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※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。

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。

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。

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

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。

〈コメント〉理念、基本方針は明文化され、職員には新任研修や総会等を通じて伝え、自己評価で理
解の程度を把握している。保護者へは、入園時の説明会の他、年2回の総会等を通じて周知され、理
解を促している。ウェブサイトは現在見直しを検討中であり、見直しにより分かりやすい周知がなさ
れる事に期待したい。

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。

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)-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。

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。

〈コメント〉園の経営状況の把握や分析は、法人の常務理事が中心となり、事務長、法人内の各園長
（3園）と協力して行われ、園児数や職員数、コスト等のデータが的確に把握されている。行政や他
園の情報も、四日市市の園長会で情報収集と把握されている。

〈コメント〉経営課題を明確にし、地域のニーズ対応や職員のキャリアパス構築の為に新園を創設や
休日保育を実施するなど、具体的な取組が行われている。職員へは総会で決算報告や園の経営状況と
併せて事業方針に関する説明が行われ、理解を促している。園長が経営に深く関わっている事もあ
り、職員の理解度が高く、非常に協力的である。

〈コメント〉中・長期計画が策定され、現状の分析を基に将来的な計画が立てられているが、取組を
始めたばかりで、主な内容が現状の課題となっている。中・長期的なビジョンを明確にした事業計画
の策定に期待したい。

〈コメント〉単年度の事業計画は、年間の運営方針の他、保育状況や財政状況についても盛り込まれ
ているが、今後は、中・長期計画を踏まえた単年度の事業計画の策定に期待したい。
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Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

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。

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。

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。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

〈コメント〉単年度の事業計画は、園長主導の下、経営に関する情報や園の課題を盛り込み、職員も
参画して策定されている。また、評価・見直しを年度毎に行い、次年度の事業計画策定に生かす仕組
みがある。事業計画には、保護者が主体的に策定した保護者会の事業計画も含まれており、特色ある
事業計画となっている。中・長期事業計画は、まだ取組を始めたばかりという事もあり、今後の取組
に期待したい。

〈コメント〉事業計画についての説明や、振返りは保護者が参加する総会にて説明が行われている。
また、事業計画の策定に保護者も関わっている事もあり、保護者の事業計画についての理解度が高
く、評価できる。

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。

〈コメント〉年3回、園全体で基準に基づいた園の自己評価を行っている。評価の内容については園
長がとりまとめ、職員会議やチーフ会議で検討が行われている。今後は、評価の分析、課題の設定、
改善計画、改善計画の進捗確認の一連の流れが分かるような記録を残し、PDCAサイクルを意識した
取組に期待したい。

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

〈コメント〉自己評価の結果で明らかになった課題は、職員会議等で改善に向けた話し合いがされ、
改善策がとられている。今後は、検討結果や改善計画などを文書化し、計画的な改善策を策定し、自
己評価をより有効に活用されることに期待したい。

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。

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ

〈コメント〉園長は、日頃から職員とのコミュニケーションが十分取れており、職員は園長の役割や
責任について、ある程度理解し業務に当たっている。また、不在時の権限移譲は、防災マニュアル内
に記載があり、対応方法が定められている。今後は、職務分掌表を作成し、会議等で表明していくこ
とを検討されたい。

〈コメント〉園長は遵守すべき法令について、市から提供される情報や外部研修に参加して理解を深
めると共に、職員へ学んだことを伝えている。また、労務関連についてわからないことがあれば顧問
社労士に質問できる環境があり、業務に役立てている。法令遵守規定や保育園に関する法令、福祉分
野に限らない法令のリストなどを整備して、常に確認できる状態にされるとなお良い。

〈コメント〉園長は年3回の自己評価や年1回の職員面談、及び日々の業務を通じて園や職員の状況を
良く把握しており、職員に対して外部研修の受講や保育実践の発表等を促し、職員の資質向上に向け
た取組を推進する等、意欲的に指導力を発揮している。

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。

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。

Ⅱ-１-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。
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Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

