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市の保育政策「ばりっこすくすく計画」にもとづき、地域の保育を取り巻く環境を把握
している。保育ニーズや保育の希望時間、希望保育内容等を把握している。園長は、経
営状況を把握し、課題を法人に提案し承認を得た上で、課題解決に取り組んでいる。保
育内容や組織体制、人材育成等の現状を分析し、課題や問題点を把握している。

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。

園長は、課題や問題点を把握し、解決に向け法人と協働して取り組んでいる。課題は職
員に周知しているが、今後は、課題を明文化し職員に配布するなど、職員に周知・理解
を促す取組に期待したい。

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。

法人の中・長期計画は策定されているが、保育園独自の中・長期計画は策定されていな
い。法人の中・長期計画は全体会議等で職員に周知されている。園の単年度計画は法人
の中・長期計画に沿った内容で作成されているが、園独自の中・長期計画の策定が望ま
れる。

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。

保育理念・保育方針・保育目標はウェブサイトや利用のしおりに明記されている。職員
には園内研修で理念教育を定期的に行い、理念を具現化するための取組を促している。
また、職員用トイレ内の目につくところに掲示し、常に理念を意識できるよう工夫して
いる。保護者へはしおりで説明するとともに、理念に基づき保育していることを発信す
るよう心がけている。

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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園長は児童福祉法等の関連する法令について理解している。また、法人で開催する法令
遵守の研修会に定期的に参加し、理解を深めている。職員へは、遵守すべき法令等につ
いての研修を実施し、周知・理解が図られている。

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、職務分掌表を年度初めに配布し、自らの役割と責任を明確にしている。年度途
中の入職者に対して、職務分掌表を配布し周知を図っている。園長不在時は係長・主任
がその役割を担うことになっているが、不在時の権限移譲を明確にしたフローチャート
等を作成し、職員の周知を図ることが望まれる。

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。

行事計画は、保護者会で説明したり、園だよりや広報誌を配布し周知が行われている。
保護者に事業計画や理念についてわかりやすいよう、内容をかみ砕いて説明するように
心がけているが、保護者の理解については課題となっており、説明方法の工夫に期待し
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。

保育の質向上委員会を組織し、職員の考えを共有化する取組を始めた。園内研修では把
握した課題をテーマに研修が行われている。職員一人ひとりが園の自己評価を昨年初め
て実施したが、実施しただけで終わっているため、まずは課題を明確にし、PDCAサイ
クルにもとづき改善が行わ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。

職員の意見から課題は抽出されているが明文化されていない。課題は主任以上は把握し
ているが、一般職員は把握できていない。今後は、自己評価から明らかになった課題の
明文化と、課題に優先順位をつけ、計画的に改善できる体制の構築に期待したい。

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。

法人が策定した中・長期計画に沿った内容で、園の単年度計画が策定されているが、園
独自の中・長期計画を策定し、それに基づき数値目標や具体的な成果等、実施状況の評
価がしやすい単年度計画の策定に期待するとともに、職員への周知・理解を図ることに
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。

単年度計画は、職員会議で職員の意見を集約して作成し職員に配布している。実施状況
は園長・事務係長で随時確認し、進捗状況の把握に努めているが、職員が参画している
という認識が弱いため、今後は、職員参画や意見を集約・反映のもとで作成し、職員が
事業計画を理解するための取組に期待したい。

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-(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。

年度初めに法人が開催する研修計画が公表され、それにもとづき研修・教育が実施され
ている。またキャリアアップ研修等の外部研修は随時、職員に参加を促している。「期
待する職員像」完成後の研修・教育に関する基本方針や研修計画の策定に期待したい。

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。

職員の希望を聞き勤務表を作成している。有給休暇や急な休みも取りやすいよう、自宅
へ持ち帰る仕事が無いよう配慮している。職員の相談窓口は人事課と管理職が担当して
おり、相談しやすいよう面談等を行っている。職員の子どもが小・中学校に入学した際
や出産・結婚の祝い金、スポーツクラブとの連携など法人の福利厚生が充実しており、
職員の満足度が高い様子が窺える。

