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事業経営は、法人本部の管轄で行われているが、園長は本部の管理者会議で、経営状況
や地域の福祉事業の動向を把握している。職員へは、月1回のクラスミーティングにて
周知されているが、幅広い共通認識を持つという点では、クラス個々ではなく職員全体
会議等での周知が望まれる。コスト面では、コピー用紙の裏を使ったり、物品の経費削
減に努めているが、今後は数値をデータ化し、経営主体である本部に働きかけていく取
組も期待したい。

Ⅰ-２-(1)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めて
いる。

園長は日頃から園内を見回り、各担任に声をかけて、設備の安全や子どもの困りごとは
ないかを確認している。改善点があれば、本部に伝え事業計画に盛り込んでいる。0、
1歳児の教室では、0歳児が寝ているときや危険を感じる時もあることから、カギを手
作りして取り付けるなどの対応を行った。今後は、課題解決に向け職員全体会議などで
周知を図ることに期待したい。

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-３-(1)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策
定されている。

中・長期計画は、法人本部が主体で作成しているが、月1回の管理者会議で、園の理念
や基本方針の実現に向け、反映できるよう働きかけている。今回の第三者評価の受審に
より、園独自の中・長期計画の策定意欲が見られた。園のビジョンを明確にした中・長
期計画の策定に期待したい。

Ⅰ-１ 理念・基本方針

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。

理念や基本方針は、法人本部にて作成されたものを活用していたが、「もう少しわかり
やすく伝えられたら」という思いから、見直しと改善を行った。わかりやすく見える化
をしていきたいという園長の取組は素晴らしい。職員にはいつも目に留まるよう計画書
などの冒頭に記載、保護者へは入園のしおりや園だよりにて、園内には掲示物の充実を
図る意向があり、今後の取組に期待したい。

Ⅰ-２-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

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。

評価細目の第三者評価結果（保育所）
※すべての評価細目（48項目）について、判
断基準（ａ・ｂ・ｃの３段階）に基づいた評価
結果を表示する。

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等の
コメントを記述する。

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織
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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-(1) 管理者の責任が明確にされている。

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。

園長は、自らの役割と責任、不在時の対応や権限委任を含め、朝礼や職員会議で周知を
行い、職員の理解に努めている。今後は、園長を含めた職員全体の役割表や、職務分掌
表の文書化による周知が望まれる。

保護者へは、行事計画や目標などを園だよりに掲載し周知している。今後は、年2回の
四厚報への掲載を考えているとのことで、「法人本部と連携を行い、事業計画の作成を
しているため、相談をしながら見える化をしていきたい」という園長の前向きな姿勢と
実現に期待したい。

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。

月1回のクラスミーティングで、保育課程をもとに作成された月案・週案・日案につい
て評価や見直しが行われている。しかし、個人の自己評価は行われているものの、園全
体を図る指標がないため、園全体を評価できる自己評価表を作成するなど、保育の質の
向上につながる取組に期待したい。

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。

職員は、自己評価を行い課題解決に向けた目標を設定し改善に努めている。毎年行われ
る三者面談（園長、法人理事、職員）を通じ、改善と質の向上に取り組んでいるが、今
後は、園全体の自己評価をもとに課題を明確にし、計画的に改善を図られることに期待
したい。

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。

単年度計画は、園長自ら各教室に出向き、意見や問題点の把握に努め、子どもたちが園
生活を過ごしやすいよう、保育課程の視点からも事業計画につなげている。今後は、職
員全員の意見が取り入れられる仕組みの構築に期待したい。

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。

事業計画は、入職時に説明されている。策定時の職員からの意見の収集は、クラスミー
ティングが主のため、今後は、職員全体が意見を述べる場を持ち、職員参画のもと作成
されたい。また、必要に応じて評価・見直しを行う体制をつくり、よりよい事業計画の
策定に期待したい。

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。
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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。

職員の就業状況は、勤務表で常に把握している。職員の意向は、年1回の三者面談にて
確認し、園長のほか法人理事にも相談できる体制を設けている。職員の要望から、イベ
ント時のTシャツやエプロンを職員会費で購入するなど、福利厚生にも取組んでいる。
さらに働きやすい職場を目指すために、労務管理に関する責任体制を明確にし、相談窓
口を保育所内外に設置されるとなお良い。