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。

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。

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。

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。

〈コメント〉園長は、定期的な面談や相談等で職員の就業状況や意向を把握し、職員への配慮に努め
ている。有給休暇は希望に応じて取得されている他、育児休業も快く受け入れる文化があり、復帰率
も高い。また、年間の離職率はほぼ0で、定着率も非常に高い。ヒアリングでは職場の人間関係が良
好であるという意見が聞かれ、働きやすい職場づくりができている。

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。

Ⅱ-２-(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。

〈コメント〉年度初めに職員は個人目標を設定し、中間面談で進捗の確認が行われる仕組みがある。
今後は、「期待する職員像」を明文化し、それを踏まえ目標項目、目標期限等を明確にした目標設定
を作成されることを検討されたい。

〈コメント〉園長は理事会や経営会議で得られた経営状況等の情報を職員会議等で職員に伝え、理解
を促している。また、新園立上げの際には法人の事業方針に沿ってプロジェクトメンバーを選抜し、
立上げの体制作りに協力するなど、指導力を発揮している。

〈コメント〉新園の立上げや、定年や出産・育児休業等であらかじめ職員が必要だと分かっている場
合は、採用予定数などを定めて採用活動を行っている。離職率が非常に低く、人材の確保には困って
いないとの事だが、今後人材不足が予想されているため、人材確保や定着に関する計画を法人の中・
長期計画と併せて策定することを検討されたい。

〈コメント〉園長は、面談を中心に職員の自己評価や普段の仕事ぶり等を見て評価している。園長と
職員の関係が密であり、職員一人ひとりの専門性や能力等は十分に把握されているが、法人として
「期待する職員像」や人事基準等の策定が、今後の課題となっている。

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。

〈コメント〉外部研修の年間スケジュールを職員に伝えて希望を聞いたり、職員に必要と思われる研
修を考慮して参加する研修が割り振られ、研修計画が策定されている。今後は、園としてどのような
職員になって欲しいかという「期待する職員像」を明文化し、研修に関する基本姿勢を基本方針や計
画として策定されることを検討されたい。

〈コメント〉外部研修の参加が推奨され、研修費や研修に必要な交通費についても支給がある。職員
の要望に合わせた園内研修や、法人内の他保育園と合同で年代別に開催される研修等も実施されてい
る。新人職員についてはチーフがついて個別にOJTが実施されている。研修の機会は十分に確保され
ている。
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Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。

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。

〈コメント〉子どもたちはお散歩で近所住民と交流するほか、地域の老人会の行事に年2回参加した
り、民生委員との交流や老人ホームが所有する畑での芋ほりなど、地域との交流や社会体験ができる
機会がある。地域との関わりは理念や基本方針にも明文化されており、今後より交流を広げていくこ
とも検討している。

〈コメント〉ボランティアの受入れ規定が定められ、ボランティアの受入れが行われている。地域の
学校教育にも協力し、職場体験や保育体験の受入れ、自主学習のボランティアなど積極的に受入れを
行っている。今後は、ボランティア等の受入れに対する基本姿勢や方針を明文化し、地域へ発信する
取組があるとなお良い。

〈コメント〉実習生の受入れの規定が定められ、実習生が守るべきルール等も決められている。実習
プログラムは学校が用意するものに沿って事前の打ち合わせを行い、効果的な実習ができるよう配慮
がされている。通常の実習生の他、自主的に保育を学びたいという学生を受け入れる取組もされてい
る等、専門職の育成に貢献する姿勢は素晴らしい。

〈コメント〉保護者へは掲示物やお便りを通して園の運営について情報公開が行われている。ウェブ
サイトのリニューアルを検討中との事で、これを機会に地域への情報発信が充実する事を期待した
い。

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。

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-(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-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。

〈コメント〉日頃関係のある社会資源についてはリストアップがされ、把握されている。児童相談
所、保育所、障がい者施設が連携して課題に取り組む虐待ネットワークに参加し、ケース検討をする
取組も行っている。また、保育団体連絡会に参加したり、関係機関と定期的な連絡を取るなど、連携
が進められている。

