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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： 3 回 

評価年月日（評価認定書の記載日）：令和３年３月１２日 

継続評価年月日（評価認定書の記載日）：令和４年３月１８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 

・各種保育等記録（個別指導計画案、週案、月案、年案等）をパソコン処理化し、従前の手

書き等による記録業務負担の軽減と記録の統一性を確保すると共に職場内情報の共有化に

取り組んでいる。 

・保護者アンケート調査を実施して保護者の意向等を把握し、結果をホームページに公開す 

るとともに保育業務にも反映する取り組みを行っている。 

 

今後へ期待すること 

・乳幼児保育において最も大切にされなければならないのは、たくさん体を動かし、人と触

れ合っていくことであると、保育指針において指摘がなされている。当園の周囲は住宅地

であるが、少し行くと豊かな自然に恵まれた景観が担保されている。散歩は毎日のように

行われ、また室内外での運動遊びも充実し、人、物との応答の豊かな状況が作り出されて

いる。言語・認知的発達は、安定した情緒を保ち、基本的な活動がベースになることを再

認識し、今後とも豊かな保育活動が創造されることを期待する。 

 

 

 

３ 第三者評価結果に対する事業所のコメント 

今後の保育においても、指針に伴い、安全な保育を引き続き実施してまいります。また、

職員においても、より良い保育ができるよう、学びを止めることなく、今後ともまい進して

まいります。 
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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。 

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 

前回評価結果：ａ 

保育課程（計画）の冒頭に保育理念、保育方針のほか、保育目標を明示している。また、インタ

ーネットや園舎玄関内にも掲示している。 

施設の取り組み内容 

・保護者向けの冊子の内容を、現状よりも更に見やすく、分かりやすくした。 

継続評価結果 

保護者向け説明冊子を保護者が手に取って親しみやすく専門用語を極力避けるなど言葉遣いを含

め分かりやすく再構成して作成配布した。今後も適宜見直してより良いものにしていくことにし

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-(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：ａ 

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

継続的な取り組みを期待する。 

施設の取り組み内容 

・保育所内でオンラインによる研修、講習に参加することができた。 

継続評価結果 

人員配置に余裕がなく、「外部」研修参加は難しい状況にあったが、各主催者（市・保育等団体）

が「オンライン研修」を実施することで研修参加が大幅に増加した。小規模施設にあって、「オン

ライン研修」は参加機会の確保に都合のよいツールであることが伺える。 

 

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 

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。 
ａ 

前回評価結果：ｂ 

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。 
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施設の取り組み内容 

・保護者アンケート調査を実施し、結果をホームページで公開した。 

継続評価結果 

保護者アンケート調査を実施して保護者の意向等を把握し、結果はホームページで公開するとと

もに保育業務に反映するよう努めている。今後も継続的な取り組みを期待する。 

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)-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 

前回評価結果：ａ 

「保育士の意識改革」の中の[３ 保護者の信頼回復に向けた取り組みに関すること]の項で具体的

に明示し、組織的かつ迅速に対応している。 

施設の取り組み内容 

・園長、職員は迅速に対応する事を徹底している。今年度は特にコロナ対策での相談が多くあり

保育通信やホームページでも保護者が不安にならないよう十分な対応をした。 

継続評価結果 

定期発行の保育通信やホームページで情報発信に取り組んでいる。昨今は新型コロナウイルス感

染症に係る相談等が多く寄せられており、市のコロナ等関連情報を含めホームページでも迅速な

発信に努めており、保護者からも歓迎されている。 

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)-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 