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。

「期待する職員像」は職員要件に細かく記載があるが、平成31年度から「気付く・考
える・やってみる」を基本に現在作成中である。職員一人ひとりが目標設定を行い、年
2回の個人面談を行い、育成に向けたすり合わせや目標達成に向けた進捗状況の確認が
行われている。「期待する職員像」完成後の育成に向けた取組に期待したい。

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。

必要な人材確保は法人の人事課が行っている。採用後は、園で半年間の育成計画を策定
し、育成担当職員が1週間ごと、1ヶ月ごとに評価を行う育成体制がある。毎年7月に
次年度の退職の意向調査を行い、必要な人材の計画的な採用につながっている。今後
は、必要な福祉人材や人員体制に関する方針を明文化した事業計画の策定に期待した
い。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

「期待する職員像」の明文化に取り掛かっている。人事基準は職員誰もが見ることがで
きるようにしている。「やりがいサポート」制度で、職員一人ひとりの目標設定や行動
計画を明確にし、年2回の個人面談で評価する仕組みがある。今後は「期待する職員
像」に沿った「やりがいサポート」制度の運用に期待したい。

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。

園長はできるだけ保育現場に入り、保育の様子を見たり職員に声をかけるなど、保育の
質の現状の把握に努めている。職員の意見を積極的に取り入れ、その意見のもと保育の
質の改善に取り組んでいる。法人内研修や外部研修を積極的に活用し、保育の質の向上
に取り組んでいる。

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。

園長は、短時間勤務や介護休暇の取得、時間単位での有給休暇の取得などの働きやすい
職場環境の整備に邁進している。また、職員が同じベクトルで働くための仕掛けとし
て、園庭プロジェクト会議を発足させた。子どもの実態を踏まえた保育を実践するた
め、保育者自ら考案し実施する仕組みを作ることで、保育の質の向上につながる取組と
なっている。
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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。

ボランティアの受入れに関する基本的な方針やマニュアルが整備されているが、現場の
実情と合っていないと感じている。中学・高校の職場体験やインターンシップの受入れ
は要望に応じて対応している。今後は園独自のボランティア受入れに関する方針やマ
ニュアルの策定が望まれる。

小口現金の管理は園長と係長が行っている。権限・責任については職務分掌で明確にさ
れ、職員に周知しているが、職員全員が理解しているとは言い難い。出納帳を月末に法
人本部に提出し、確認されている。月に1回会計士のチェックがあり、仕分け間違いが
ないか確認したり相談できる体制がある。

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。

地域との関わり方についての方針は、事業計画に明文化されている。保護者にチラシ等
を配布し、利用できる社会資源や情報を告知している。保護者と連携して様々なイベン
トに参加し、地域交流の場を設けている。今後は、地域との関わり方の具体的な計画を
盛り込んだ事業計画の策定に期待したい。

実習生の受入れに関する基本的な方針や研修・育成についてのマニュアルが整備されて
いる。実習プログラムは学校と相談しながら作成している。実習生への指導は、主に主
任保育士が担当しているが、指導者への研修の実施が望まれる。また、実習生の受入れ
は年間行事予定に期間や人数等を明記しているが、実習に関して職員の理解を促す取組
に期待したい。

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。

法人のウェブサイトに理念や基本方針、事業報告や収支報告等が掲載されているが、園
のウェブサイトから法人のウェブサイトに連動していないため、改善が望まれる。苦情
相談体制やその内容は、園だよりで公表しているほか、事業報告内で件数報告がある。
園のパンフレットや園だよりは市民センターに設置したり、回覧板で回覧するなど園の
取組を地域に向けて広報している。

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。

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。

職員の知識や技術水準、資格取得状況を把握している。研修は、職員が参加しやすいよ
う勤務シフトを調整している。新卒職員は、新卒採用職員現場研修日誌にて1週間の振
り返りと次週の目標を記入し、OJTの進捗状況を把握できるようにしている。また、
キャリアアップ研修を活用し、階層別・職種別の研修機会を確保し、特に権利擁護や虐
待防止研修は、パート職員も参加できるように複数回行っている。