〈コメント〉火・水・土曜日に子育て支援事業としてホールを地域の子育て世代の親子に開放してい
る。保護者会主催の講演会に園長がスピーカーとして参加し、保護者に役立つ情報を提供している。
また、災害時に避難所として利用ができる旨の看板を出し、地域の防災に積極的に貢献している。開
園後、周囲に住宅や高齢者施設が建ち賑わいが増したとの事で、園の存在自体が地域の活性化に貢献
しているようである。

Ⅱ-４-(3)-① 保育所が有する機能を地域に還元している。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

〈コメント〉経理規定が定められ、関係する職員に周知がされている。また顧問会計士から経理に関
する指導やアドバイスを受けている。外部の会計士による経理のチェックも受けており、熱心に取組
がされている。

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

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。

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。
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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。

〈コメント〉市役所にパンフレットが設置され、情報提供がされている。また、資料は写真を多く掲
載し、イメージが伝わりやすいような工夫がされている。外国人の方へは、市が作成したものを必要
に応じて使用している。現在ウェブサイトのリニューアルを検討中との事で、掲載情報の充実に期待
したい。

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 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。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

〈コメント〉子育て支援事業で保護者の意見を収集し、収集した意見は市で分析がされ、政策に活か
されている。また、地域の民生委員から情報を得て、子育てに困っている家庭の支援（行政に繋げる
など）を行う事もある。地域の福祉ニーズに応えた事例として、同一法人が運営する他園で実施され
ている休日保育があり、人員を派遣するなど協力している。

〈コメント〉保育所変更の際は、園長が転園先に情報を提供するなど対応を行っている。転園する地
域とのつながりから転園が不安な保護者に情報を提供することもある。退園・転園後も保護者とのつ
ながりが強く、担任がお手紙を出して保護者に連絡したりお祭りの案内をしたり、何かあればいつで
も相談できるよう伝えている。

〈コメント〉保護者アンケートを定期的に行っている。また、保護者会会長が園の運営委員会に参加
し、保護者も運営に関わっているため、意見や要望が反映されやすい環境である。子ども本人の満足
は、場面記録を通じて子どもの気持ちを推し量るよう心がけている。利用者の気持ちに寄り添った運
営が行われている。

〈コメント〉保育方針や保育課程の中に子どもを尊重する姿勢を明示し、職員は一番大切にすべきこ
とと理解し保育を行っている。職員間で共通の理解をすすめるための研修や、自己評価を通して確認
する仕組みがあり、子どもの仲立ちを支援したり、男女の差がないように配慮するなど、日々子ども
を尊重した保育が意識されている。保護者へは、「今年の保育で大切にしたいこと」を配布し、理解
を促している。

〈コメント〉個人情報保護マニュアル・虐待対応マニュアル等が整備されている。また、外から見え
ないようにプールに囲いを設けたり、家庭の情報が分かるものは封筒に入れて外部から見えないよう
に配慮して手渡しをする事が徹底されている等、工夫がされている。

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。

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。

〈コメント〉例年2月以降に入園説明会を実施し、保護者に説明を行っている。また年度途中の入園
者については個別に説明を行っている。入園のしおりは毎年見直しがされ、必要に応じて変更がされ
ている。保護者の園の運営への関わりが多いため、よく理解されている様子が窺える。

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。

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。
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第三者評価結果
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〈コメント〉災害時の体制はマニュアルに定められている。また地元消防署と協議の上、防災計画が
立てられている。災害時の非常持ち出し袋には子どもの名簿があり、保護者以外の連絡先も把握され
ている。

〈コメント〉年間指導計画を基本的な業務マニュアルとして位置づけ、職員は年間指導計画を基に業
務を行っている。職員の理解度は、週案・月案の内容を見て主任・園長が判断し、必要に応じて指導
を行っている。標準的な実施方法は、保育場面において誰もが必ず行わなければならない基本となる
部分を共通化したものであり、一定の水準・内容に保つためのものであるため、保育業務に沿った標
準的な実施方法を作成されることを検討されたい。

