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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。

〈コメント〉ホームページ等で理念、基本方針を明文化し、職員に対しては職員会議に
て年数回、周知のための勉強会を実施しています。保護者に対しても入園時と6月の総
会時に園長から説明するなど周知に取り組んでいます。

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。

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〉毎月開催される園長会では行政も参加し、社会福祉事業全体の動向や地域
の経営環境について情報共有が図られ、保育園の今後の運営について検討する場が設け
られています。

〈コメント〉保育士不足の環境下において、園での人員配置充実に向けた取り組みな
ど、経営課題に対して具体的かつ積極的な取り組みが行われています。

〈コメント〉事業計画については、短期・中期・長期それぞれの計画内容が示されてお
り、収支計画についても具体的に検討がされ、ビジョンを明確にした施設運営が行われ
ています。

〈コメント〉単年度計画においては、中期事業計画の実現に向けた取り組み内容となっ
ており、収支計画を含め実現可能で具体的な目標設定となっています。

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。
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〈コメント〉保護者に対しては行事計画のお知らせが主になっており、その他の事業や
保育の取り組み方針等についても周知する取り組みを期待します。

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〉園長は、市内の園長会に毎月参加し、法令遵守や様々な内容の研修会、勉
強会にて知識を深めることで、園においても法令遵守等の職員周知や指導に取り組んで
います。

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。

〈コメント〉「職務分掌」や「役割分担」を明確化しています。また、職員会議では園
長が議事進行を務めて業務の推進と管理に努めています。

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〉年度末に定期的な事業評価が職員の参画により行われ、課題の改善策や次
年度の具体的な計画策定が行われています。また、職員会議にて事業計画の内容を周知
しています。

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〉各職員の「個人研修カルテ」を作成し、計画的に研修受講を推進すること
で保育技術の向上を図り、園全体の保育の質向上につなげる取り組みを行っています。

Ⅱ-１-(1)　管理者の責任が明確にされている。

〈コメント〉「OJT実施表」を設け、各人の業務項目別に５段階評価で自己評価し、
リーダーの１次評価、主任により２次評価することで、年２回の定期的業務評価を行っ
ています。

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、保育の質を高める取り組みとして職員の質向上に向けた研修体制
の強化を図っています。また、子どもへの教育に関しては、小学校に入っても役に立つ
就学前教育に取り組み、子供の能力アップの支援を積極的に行っています。

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-(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。

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)-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。

〈コメント〉「保育の基本と心得」を作成し、園の期待する職員像を明文化するととも
に、園長は職員と年２回の面接により、今後の目標へのアドバイスや意向、要望などを
聞くことで職員のモチベーションアップにつなげています。

〈コメント〉日頃から職員の就業状況を把握し、普段は定時に極力帰宅できるように声
掛けを行ったり、延長保育はパート対応するなど、正職員が働きやすい環境にするため
に、非正規職員の積極的活用に取り組んでいます。

〈コメント〉園長は、経営改善に関して社会保険労務士や税理士などの専門家からアド
バイスを受け、保育の経営環境や今後の動向を見ながら、業務の実効性を高める取り組
みに指導力を発揮しています。

Ⅱ-２-(1)-②　総合的な人事管理が行われている。

〈コメント〉私立保育園連盟の加盟保育園が共同して、年間研修計画を策定していま
す。加えて園独自の研修計画も策定しており、一つには年１回全職員により、保育指導
に参考となる「演劇」や「ミュージカル」などの研修旅行も行っています。

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。

〈コメント〉外部研修の募集は随時職員に掲示し、希望に応じて派遣しています。ま
た、副園長は各職員の研修参加状況を管理しながら年齢や勤務年数等を考慮し、研修参
加の調整をバランスよく行っています。

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-(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〉「実習生受け入れマニュアル」を整備しています。学生の受け入れに際し
てのオリエンテーションでは、園長は、実習に際しての心得や注意事項の説明をし、有
意義な実習となるように学生への指導に努めています。

〈コメント〉人事評価については、社会保険労務士のアドバイスを受けながら、各人の
目標管理シートの達成状況やOJTでの取り組み状況を総合的に判断して行われていま
す。

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〉新卒学生の雇用のほか既卒保育士の採用、フルタイムパートからの転換等
を踏まえた保育士確保の推進に加え、保育にやる気のある無資格パートの雇用も行い、
資格取得支援を行って将来的な保育士の確保を視野に入れて取り組んでいます。

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成
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Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

〈コメント〉月１回の園長会では市担当者も出席し情報交換が行われています。また、
年２回健康センター職員が来園し、子どもの相談やアドバイスを受けたり、地域安全対
策課からは交通安全教育指導に年２回来園してもらっています。

〈コメント〉入園前見学などで子育てに関する相談があった場合には、特別に設けた相
談スペースにおいて職員が丁寧に相談に応じています。また、地域の祭りでは、子ども
たちの作品を展示して賑わい創出につなげ街の活性化にも貢献しています。

〈コメント〉地域集会所の利用時には園の駐車場を開放しています。また、園の掲示板
に園の催し以外の公共的な「行事案内」や「お知らせ」などのチラシやポスターを掲示
し、地域住民への情報発信に貢献しています。

Ⅱ-４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

〈コメント〉老人ホームへ年１回子どもたちが訪問し、利用者と交流する機会を設けて
いますが、地域の人々と交流する機会についてはまだまだ少ないようで、今後の取り組
み課題として検討されることを期待します。

