ずチェックし適切に対応してい

る。 
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施設の取り組み内容 

・入園前にアレルギー疾患についてのアンケートを行う。 

・アレルギー疾患のある子どもについては医師の診断にアレルギーの状況の申告書と除去食の申

請書の提出を求めている。 

・給食の提供を開始する前に、園長・担任・給食担当・看護師と保護者の面談を行い、確認した

うえで除去食の提供を行う。 

・給食提供の前に担任、給食、園長又は副園長３者で確認し給食を提供する。 

・職員室の壁にアレルギー児について掲示する。 

継続評価結果 

アレルギー疾患等の子どもに対する取り組みは、マニュアルに従い適切に対処している。またこ

うしたハンディを背負った子どもについては、心のケアも大切であるが、「できるだけ違わないよ

うに」の精神で、メニューや食器等への配慮がなされ、より楽しい食事に結びつけている。 

 

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 

前回評価結果：ａ 

様々な食材を利用し、子どもたちが触れながら調理を楽しむ機会がある。郷土食や収穫体験を大

切にし、献立に取り入れて食育を楽しんでいる。 

施設の取り組み内容 

・食に関する豊かな経験が出来るよう保育計画の中に位置付け、季節感を味合わせることが出来

るようにしていく。 

・年齢別会議の中で子どもが楽しく、落ち着いて食事が出来るよう環境を整える為の話し合いを

する。 

・子どもの発達に合わせた食事の援助を行っている。 

・通信で知らせるなど、子どもの食生活や食育に関する取り組みについて家庭と連携する。 

継続評価結果 

総合的な視点で、楽しい食事ができるよう取り組みが進められている。献立表は市の管理栄養士

によって立てられるが、季節感を味わうことができるよう配慮がなされている。さらに保育計画

との絡みによって、豊かさの工夫が凝らされている。また乳児は口を開けて待っていることも多

いが、食べる意欲に基づき、食べ方指導も大切にしている。さらに様々な通信手段を使い、家庭

に伝えることも重要な課題としている。 

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 

前回評価結果：ａ 

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。一人ひとりの子どもの発育

状況や体調等を考慮した献立を作成し、給食会議では子どもたちが食べている食事の様子を見た

り、聞いたりする機会を設けている。 
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施設の取り組み内容 

・子どもの発育状況に合わせて献立・調理の工夫をしており、具材の切り方や提供の仕方を工夫

している。 

・子どもの食べる量や好き嫌いをなどを把握しており、満足感を味わえるよう配慮している。 

・恵那市の献立にも続いて季節感のある献立になるよう配慮している。 

・衛生管理報告書を利用し衛生管理を適切に行っている。 

継続評価結果 

食事がおいしく安心をして食べられるよう、きめ細かな配慮がなされている。園の栄養士や調理

師が食事提供の中心的役割を担っているが、見届けまでしっかり行われている。また保育教諭も、

当番制ではあるが、給食日誌をつけており、一体的な食事提供体制が整えられている。 

 

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 

連絡帳や送迎時を活用して日常的に保護者と情報交換をしている。保護者がどの職員にも気軽に

声をかけやすいような雰囲気作りに心がけている。 

施設の取り組み内容 

・連絡帳等により家庭との日常的な情報交換を行っている。 

・年度初めの園だより等で保育の意図や保育内容について知らせている。 

・保育参観や運動会などの行事を活用して保護者と子どもの成長を共有できるようにする。頂い

た感想などを通信等で知らせる。 

・家庭の状況、保護者との情報交換の内容を必要に応じて記録する。 

継続評価結果 

連絡ノート、おたより、また送迎時の立ち話を含め、様々な方法により、家庭との情報交換に努

めている。とりわけ未満児においては、もれがないよう、チェック項目を設けた保育日誌をつけ、

綿密な連絡体制、連携を目指している。 

 

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 

前回評価結果：ａ 

セキュリティ専門業者との委託契約に基づき対応している。不審者対応訓練として岐阜県警察と

連携し、子どもと職員が一緒に訓練を行っている。 
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施設の取り組み内容 

・不審者の情報は幼児教育課、恵那市の安心安全メールで受け取ることが出来る。 

・防止策を講じたうえで不審者に対する緊急通報体制を確立している。 

・不審者等の防止策（出入口の施錠等）が講じられている。防犯カメラを設置している。 

継続評価結果 

不審者の侵入に対する防衛策は、施錠、防犯カメラ、警察等との連携、訓練、夜間・休日はセキ

ュリティ専門の委託業者と契約を結ぶなど、また家庭への連絡システムも確かで、考えられる完

璧の体制が構築されている。 

 

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-(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 

定期的に役員会、運営委員会を開催し、職員も参加し、意見交換の場を設けている。 

施設の取り組み内容 

・保護者会が主催する活動に施設を貸出す用意がある。（昨年度は卒園児に向けたコサージュづ

くりのために施設を提供した。） 

・保護者会主催の奉仕活動に職員が参加している。 

・保護者会役員会、運営委員会等に職員も参加し、園の運営についての意見を頂くなど常に話し

合いの場を設けている。 

継続評価結果 

園の運営は保護者に開かれ、また共に歩もうとする姿勢の濃厚さを感じる。プールの組み立て、

窓拭き、園庭の整備さらには、卒園生の胸に飾るコサ―ジュ作りなど、親の労力的参加が保育の

支えとなっていることは、子どもの胸にも深く刻まれていくのではないかと推測される。ただ、

親の多忙さや、割り切った“契約”思考が強く打ち出されてくると、現体制の維持が難しくなる

かもしれない。今後とも努力と配慮によって、良き伝統を守っていただきたい。 

 

 
 