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。

人材確保が必要な時は、法人本部に連絡し求人募集をしている。現在人員基準は満たし
ているが、休み等で人員不足の時があり、職員が補いながら対応している。人材確保に
関する園の方針を明確にし、法人本部と相談しながら事業計画に反映させることに期待
したい。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

理念や基本方針に基づいた「期待する職員像等」は、法人本部のものを活用し明確にし
ている。自己評価や三者面談での意見や評価をもとに、管理者会議で情報交換を行い、
法人本部の人事考課制度に準じ処遇を決めている。今後は、園独自のものを定め、職員
が自ら将来の姿を描くことができるような仕組みを構築されることを検討されたい。

児童福祉法の法令集を毎年買い替え対応している。何かあれば、法人本部や行政と相談
できる体制があり、園長は、園内の法令遵守研修や市主催の研修に参加するなど理解に
努めている。定期的に研修や勉強会を実施するなど、職員全体への周知が望まれる。

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)-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。

保育の質の現状は、月1回のクラスミーティングにて把握している。園長は、職員の勤
務状況を見て、時間を調整しながら市の研修に参加を促している。園長自ら各教室に出
向き、意見を聞く姿勢は素晴らしいが、若手職員の意見の吸い上げが難しい場合もある
ことから、職員用意見箱の設置などの工夫を検討されたい。

Ⅱ-１-(2)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指
導力を発揮している。

人事管理は、法人本部を通じて行っている。人員配置は職員の希望を取り入れるなど、
働きやすい職場づくりを心掛けている。今後は、人材育成を含め、職員に見える形での
将来を見据えた基準を定め、職員のやる気を引き出す職場環境の整備に期待したい。

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。
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会計監査は理事の内部監査だけでなく、外部の税理士によるチェックも行われており、
必要に応じて助言を受ける体制がある。園では、購入したいものがあれば園長や担当者
に相談し、物品購入申請書に記入して見える化を図り、小口現金の取扱いのルールも決
めているなど、取組として評価できる。

以前は実習生の受入れがあったが、現在は受入れがされていない。実習生の受入れは、
人材育成や人材確保、また、指導保育士の教育や育成にもつながるため、マニュアルの
整備を図り、積極的に実習生を受け入れることを検討されたい。

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。

基本事項は市のウェブサイトに掲載されている。それ以外の公表は、四厚報や園だより
などを活用するなど、法人本部とどこまで公表するかを相談しながら、積極的な情報公
開を検討されたい。

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。

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。

研修計画は、法人本部が策定している。園は、解決すべき課題についての研修を行い、
キャリアアップにつなげている。研修報告とともに反省、評価をしているが、今後は園
が主導して、職員の研修に関する基本方針や計画を策定されることに期待したい。

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。

昨年から、園の解決すべき課題の他、職員アンケートでテーマを募り、年2～3回園内
研修を行っている。今年度は理念や基本方針を見直したことから、理念や基本方針を
テーマに研修を行う予定がある。OJT研修に参加している職員もいるが、新任職員へ
の指導マニュアルはないため、指導方法を明確にされることが望まれる。

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。

Ⅱ-２-(4)-① 実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成
について体制を整備し、積極的な取組をしている。

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。

自己評価表に目標を記入し、一人ひとり確認がなされているが、目標のみならず、目標
水準・目標期限を具体化し、更なる向上を目指すことに期待したい。また、中間面接を
実施し目標の進捗を確認するなど、育成に向けた取組があるとなお良い。
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園のスペースを活用して、週1回の遊ぼう会の開催、平日に園庭開放を行っている。職
員が地域のつんつく踊りに参加した際は、子どもにチラシを配り、子どもたちと地域住
民が一緒に楽しむ機会となった。職員が地域の避難訓練に参加しているが、災害時にお
ける園の役割を地域と確認し、有事に備えることを検討されたい。