前回評価結果：ａ 

「災害時の対策について」のマニュアルを整え、定期的に避難訓練（地震、水害）を実施するな

ど、組織的に行っている。 

施設の取り組み内容 

・毎月、訓練を実施しているが、実際におきた時を想定し頭の中でもシミュレーションをする。 

・各自で行ったシミュレーションを職員会で報告し周知する。 

・常に手順の見直しをする。 

・避難時のために備蓄倉庫を設置した。 

継続評価結果 

災害時対応策のマニュアルを整備すると共に避難訓練を実施している。避難訓練では常に「災害

対応は自分たちのこと」の当事者意識をもって臨むようにしている。なお、新たに国等の補助金

を活用して災害時対応備蓄倉庫を設置してオムツ等の必需品を備蓄した。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

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 
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前回評価結果：ａ 

所轄行政の指針（方針）に基づき書式を含め、記録が適切に行われ、施設長以下職員間で共有し

ている。 

施設の取り組み内容 

・園内の全ての記録を園長が確認し、職員と話す時間を多くした。書類のやり取りをメールで行

うことにより一層スムーズになった。 

継続評価結果 

各種保育等記録（個別指導計画案、週案、月案、年案等）をパソコン処理化し、従前の手書き等

による記録業務負担の軽減と記録の統一性を確保すると共に、職場内の情報の共有化に取り組ん

でいる。 

 

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-(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 

朝の会では、園庭で音楽に合わせ、かわいい姿の子供たちが先生の真似をし、体操をしている。

朝の会から部屋に戻ったら、自分で作った牛乳パックの椅子に間違うこともなくちょこんと座り、

次の指示を待っている。 

施設の取り組み内容 

・普段の環境整備に加え、新型コロナウイルス感染症に対しての、消毒、換気、手洗いを徹底し

ている。 

継続評価結果 

新型コロナウイルス感染症対応を重点に取り組んでいる。特に毎日の体調チェック等は（登園前

自宅チェック、登園後チェック、１日３回の保育室等の消毒など）市の対応方針に則して行って

いる。その他音楽遊びや運動遊びなど、遊び中心の保育に取り組んでいる。 

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 

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。 

施設の取り組み内容 

・家庭環境が多様化する中で、必要に応じて園長による面談を行うなど、一人ひとりに寄り添う

保育を行っている。 

継続評価結果 

保護者も子どもも個性があることを職場全体が理解すると共に、保育士に対して園長等が声掛け

や休憩時間での面談のほか保育上の悩みや困りごと（「一口日記」として記載）へのコメント記載

など、日々の保育上の課題等を解決・解消するよう職場全体で取り組んでいる。 
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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 