〈コメント〉「ボランティア受け入れマニュアル」を整備し、職場体験や自主ボラン
ティアの積極的な受け入れを推進し、事業計画にも掲げて取り組んでいます。

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。

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。

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。

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

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〉顧問税理士による経理処理等の指導のほか、司法書士や社会保険労務士、
当園の理事である税理士などの専門家の指導・アドバイスを受けながら公正で透明性の
高い事業活動が行われています。

〈コメント〉ホームページにて、事業計画や収支計画、財務状況などを掲載していま
す。また、第三者評価については、今回が平成２５年度に続き２回目の受審となり、運
営の透明性の確保に向けた取り組が積極的に行われています。

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-４-(1)　地域との関係が適切に確保されている。

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。
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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-(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〉ホームページでは、子どもたちの日々の保育の様子がよくわかり、園の保
育方針や保育内容も詳しく説明されています。また、園長自ら描いた園内各所の絵をイ
ラスト化した「園内マップ」は非常にわかりやすいものになっています。

〈コメント〉園が作成する「保育の基本と心得」を使い、子どもの尊重について職員会
議で勉強会を実施しています。また、各職員の自己評価チェックシートでも、子どもの
尊重について振り返りをすることで適切な保育に取り組んでいます。

〈コメント〉プライバシー保護に関しては、園が作成する「保育の基本と心得」に記載
し、職員会議で勉強会を実施するとともに、日常業務のなかで管理者が職員のチェック
と指導に努めています。

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-(1)　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

〈コメント〉苦情解決の仕組みは整備され、「苦情記録簿」も適切に記録管理されてい
ます。特に重大な問題も発生していないようです。日常の苦情についても「おたより」
を通して保護者に公表されています。

〈コメント〉「目安箱」の設置や、希望者を対象とした年３回の懇談会の機会に保護者
からの相談や意見を聞いたり、普段から保護者とのコミュニケーションを図ることで、
いつでも意見や相談が言いやすい環境づくりに努めています。

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-(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。

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-(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。

〈コメント〉１日入園時には「入園のしおり」にて詳しく保育内容を説明し、６月の保
護者会・総会では園長が保育の方針や内容について改めて説明する機会を設けていま
す。また、保育変更時には保護者に丁寧に説明し同意を得て取り組んでいます。

〈コメント〉市内の保育園間の移動については、市の担当窓口を通じて文書による引き
継ぎが行われ、市外の場合にも必要に応じて適切な対応を心がけています。

〈コメント〉年１回の保護者会、年３回の懇談会のほか、「目安箱」の設置や保護者ア
ンケートを実施し集計結果をフィードバックするなど、利用者満足の向上に向けた取り
組みが行われています。

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
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〈コメント〉年度末には指導計画を定期的に見直し、次年度の指導計画に反映していま
す。また、期中で緊急にプログラム変更の必要が生じた場合には、適宜指導計画の変更
に対応しています。

〈コメント〉各部屋に常備する「非常持ち出し袋」には、子どもの引き取りに関する
「登録リスト」も備えています。。また、５歳児を対象に、県の「地震体験車」による
体験を通じて自分の身は自分で守る意識を育む取り組みが行われています。

〈コメント〉園が作成した「保育の基本と心得」では、保育の各場面に応じた標準的な
実施方法が記載され、職員への指導マニュアルとして活用されています。

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。

〈コメント〉意見や相談に関しては日誌に記入するほか、「意見・相談対応及び苦情対
応記録用紙」により、受付から対応までの経過と時間管理ができる書式となっており、
遅滞ない迅速な対応に取り組まれています。

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-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〉感染症の予防方法や発生時の対応については職員に指導・周知しています
が「感染症対策マニュアル」の整備が不十分です。マニュアルを整備し、改めて感染症
に対する予防方法や発生時の適切な基本対応についての職員周知を望みます。

〈コメント〉「ヒヤリハット」「事故報告書」が整備され、問題が発生した場合には職
員会議にて、発生要因の分析と防止策の検討をすることで早急な対応が組織的に行われ
ています。

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-(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〉標準的な実施方法を記載した「保育の基本と心得」については、職員会議
により随時内容の見直しが行われています。

〈コメント〉アセスメント票には、子どもの様子や必要とする援助内容、配慮の必要性
などが詳しく記入され、その内容が指導計画に反映されています。



ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

第三者評価結果

ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃⅣ-１-④　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。

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〉年１回、地域の老人ホームの方々と子供たちが接する機会を設け、子ども
たちが歌を歌ったり、出し物や演奏をするなどの「ふれあい交流」が行われています。

〈コメント〉地域の交番とは常に情報交換し、安全確保の環境づくりに努めています
が、地域の自治会や住民とさらに交流する機会を持ち、地域で子どもを見守る環境づく
りの推進を期待します。

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〉４月には保育実施記録の書き方を管理者から職員に周知しており、日々の
保育で職員が書いた記録内容についても、管理者が書き方や内容をチェックすることで
職員によるバラツキが無いように指導しています。

〈コメント〉子どもの個人情報に関する文書等については、管理者による施錠管理が厳
格に行われています。また、個人情報保護に関する規定は整備されていますが、情報公
開の取り扱いに関して明示する必要があります。

〈コメント〉海岸清掃に園全体で出かけたり、三重県環境学習情報センターが実施する
エコソング（エコ体操）の出前講座に来てもらい、環境保護やリサイクルへの意識を高
める保育を実施しています。

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。


