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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。

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。

〈コメント〉園長や副園長が施設長会や各研修に参加し、地域や社会福祉の動向、保育
ニーズの把握に努めている。園長が日本保育協会三重県支部副支部長であることから、
保育を取り巻く社会動向等に明るい。0歳児の受入比率や人件費率を分析し、乳児保育
の強みを生かし、受入れを増やす等の取組が行われている。

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。

〈コメント〉理念、基本方針が明文化され、第三者評価受審にあたり理念を園内に掲示
しているが、なじみのある保育目標を多くの職員や保護者が理念と捉えられている。今
後、理念の見直しや検討を行っていく予定であり、職員や保護者がより理解できるよう
な理念と周知に期待したい。

〈コメント〉人件費率や加算等の経営課題を園内研修や各会議で取り上げ、職員全体に
周知している。乳児の受入れを増やし、許可された範囲内で定員以上の受入れを行う等
経営改善に努めている。また、外部の会計士と、加算の取り方や人件費率を下げる等相
談し、実行に向け取り組んでいる。

〈コメント〉中・長期的なビジョンは職員間で話し合いが行われているが、中・長期計
画の策定までは至っていない。今後は、思い描いているビジョンを明確にし、収支計画
等を含む具体的な中・長期計画の策定が望まれる。

〈コメント〉子どもの生活や成長、取り巻く環境に配慮した単年度の事業計画は策定さ
れいるが、今後は、中・長期計画と連動した単年度計画の策定が望まれる。

※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。

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
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〈コメント〉業務分掌表や運営規定にて、役割や責任、権限委任について明文化し、い
つでも職員が見られるよう職員室に掲示している。有事の際の役割や責任は、マニュア
ルに明示し、職員会で周知が図られている。

〈コメント〉副園長は児童福祉司の講習や様々な勉強会に積極的に参加し、遵守すべき
法令等の把握に努めている。また、園内研修にてコンプライアンス研修を実施してい
る。研修内容や習得した知識を職員会議や園内研修の場で職員に周知し、職員の法令遵
守に関する意識向上を図っている。

〈コメント〉副園長は、日頃から職員とのコミュニケーションに努め、いつでも相談で
きる体制を整えている。音楽が得意な職員が主導でバンドを組んで発表したり、体育指
導員が体を使うスキルを職員に指導する等、職員の能力を上手く引き出しており、保育
の質の向上に向け指導力を発揮している様子が窺える。

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-(1) 管理者の責任が明確にされている。

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。

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

〈コメント〉保護者へは、入園式や説明会で保育園のしおりを使い説明している。ま
た、保護者会総会にて保護者会の事業計画等の説明を行っている。今後は、連絡事項や
保育内容、行事計画のほか、職員の育成計画や地域との関わりに関する方針等の説明が
あるとなお良い。

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。

〈コメント〉自己評価委員会を設置したり、Team心・Team技・Team体・Team食
の各チームが園内研修や保育を実践する等、保育の質の向上に向け組織的な体制を構築
している。チームごとに目標を掲げ、目標達成に向け計画的に取り組んでいる様子か
ら、園全体で質の向上に取り組んでいると評価できる。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

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〉今年度は自己評価委員会が園内研修を担当し、自己評価結果からの課題の
改善に向け、計画的に取り組んでいる。Team心・Team技・Team体・Team食の各
チームが目標を掲げ、その達成に向け職員一丸となって取り組んでいる。

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

Ⅱ-１-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

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。

〈コメント〉事業計画について職員会議で話し合い、副園長が作成した単年度計画を園
内に掲示している。園内研修や各会議で、現状を評価・見直しをする体制があることか
ら、今後は、経営や運営に関する職員の意識を高め、単年度計画のみならず、中・長期
計画の策定と評価・見直しに期待したい。
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〈コメント〉年度末に個人チェック評価表で自己評価を行い、職員一人ひとりの課題の
把握に努めている。今後は、「期待する職員像」を明確にし、職員一人ひとりの課題の
把握とそれにもとづく目標設定による育成に期待したい。

〈コメント〉子育てしながら働く職員が休める協力体制や持ち帰り残業を減らす等、働
きやすい職場作りを目指している。職員の性格や個性、希望に配慮し、職員配置を行っ
ている。ベテランの職員が多いため、仕事の効率がアップし休みが取りやすい。職員の
定着率を高め、業務の効率化に繋がる取組として評価できる。