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。

地域で行われる0～6歳会議や地域懇談会、人権会議に園長や担当者が参加して、地域
の福祉ニーズの把握に努めている。また、民生委員から相談があった場合は、園で話し
合いを持ち対応をしている。今後は、把握した福祉ニーズに対する事業活動を、事業計
画等で明文化されることに期待したい。

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。

評議員の方に読み聞かせボランティアとして来てもらったことはあるものの、受入れに
対する基本姿勢を明文化したものは作成されていない。今後は、受入れマニュアルを作
成し、市のボランティアや保護者のママボランティア、地域高齢者の安全ボランティア
など様々な資源を積極的に活用されることに期待したい。

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。

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。

関係機関を明示したリストを職員室に掲示している。虐待防止に関するポスターは、園
の入口や通路、各教室に掲示され、何かあれば連絡や相談ができることを周知してい
る。問題を抱える子どもに対しては、家庭児童相談所→児童相談所→緊急時は直接対応
と、段階ごとに対応できるよう明文化され、職員にも周知されている。嘱託医や医療セ
ンターとも連携が取れており、体制として評価できる。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

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。

野外活動や月曜日から金曜日の園庭開放、毎週火曜日の遊ぼう会、園長自ら行うベビー
マッサージに力を入れるなど、地域と園の交流が行われている。子どもたちが地域の
方々と一緒に山に竹を取りに行き、親子で竹馬づくりを行ったり、中学校や小学校の運
動会の見学や応援など、様々な地域交流が実施されており評価できる。

Ⅱ-４-(3)-① 保育所が有する機能を地域に還元している。

理念や基本方針を保育課程や全体指導計画、自己評価シートに明示して職員の意識づけ
に取り組んでいる。また、園のしおりや園だよりで保護者の理解が図られている。しか
し、職員が正しく理解できているのか確認する仕組みがないため、さらに理解を深める
取組と確認する体制の構築に期待したい。

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-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

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。
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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)-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。

苦情解決体制として責任者、担当窓口、第三者委員が設置され、手順書や園しおりに記
載され、周知が図られている。苦情が発生した場合、手順に従い対応し、所定の要望受
付に記録し保管されている。今後は、園全体で苦情を共有・解決する場を設け、保護者
に配慮した上で公表されることを検討されたい。

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。

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。

懇談会で保護者アンケートを実施し、結果や意見をもとにクラスミーティングで改善に
向け話し合いが行われている。情報は園長に集約され、記録が保管されている。今後
は、園全体で意見や要望を共有し改善に取り組まれることに期待したい。

入園説明会や入園時に、相談や意見があった場合の相談方法や面談室があることを保護
者へ説明している。園の考えや姿勢は周知されているが、職員の理解と認識にばらつき
があることが、自己評価で課題として出たことから改善に期待したい。

開始と変更に対して保護者からわかりにくいとの意見が多数あったため、全体での説明
のほかクラス単位でも行い、説明もクラスごとに変えたところ意見が減った。わかりや
すく説明するための工夫として一定以上の取組がなされているが、保護者の理解と認識
にばらつきがみられる状況から、更なる改善に期待したい。

年間で数人の転園がある。市内の私立保育園の場合は引継ぎ文書はないため口頭で情報
提供が行われるが、幼稚園の場合はない。また、転園のための情報提供や連絡など手順
等が定められていない。また児童要録以外の記録が不十分なため改善に期待したい。

プールや着替え、排泄の際はプライバシーに配慮し、環境整備にも取り組んでいるが、
プライバシー保護や権利擁護のマニュアルが個人情報保護マニュアルにまとめて整備さ
れているため、別々で整備し、職員の理解を深めるための研修等の実施を検討された
い。

Ⅲ-１-(1)-② 子どものプライバシー保護等の権利擁護に配
慮した保育が行われている。

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。

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。

見学や子育て支援のあそぼう会で、園を紹介している。パンフレット以外にミニしおり
や園だよりを配布し、情報量を増やしたり内容もわかりやすくするなど定期的に見直し
がされている。また、地域の回覧板や市にチラシを設置する取組も行われており、積極
的に情報が提供されているが、さらなる情報発信として園独自のウェブサイトを作成さ
れることを検討されたい。