〈コメント〉年間指導計画等、見直しをする仕組みは組織内で確立されているため、まずは標準的な
実施方法を文書化し、定期的に見直しされることに期待したい。

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。

〈コメント〉説明会や懇談会のほか、日頃の関わりの中で何かあれば相談してもらえるように声をか
けたり、おたよりや日々の連絡帳でも伝えるよう意識されている。また、定期的なアンケートの実施
や意見箱の設置だけでなく、相談場所も必要に応じて会議室等を使う等プライバシーにも配慮され、
意見が言いやすい環境が整備されている。

〈コメント〉苦情解決の体制は整備され、施設に掲示されたり、しおりに記載がされている。また意
見箱も設置され、意見の収集が行われている。受け付けた苦情については、全体に関わるものは公表
し、そうでないものについては個別にフィードバックを行っている。

〈コメント〉相談・意見に対応する体制が整備され、相談や意見があった場合には保護者とコミュニ
ケーションを密にし、相談ノートに記録、会議等で検討し対応している。その他、複数人で担当する
事や返事の期限についても伝える事が決められ、対応した結果はおたよりや園だよりで公表されてい
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。

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。

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-(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。

〈コメント〉感染症対策のマニュアルが整備され、管理体制がとられている。感染症が発生した場合
には、保護者へも状況が周知され、注意を促している。また紙タオルの使用等、衛生に配慮がされて
いる取組も随所にみられ、施設全体で予防に取り組んでいる。

〈コメント〉緊急時における保育園対応マニュアルが整備され、リスクマネジメント体制が定められ
ている。ヒヤリハット事例の収集もすすめられ、安全予防の取組も行われている。リスク対応につい
ての職員研修も実施され、安全が図られている。

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。
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第三者評価結果
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ⓐ・ｂ・ｃⅣ-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。

〈コメント〉所定の書式に記録が行われ、記録内容を主任がチェックする仕組みがある。記録の書き
方に差異が出ないように、指導は主にチーフ職が担当している。情報の共有は会議等で行われてお
り、参加できない職員には当日、遅くとも翌日には議事録をもとにチーフ職から直接説明している。

〈コメント〉市の規定に準じて記録を管理している。職員には個人情報保護規定が渡され、説明や指
導が行われている。記録は鍵付の書庫で保管がされているほか、書類ファイルには保管期間が記載さ
れ、期間が過ぎれば適切に廃棄されており、適切に記録が管理されている。

〈コメント〉計画策定の責任者が決められ、策定が行われている。入園時には市からの基本的な情
報、説明会後の面接でより詳しい情報を把握し、入園後は日々の関わりからの情報を基に適切なアセ
スメントが行われている。指導計画は主任や園長の確認のほか、必要に応じて児童相談所の心理職の
アドバイスも受けられる体制があり、多職種も関わりながら適切に策定されている。

〈コメント〉指導計画の評価は策定した職員の他、主任や園長を交えて定期的に職員会議等で話し合
いがされ、反省や改善が行われている。指導計画に追加する場合の方法についても定められており、
適切な見直しの仕組みがある。

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。

〈コメント〉母親父親懇談会の中で、参加した保護者が他の保護者（子育て経験者）にアドバイスを
もらったり、OBに懇談会に参加してもらうなど、子育て経験者と連携が取れている。

〈コメント〉市からの不審者情報や自治会から蛇や蜂などの危険情報があれば、送迎時に保護者に情
報を伝えている。職員が危険箇所を発見した際は、自治会に連絡したり、場合によっては消防署や南
警察署に連絡をするなど地域との相互の協力体制がある。

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。

〈コメント〉保育室に「もったいない紙」専用の引き出しが用意され、家庭で不要になった紙を集
め、遊びに利用する取組がされている。また、アルミ缶や食用油のリサイクルに協力したり、ペット
ボトルを家庭から持ってきてリサイクルしたり、家庭用のプリンターインクの回収などゴミの分別に
努め、子どもが環境保護を意識できる取組が行われている。

Ⅲ-２-(2)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

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。