〈コメント〉人材の確保が必要な場合は、ハローワーク等を活用しているが、定着率が
高いため現状は充足している。今後は、人材確保や育成に関する計画の作成と、それに
もとづいた取組が望まれる。

〈コメント〉法人の昇給規程が作成されキャリアパス要件は整っているが、職員の処遇
水準の均一を図るため、法人内で改善に向けた話し合いが行われている。「期待する職
員像」は思い描いているものがあり、今後、明文化し掲示等で職員や保護者に周知した
いと考えている。

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〉職員との定期的な面談のほか、いつでも話を聞く姿勢を心がけ、悩み相談
や生活スタイルに応じた就業等に配慮している。残業が少なく、有給休暇も取りやすい
よう配慮している。健康診断やストレスチェック、互助会やサークル活動等を充実さ
せ、働きやすい職場環境づくりに努めている。

〈コメント〉事業計画に職員の資質向上を明示し、チーム「Takada」で研修計画を策
定している。復命書のもと外部研修にも参加している。参加した研修の評価・見直しを
行い、必要性の高い研修に参加できるよう次年度の計画を策定している。今後は、「期
待する職員像」を明確にした研修計画の策定が望まれる。

〈コメント〉職員一人ひとりの知識や習熟度を把握し、必要なスキルを身につけるた
め、外部研修に参加できるよう配慮している。勤務時間を考慮して研修時間を考え、園
内研修は夕方実施している。研修に参加できなかった職員へは昼間のミーティング時に
研修内容を伝達し周知している。

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。

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 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。

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-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

Ⅱ-２-(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
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〈コメント〉物品の購入等は、物品購入表で申立を行い、最終的に副園長が決裁を行う
仕組みとなっている。経理に関しては、毎月法人内の会計士が内部監査を行うほか、外
部会計士による福祉会計サービス指導を受け人件費等のコスト面での助言を受ける等、
適正な運営に努めている。

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-(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。

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〉必要な社会資源を一覧にまとめ、職員室に掲示し周知を図っている。虐待
等権利侵害の恐れがある場合は、市や児童相談所等の関係機関と連携を図り、対応に努
めている。園長が、地域の老人会や防災訓練に参加し、地域との関わりの強化に努めて
いる。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

〈コメント〉ホームページを作成し、理念や基本方針、保育内容や保育目標、財務状況
を掲載している。今後は、事業計画や事業報告、第三者評価の結果や苦情解決体制、苦
情の内容や解決結果等の公開が望まれる。

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。

〈コメント〉実習生の受入れを積極的に行っており、学校と連携のもと取り組んでい
る。実習生の訪問を園だよりで保護者に周知し、理解を図っている。実習指導マニュア
ルにもとづき副園長がリーダーへ指導し、その後、受入れするクラスの職員で研修内容
を検討するなど、実習生の育成に力を入れている。

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〉園児が手作りした夏祭りのポスターを園や自宅の近所に掲示し、地域の
方々に参加を呼びかけ、交流する機会を設けている。老人ホームで高齢者と一緒に折鶴
を折ったり歌を披露するほか、近隣の幼稚園や小学校に訪問し、小学一年生が考えた出
し物を一緒に行う等幅広く交流が図られている。また、園内に市内の子育て情報や親子
参加の行事等の案内パンフレットを設置し、地域の社会資源の活用を促している。

〈コメント〉中学生の職場体験のほか、人権擁護委員が行う人権教室、梨農家の梨につ
いての話等様々なボランティアの受入れを行っている。今後は、子どもの安全に配慮し
たボランティア受入れに関するマニュアルの作成と、職員やボランティアへの周知が望
まれる。

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。
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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。

〈コメント〉入所希望があれば随時見学対応をしており、見学時にはパンフレットや保
育園のしおりを活用し丁寧な説明を心がけ、その際は育児相談の対応も実施している。
園のホームページをこまめに更新し、広く園の紹介に努めているほか、保護者の紹介に
より見学者が増えている。また、定員以上の子どもを許可された範囲内で受入れてお
り、利用希望者に選ばれる保育所であることが窺える。