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-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。
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未就園児等を対象とした「マイ保育ステーション」を平日実施し、毎回4～5組程度の
参加があり、保育相談など地域の子育て支援が行われている。また、保健師や助産師、
看護師や栄養士等を招いてのイベントを行っている。避難所には指定されていないが、
今後は、保育所の機能を生かし、災害時にどのような役割を果たすのか地域と話し合
い、あらかじめ定められると良い。

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。

「マイ保育ステーション」の実施で、保護者から地域の保育ニーズを把握し、他の保育
園の保育士を招いて月1回遊びの勉強会等を開催した。また、自治会や民生委員、児童
委員等も参加する運営委員会を年2回開催し、地域の福祉ニーズの把握に努めている。
法人が有する他の事業（障害・コメディカル等）との連携が強みであり、「マイ保育ス
テーション」で栄養指導や身体相談等勉強会等を開催し、地域へ還元する取組を行って
いる。

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。

関係機関や社会資源の連絡先等はリスト化され、誰でも見ることができるようになって
いる。関係機関との連携内容等は職員会議で情報の共有が行われている。また、園長は
連絡会等に参加し、要保護児童の情報を得て、関係機関と連携を図りながら対応してい
る。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-４-(3)-① 保育所が有する機能を地域に還元している。

理念や基本方針を職員が普段目にする場所に掲示し周知を図るとともに、理念等の達成
を意識した内容の研修を毎月実施している。また、法人全体で権利擁護委員会を設け、
委員会メンバーがセルフチェックや研修を実施している。支援が必要な子どもの支援に
ついて子どもたちみんなで考えたり、職員同士でも他の職員のいいところを見つけたり
といった、子どもも大人も互いを尊重する心を育てる取組が行われている。

『職員のルールブック』に、権利擁護やプライバシー保護について明示し、入職時に配
布し研修を行っている。以前、あゆみノートの入れ間違いがあった際、即座に対応・周
知し、手渡しに変更した。日頃から、職員はプライバシー保護や権利擁護を意識してい
るが、職員への周知について課題が見られる。

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。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

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。

園のウェブサイトを見やすく整備し、ブログでは園の様子を写真付きで発信している。
入園のしおりは市役所、マイ保だよりは市民センターや市役所、子育て支援センターや
病院等に設置している。月1回の広報誌は、地域に回覧する他、近隣の店舗にも設置し
ている。見学希望があれば丁寧に対応している。わかりやすい資料等で広く情報発信し
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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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-(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。

苦情解決体制を整備し、園の入口に掲示したり、重要事項説明書に明記し保護者に周知
している。コミュニケーションBOX設置やアンケート実施など保護者が申し出しやす
い取組がある。苦情があれば職員会議等で検討し、申し出た保護者にフィードバックす
る他、配慮した上で園だよりで公開している。

保護者から相談や意見があった際は、要望・苦情受付書を用いて職員会議等で検討し、
迅速に対応している。コミュニケーションBOXや、アンケートの実施、個人懇談等で
保護者の意見を積極的に聴く機会を設けている。以前保護者の意見から、職員の視野を
広げるために気づきの研修や指導を実施した。

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-(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。

日々の丁寧なやりとりから子どもの満足を把握するよう努めている。保護者へは年5～
6回の行事後のアンケートの他、クラス懇談会や個人懇談会で意見を聴く機会がある。
コミュニケーションBOXを設置し、苦情や意見等があれば職員会議等で検討し、園だ
よりで公開している。

日々の関わりの中で、話しやすい雰囲気作りを心掛けたり声掛けを行っているほか、園
だよりでいつでも相談できることを伝えている。相談しやすいよう、プライバシーに配
慮した相談室を確保している。

保育の開始時は、入園のしおりを用いて説明し、持ち物は、イラストだけでなく実物を
見せてわかりやすいよう配慮している。説明に配慮が必要な保護者に対しては、個別で
対応している。変更の際は、その都度保護者におたより等で周知している。

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。

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。

市内への転園の際は、家庭票は市から、児童票は転園先に直接持参し説明している。市
外への転園の際は、問い合わせがあれば対応している。変更にあたり保育の継続性に配
慮した対応をしているが、利用終了の際に、相談方法や担当者等を説明した文書を渡す
となお良い。