保育室は、すべて抗菌され、給食は部屋で取らず、全員が給食室にて食事をしている。 

一人一人の子どもの状態に合わせ、子どもが自信ができるように援助し、体験できた喜びを親子

で共有している。連絡帳には、今日の活動をこまめに伝え、保護者からも信頼を受けている。 

施設の取り組み内容 

・0 歳児からオマルに座る事に慣れていっている。 

・0 歳児から簡単な衣服の着脱を教えている。 

継続評価結果 

0歳児からオマルに座る練習や簡単な衣服の着脱（お座りして「靴下履き遊び」）や寝た姿勢で左

右にゴロゴロ転がったり、風船を追いかけるなど、遊びを通して生活習慣の習得や自立を育てる

取り組みをしている。 

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 

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。 

施設の取り組み内容 

・基本的生活習慣を身に付け、自分のことが自分でできるよう援助している。 

・ただ体を動かすだけでなく、明確な目的を設定して体力づくりをしている。 

・２歳児は、園の周辺を散歩し、季節の自然に触れるようにしている。 

・0、1 歳児は、自然の物を利用した作品作りをしている。 

継続評価結果 

３名の知育アドバイザー資格取得（３か月間のインターネット講習を経て試験合格で認証資格を

取得）保育士が中心になり、新たに月齢や年齢に応じた多様な遊び（転がり・風船・前転等の遊

び）を日常の保育の中に取り入れ、年齢や個々の特性に配慮した保育に取り組んでいる。 

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 

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。 

施設の取り組み内容 

・保育者が子どもと同じ目線になり、触れあっている。 

・50 音や絵本の読み聞かせを行う事で、言葉の発達を促す。 

継続評価結果 

乳幼児保育において最も大切にされなければならないのは、たくさん体を動かし、人と触れ合っ

ていくことであると、保育指針において指摘がなされている。当園の周囲は住宅地であるが、少

し行くと豊かな自然に恵まれた景観が担保されている。散歩は毎日のように行われ、また室内外

での運動遊びも充実し、人、物との応答の豊かな状況が作り出されている。言語・認知的発達は、
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安定した情緒を保ち、基本的な活動がベースになることを再認識し、今後とも豊かな保育活動が

創造されることを期待する。 

 

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 

一人ひとりの子どもの状態に合わせ、子どもが自分でしようとする気持ちを尊重し、右脳教育を

したりプランターで野菜や花を育てたり、運動教育を行ったりしている。 

施設の取り組み内容 

・通信や連絡帳で、園で行っている事を伝え、家庭でも取り組んでもらえるように伝えている。

・ホームページにて、親子で出来る遊び、親子で楽しめる制作、おすすめの絵本を紹介している。 

継続評価結果  

この年代の子どもは、小走りができるようになり、ボキャブラリースパートと呼ばれる飛躍的な

言語発達が認められる。こうした状況で保育は、豊かで創造的な活動を保証することが求められ

る。さらにまた、エネルギーに満ち溢れた子どもの欲求に応じていけば、将来へと導く大きな発

達を保証することになろう。その意味で家庭との連携を深めようとする取り組みは、慧眼である

と称賛したい。単に活動を広めるだけでなく、自らの活動の検証となるのではないだろうか。ま

た方法としても、パソコンの利用は先駆的で、成果の期待の大きいものと推奨され得るであろう。 

 

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 

前回評価結果：ａ 

子どもの健康管理に関するマニュアルがあり、一人ひとりの子どもの健康状態に関する情報を毎

日こまめに連絡帳に記載している。園児は 1 日 2 回体温を測定している。園長先生がチャイルド

カウンセラーの資格があることから、園だより等で健康管理に対する指導を細かく指導されてい

るので、保護者からも信頼されている。 

施設の取り組み内容 

・一人一人の子どもの様子を見ながら、こまめな体温測定、手洗い、消毒を徹底している。 

継続評価結果  

コロナ禍ということもあり子どもの健康管理については、マニュアルに従い十分な注意が払われ

ている。また、SIDS（乳幼児突然死症候群）についての研修会のみならず、乳幼児救急救命につ

いても学習がなされている。 

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 

前回評価結果：ａ 

入所時にアレルギーを把握しているが、園の健康診断の際にも医師からの指示を受け対処してい

る。 
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施設の取り組み内容 

・除去が必要な子に対して、食器の色を替え、他児と席を離し食事をとるようにしている。 

継続評価結果  

マニュアルに従いまた医療機関との連携により、適切な対応を行っている。ただ問題とまでは言

えないが、食器を特別な色にしたり、席を離すことについては、アレルギー疾患対策そのものに

有効とは言え、心の発達の阻害因子とならないか、十分な検証をお願いしたい。〔着眼点〕にあ

る“相違に配慮”は、大変センシティブな問いかけであることを理解していただきたい。 

 