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。

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。
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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。

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。

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方法が確立してい
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。

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。

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。

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。

感染症に対するマニュアルが整備されて、職員や保護者に周知しているが、職員の対応
に課題がある。園長は、職員がとっさに対応できるレベルにしたい、一部の保護者の認
識の甘さを改善したいと考えており、今後に期待したい。また、玩具や設備の消毒の定
期的な実施が望まれる。

園長が責任者であり、事故発生時は園長に情報が集約され、園長の指示のもと対応する
体制がある。事故内容は、インシデント用紙で記録・保管されるが、全体でインシデン
トについて検討する場や勉強会が行われていないことから、実施に期待したい。

保護者からの相談や意見は、朝礼やクラスミーティングを通して対応し、要望受付に記
録し保管されている。懇談会で保護者アンケートを実施し、意見や相談を受ける場を設
けている。今後は、対応マニュアルを作成した上で、園全体で共有する場を設け、保護
者へ説明と公表がされる取組に期待したい。

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。

見直しをする体制は確立されているが、標準的な実施方法の見直しはされていない。ま
ずは、標準的な実施方法を作成し、保育の質の向上に向け、PDCAサイクルにもとづい
た定期的、継続的な検証や見直しが実施されることに期待したい。

年度毎、保育課程を作成し、職員に周知されている。保育課程にもとづき年齢や子ども
一人ひとりの発達段階を踏まえた指導計画が作成されていることが書面で確認でき、十
分評価できる。

避難訓練は、防災計画に沿って毎月実施されている。避難経路の掲示案内が整備されて
おり、各クラスの出入口に避難リュック、ヘルメット、頭巾、乳母車を常備している。
避難具や備蓄品の保管場所に内容と日付を記載し、誰が見てもわかりやすいようになっ
ている。今後は、引き渡し訓練を実施されることを検討されたい。

標準的な実施方法が文書化されていない。生活場面ごとにおける実施方法や手順は、
リーダー職員や職員指導担当者から説明し徹底することになっているが、職員間にばら
つきがあるため、標準的な実施方法の文書化と指導体制の改善に期待したい。
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環境保護に対する取り組みとして、園内活動が主となっている。園外活動を通じてゴミ
拾い時間を設けていくなど、子供たちが環境保護を意識できる取組に期待したい。

Ⅲ-２-(2)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行ってい
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。

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。

民生委員や児童委員との関わりや会議等への参加はしているが、相互協力できる関係ま
では構築できていない状況である。園の行事に参加を呼び掛けながら少しずつ園と関わ
る機会を作り、見守りボランティアや避難訓練への協力などに繋がっていくことに期待
したい。

子育て支援として「あそぼう会」や「ベビーマッサージ」を実施しており、徐々に参加
者が増えているが、子育て支援利用者以外の地域住民や子育て経験者と子育てに関する
連携ができる機会を模索していくことに期待したい。

指導計画や個別計画の実施記録は適切に残されている。職員間の共有は、主にクラス単
位で行われており、クラスごとは円滑に行われている。園長は、職員全体で共有し改善
する場が不足していると感じており、今後に期待したい。

年度毎の記録は、園長が責任者として年度毎に管理されている。保管期限が過ぎた書類
は、適切に破棄できている。保管場所には書類名と年数が記され、棚の施錠も徹底され
ており評価できる。しかし、保護者への個人情報取扱いに関する説明や、職員の認識不
足、勉強会の実施が課題となっており、改善が望まれる。

指導計画の評価と見直しは適切に行われているが、書類係を配置しての指導体制に手探
り感があり、様式を変更して更に精度を上げていく考えがあるとのことで、今後の改善
に期待したい。

Ⅳ-１-② 子供の安全確保について地域との相互協力体制の
構築を行っている。

Ⅳ-１-③ 地域の環境保護に貢献している。

評価対象Ⅳ 三重県独自基準
Ⅳ-１ 地域項目

Ⅳ-１ 地域に開かれた施設運営が適切に行われている。

Ⅳ-１-① 子育て経験者との連携がとれている。