感染症対応マニュアルを作成し、うがいや手洗い、クッカノンでの除菌や加湿器使用等
で感染症の予防に努めている。保護者へは、掲示板にて周知が行われている。看護師を
中心に勉強会が行われているが、参加できないパート職員への周知に課題がある。

法人でリスクマネジメント体制を整備している。ヒヤリハット・事故報告書を作成し、
職員会議等で改善策や再発防止策が検討・実施されている。月1回の事故防止委員会で
分析、実効性の評価や見直しが行われている。今後は、より安心・安全を確保するため
の取組としてヒヤリハットの積極的な収集と、マニュアルの周知徹底が望まれる。
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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-(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。

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-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。

日常の保育について月2回の乳児、幼児のカリキュラム会議にて見直しがされている。
今後は、保育の個々の場面においての標準的な実施方法の文書を作成された後、定期的
に内容を評価・見直しする仕組みづくりに期待したい。

個別支援の対象の子どもは、名張市発達支援センターや療育センターからの意見を参考
に前期・後期で作成し、保護者とは年4回面談し意向を聴いている。保育課程を現状の
保育に則した内容となるようわかりやすい言葉で策定し、それに基づき保育ソフトで指
導計画を策定しているが、指導計画が実際の保育とつながっていないと感じており、保
育ソフトの見直しの予定がある。

保育ソフトを活用し、誰でも見ることができるようにしている。職員会議の他、定期的
に会議を設け情報共有が行われている。今後は、記録内容や書き方について差異が出な
いようにマニュアル等の作成、研修の実施等での統一化が望まれる。

個人情報保護規程を整備し、書類の管理について定めている。記録は保育ソフトで行
い、USBメモリ等の使用は禁止されているほか、パスワード管理を徹底している。ま
た、子どもの書類は鍵付の棚で保管し、シュレッダーを使っての廃棄も徹底している。
今後は、写真撮影の際、デジカメの使用を徹底するとともに、台数を増やすなどの対応
が望まれる。

避難訓練を毎月実施している。年に1回は地域のなかよしサロンの高齢者と一緒に避難
訓練を行っている。起震車で地震の怖さを体験してもらう機会を設け、子どもの安全意
識が高まる取組となっている。事故防止委員会がBCP（事業継続計画）を策定し、毎
月1日と15日に伝言ダイヤルの訓練が行われている。備蓄や非常持出袋を整備し、定
期的に点検している。

受入れや散歩、食事や午睡、計画作成についての標準的な実施方法の文書が作成されて
いる。しかし、保育の個々の場面においての内容としては十分ではない。また、職員へ
の周知についてはこれからとのことで、今後に期待したい。

指導計画の評価・見直しを定期的に行い、次の計画作成につながるよう努めている。担
当職員は理解している様子が窺えるが、担当職員以外は評価・見直しの仕組みや変更内
容の理解が十分ではない。また、保育ソフトの活用について見直しを検討しているとの
ことで今後に期待したい。
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ごみ箱のふたに燃えるごみ、燃えないごみをイラストでわかるように貼り、なぜ分別す
るのかを説明したり、近くの水田で使う水が流れる水路では、水の大切さを伝え、環境
美化や環境保護への関心を高めるよう努めている。また、園の入口道路の草むしりを主
体的に行ったり、遠足ではごみは持ち帰るといった地域の環境美化を意識した取組が行
われている。

民生委員や自治会長、保護者会役員や市の職員、法人や園職員が参加する運営委員会を
年2回実施し、情報交換等が行われている。地域のまちづくり協議会会長でもある委員
長が、園内や園周辺の危険箇所があれば園に知らせてくれる体制となっており、地域と
連携が行われている。

保健師や地域の民生委員、高齢者との交流の場がある。避難訓練で地域のなかよしサロ
ンの高齢者が参加し、薪と羽釜での炊飯を教えてもらう機会を設けているが、さらなる
連携として、地域の子育て経験者の持っている知識や経験を学ぶ機会を定期的に設け、
保育に生かす取組に期待したい。

Ⅳ-１-② 子ども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。