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 

保育室では一切食事をせず、全員が給食室で食事をし、子どもの発達に合わせた食事の援助をし

ている。自園の畑で野菜を育て、収穫した野菜を給食で食べやすいように調理し、ブログを通し

て給食の状況を保護者に伝える等食育を大切にしている。また、アレルギーを持った子どもを把

握し、適切に対応している。 

施設の取り組み内容 

・毎日の給食メニュー、手作りおやつのブログ、毎月の給食便りを通して、食に関する発信をし

ている。 

・菜園活動を通して、食育活動を大切にしている。 

継続評価結果  

食の楽しさを、また安心・安全を大切にしていることが窺い知れる。とりわけランチルームを設

けていること、配膳において保育士が直接携わり、一人ひとりを大切に、量の加減等に配慮を行

っていることが特筆される。また食器の購入にもこだわりを持って行われ、ブログを通じて家庭

への発信も逐次行われている。 

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 

添加物のない食材、調味料を使用し、口に入るものはすべて国産のものを使用している。 

年 3 回クッキング教室を開催、クッキー・餃子・五平餅・手巻きずし等を親子行事で実施してい

る。 

施設の取り組み内容 

・手作り味噌、餃子の皮を手作りするなど、添加物の使用をしない食事を提供している。 

継続評価結果  

園所属の栄養士により献立表が作成されている。給食室との連携は大変良好で、調理員、栄養士

による食事の様子の参観も適切に行われている。また、子ども参加のクッキング教室の開催など

何度も行い、食の大切さを伝える取り組みを積極的に行っている。 
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評価対象Ⅴ 子育て支援 

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 

前回評価結果：ａ 

保護者支援を常に実施し、悩んでいるお母さんは、園長先生に相談し助言が受けられるようにし

ている。 

施設の取り組み内容 

・連絡帳や日々のコミュニケーションに加え、ホームページを通して、様々な情報を発信してい

る。 

継続評価結果  

当園では保護者の安心を何より大切に、子育て支援体制が組まれている。園長が先頭に立ち、経

験豊かな相談者となっていることは、保護者により頼もしく思えるのではないだろうか。また、

日々の送迎の折のちょっとした会話による相談も記録され、職員会などで全職員の共有化が図ら

れている。 

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：ａ 

朝の登園時、園児の視診を実施し家庭での虐待等権利侵害の兆候を見逃さないように、子どもの

心身の状態、家庭での養育の状況について把握に努めている。 

施設の取り組み内容 

・毎日の登園時、前日と変わった様子はないかを目視で確認し、保護者にも必ず様子を聞いてい

る。 

・排泄時や着替えの際にも、全身を見て確認をしている。 

・市役所と情報交換をし、未然に防げるようにしている。 

継続評価結果  

マニュアルが作成され、研修も怠りなく行われている。その実践は観察眼を磨くことで担保され

ている。排泄、着替え時を中心に注意深い観察を続け、早期発見、早期対応に努めている。なお、

心理的虐待など発見されにくい状況もあり、今後とも幅広い研鑽を積むとともに、温かさのこも

った鋭い観察眼を育てていっていただきたい。 
 

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：ａ 

自己評価については、年 1 回実施、保育の改善や専門性の向上に取り組んでいる。 

施設の取り組み内容 

・年に 1 回の自己評価の実施、日々の振り返りを毎日行っている。 
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継続評価結果  

実践の振り返りは実質性を大切にしており、園長とのやり取りの中で専門性を高める努力を続け

ている。日々の振り返りは各保育士が自らのノートに記載するが、毎週金曜日には園長に提出し、

見直しのきっかけとしている。また年度末には、チェック項目を含む一定の様式に従った自己評

価表を作成し、総括をするとともに次年度につなげる取り組みを行っている。 
 

評価対象Ⅶ 個別サービス基準（岐阜県独自基準） 

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 

防犯カメラを設置し、外部からの侵入に対する対応策がとられている。 

施設の取り組み内容 

・刃物を持っての事件が増えていることもあり、不審者対応の避難訓練の見直しを行った。 

・建物内でどのように子どもたちを守るのか、一人一人の役割を再度確認した。 

継続評価結果  

マニュアルの作成、防犯カメラの設置とともに想定訓練も行われており、万全の体制が確保でき

るよう努めている。なお今年度の想定訓練では、各職員の役割の見直しが行われ、子どもを守ろ

うとする意識の向上とともに、体制の整備を頑強なものにした。 

 

 
 
 