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。

〈コメント〉保育開始時には、保育園のしおりを活用し、持ち物等は実物を見せて説明
する等保護者が理解しやすいよう工夫している。保育の変更の際は、園だよりやプリン
トを配布するだけでなく口頭でも伝え、わかりやすい説明を心がけている。延長保育を
20時までに変更した際は、事前に保護者アンケートで同意を得るなど保護者の意向に
配慮している。

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。

〈コメント〉仏教保育（命を大切にし、感謝する心を育てる）の理念に基づき、子ども
を尊重した保育の実践に努めている。新人職員には入職時等の面談で園の保育方針を伝
え、年度初めに園内研修で話し合うなど共通理解に努めている。また、高田本山の仏教
保育研修に参加する機会もある。職員だけでなく子どもも「のの様」に手を合わせる習
慣づけがあり、人を思いやる心を育んでいる。

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。

〈コメント〉外から見えにくくするためプールにネットを張ったり、保護者の前で他の
保護者の話をしない等、日頃からプライバシー保護に努めている。今後は、プライバ
シー保護に関するマニュアルを整備し、研修等の実施による職員の意識向上に期待した
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。

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。

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。

〈コメント〉保育困難な家庭や特別な配慮が必要な子どもを、積極的に受入れている。
市の園展に保育士を派遣し、作品展示やパネルシアター等で未就園児の保護者の子育て
支援や育児相談、災害時に備え、地域の方にAEDの講習会を実施している。今後は、
保育の専門性を生かした園独自の活動に期待したい。

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〉地域へ駐車場を無料で貸し出したり、遊戯室を選挙会場として貸し出して
いる。また、保護者アンケートの結果から20時までの延長保育を実施し、今後は、よ
り専門性の高い障がい児保育を行う予定がある。地域の福祉ニーズを把握する取組とし
て、地域の会議への参加や民生委員や児童委員等との連携が望まれる。
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〈コメント〉危機管理に関する各マニュアルを整備し、責任者を明確化している。ケガ
や事故の際は、ヒヤリハットや事故報告書を作成し、直近の朝礼やミーティングで報告
し、その後職員会議や園内研修で改善策を検討、継続して行われているかを確認してい
る。車上あらし対策として、防犯カメラの位置を再度見直し死角を無くし、保護者に注
意喚起を促した。園庭の設備等も毎朝点検し、定期的な不審者対応訓練の実施、SIDS
（乳幼児突然死症候群）の研修への参加等、子どもの安全確保に努めている。

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。

〈コメント〉保育園のしおりや園内掲示により、相談・苦情受付の窓口を保護者に周知
している。また、相談室を設け、プライバシーに配慮が必要な相談は、安心して話がで
きるよう配慮している。利用者アンケートからは相談しやすいとの意見が多く見られる
が、もっと気軽に相談できるような工夫を検討しており、今後の対応に期待するととも
に、意見箱の設置を検討されたい。

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。

〈コメント〉保護者からの相談対応は、育児相談カードに記録・保管している。子ども
に関わる相談内容は、日々の朝礼や職員会議、園内研修等で内容に応じて全職員または
関係職員で共有する仕組みとなっている。また、育児不安の保護者への接し方について
勉強会を行う等保育の質の向上に努めている。今後は、相談対応マニュアルを整備し、
意見箱やアンケートの実施等、保護者の意見を積極的に把握する取組に期待したい。

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-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〉職員は、日々の保育で子どもの様子を見ながら、また、送迎時等の保護者
との会話から、満足の把握に努めている。保護者会に毎回副園長が参加し、保護者の意
見を聴く機会がある。第三者評価受審にあたり、利用者満足度調査を初めて実施した
が、今後も継続的に実施されることに期待したい。

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)-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〉苦情解決体制を整備し、園内の各所に掲示、保育園のしおりに記載し説明
する等、保護者や職員に周知している。苦情自体ほとんどないが、あれば苦情対応マ
ニュアルに沿って対応し、記録を保管している。公表可能な苦情内容や解決結果は、園
だよりで公表しているが、今後は、ホームページ等でも苦情解決体制や苦情内容、解決
結果等を掲載し広く公表されるとなお良い。

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。

〈コメント〉市内の転園の際は、市指定の引継ぎ文書を活用している。市外の転園の際
は、必要であれば副園長が児童票のコピーを渡したり、電話や口頭で伝えており、保育
の継続性に配慮した対応に努めている。相談窓口が設置、園内に掲示され、卒園後も多
くの相談を受け付けている。卒園後の夏祭りには招待したほぼ全親子が参加する等、卒
園後も子どもや保護者との関係性の保持に努めている。
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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〉入園時の面談や児童票の記入により、子どもの生活状況や家庭状況、身体
状況の把握に努めている。各クラスの指導計画は担任が作成し、年案は副主任が作成し
ている。指導計画にもとづく実践については、園内研修で評価・見直しを行っている。

Ⅲ-２-(2)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行ってい
る。

〈コメント〉保育の全体的な計画や年案は年度末、月案は月末、週案は週末に指導計画
を評価・見直しを行っている。また、園内研修で、指導計画にもとづく実践について評
価・見直しを行い、次の計画策定に活かしている。保護者会との協働により、保護者等
のニーズを聴き、反映される体制がある。

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)-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〉保育計画のデイリープログラムを作成し、各年齢・月齢ごとに作成してい
る。保育場面ごとの標準的な実施方法が作成されているが、今後は、プライバシー保護
や権利擁護に関わる姿勢についてさらに盛り込まれるとなお良い。

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。

〈コメント〉デイリープログラムは、年度末に職員で見直しを行っている。今後は、プ
ライバシー保護や権利擁護の視点をさらに盛り込んだデイリープログラムの見直しの実
施に期待したい。

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-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。

〈コメント〉感染症対応マニュアルが整備され、対応が詳細に記載されている。法人内
の診療所の看護師と連携し、感染症の予防や対応時の勉強会を実施している。各教室に
空気清浄機を設置し、好発時にはクッカノン（オゾン発生装置で害虫駆除や除菌効果）
で除菌を行うなど予防策を講じている。保護者にはクラスのホワイトボードや園のホワ
イトボード、ほけんだよりや口頭で周知し、保護者が理解している様子がアンケートか
ら窺える。

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。

〈コメント〉各災害における対応マニュアルを策定している。ハザードマップや園内の
避難経路、園外の避難所までの避難ルートを掲示し、見直しを定期的に行っている。各
クラスには防災ずきんとおさんぽバック（非常持出袋）を設置し、非常時に備えてい
る。備蓄は備蓄リストに沿って3日分程度保管している。消防署員による消火器の使い
方の指導や放水訓練を実施し、毎月の避難訓練の日は、降園時に保護者への引渡し訓練
を実施するなど、子どもの安全確保に努めている。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保
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〈コメント> 詩吟やお茶の先生、市の人権養護委員の来園等で、子どもと一緒に参加し
話す機会がある。もちつきの際は、地域の方に指導いただき、職員の貴重な体験となっ
た。さらなる連携として、民生委員や児童委員、地域の高齢者と保育士が、意見交換が
できるような機会の確保に期待したい。

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。

〈コメント〉周囲に幼稚園や学校が多いため地域の連絡網があり、何かあれば情報発信
し受信できる通信機が設置されている。不審者情報は市や法人本部と共有し、発信して
いる。より地域との相互協力体制を強化するためにも、今後は、定期的な地域の民生委
員や児童委員、自治会との会議等が実施されることが望まれる。

Ⅳ-１-③ 地域の環境保護に貢献している。
〈コメント〉園内では日頃から、ゴミの分別や牛乳パック・段ボール等の廃材の再利
用、散歩時のゴミ拾いなど、子どもたちが環境保護を意識できるような取組が行われて
いる。地域の清掃活動は土日に行われるため、参加が難しい現状ではあるが、地域社会
の一員として、地域の環境保護に向けた取組が望まれる。

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。

〈コメント〉個人情報保護規程を整備し、年度初めの園内研修で職員の理解を図ってい
る。個人情報開示規程についても整備し、必要があれば対応している。個人ファイル等
は事務所内の鍵付きの書棚に保管し、USBメモリ等やデジカメの保管は帰る際に返却
されているか毎日チェックしている。

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。

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。

〈コメント〉記録の書き方については、職員間に差が出ないよう副園長が指導してお
り、新人職員はOJTで書き方を学ぶ機会がある。パソコンに不慣れな職員のため、手
書き・パソコンのどちらでも対応できるようにしている。子どもに関する情報は、朝礼
や園内研修、職員会議やミーティング等で共有を図っている。園内の情報はすべて副園
長に届き、その後副園長から発信する体制であり、情報の流れが組織的に管理されてい
る。


