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〈コメント〉事業経営に関する動向や保育環境などについては、職員勉強会や研修会な
どを通じて職員へ情報共有しています。また、日ごろから保護者への声掛けを各職員は
心がけることで保育ニーズを把握しています。

〈コメント〉経営改善への取組に加え、保育、調理などの重要事項については全職員に
よる検討の場を設けたり、職員面談で課題に対する意見を聞くことで具体的な取組に繋
げています。

〈コメント〉中・長期の事業計画や収支計画を策定し、将来の設備投資の実現化に向け
た取組が行われています。また、食事に関する３年計画を策定するなど、食育に対する
取組に力を入れています。

〈コメント〉中・長期を踏まえた単年度計画を策定し、内容をＡ３の１枚に整理するこ
とで、職員が計画の全体像を理解しやすい工夫がされています。また、計画内にある各
事業項目については、別途詳細な計画が作成されています。

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。

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〉保護者に対して入園説明会で詳しく説明しています。また、各部屋に文書
を掲載するほか、パンフレットやホームページにも掲載しています。職員へは職員会議
や研修会等で周知を図っています。

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。

※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。
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Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
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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。

〈コメント〉管理者により、経営管理への全般的な取組が率先して行われています。ま
た、職員間の連携を図ることで、園全体の業務がスムーズに実施できるように取組んで
います。

〈コメント〉月一回の園長会や、行政が実施する研修会に積極的に参加し、法令に関す
る理解を深めるとともに、職員への周知・指導と管理に努めています。

〈コメント〉管理者は、職員の主体性を重んじ、職員が感じている課題解決に必要な研
修提案により実施しています。職員自身が考え行動する、主体性ある組織づくりを進め
ています。

〈コメント〉個々の自己評価チェック結果を集計・分析することで、園全体として取組
むべき課題（弱点）を分析し、施設改善に繋げていくことを計画しています。

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

Ⅱ-１-(1)　管理者の責任が明確にされている。

〈コメント〉保護者に対しては、「園だより」や折々の情報発信の中で、今年度の行事
計画や事業計画について周知していますが、園としてはまだまだ周知できる余地がある
と考えています。

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。

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〉今年度から、職員個々の自己評価チェック（25項目）を実施し、職員
が、保育の質向上につながるように、課題の見える化に取組んでいます。また、自己評
価の結果により人材育成等への活用も検討しているところです。

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〉年度末には、職員による評価反省会を設け、事業計画の評価見直しを行う
ことで、次年度の事業計画作成に繋げています。

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。
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〈コメント〉キャリアアップ研修へ、積極的に職員を派遣。年間研修などは、課題解決
につながる研修や、保育の質向上、人材育成等の観点から、職員が主体性をもって研修
を計画しています。

〈コメント〉職員の外部研修参加にバラツキがあるようです。各職員の参加状況を把
握・管理することで、まんべんなく研修に参加できる機会の提供を期待します。

〈コメント〉積極的に実習生を受け入れ、実習生と指導職員とが、双方に育ち学び合え
る実習の機会とすべく、管理者、先輩職員から指導職員に対して、適切なアドバイスや
指導を心がける取組が行われています。

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。

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-(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〉「個人目標管理シート」を2年前に導入し、5月に、職員は管理者と面談
した際に目標を設定し、12月に中間面接、年度末の最終面接を行っています。これに
より各職員が目標意識をもって業務に取組む仕組みができています。

〈コメント〉業務効率向上の為、ワークシェアリングができる体制構築に取組んでいま
す。これにより、有給休暇取得時の担当業務の事前割振りがスムーズになったことで、
有給休暇を取りやすい環境が実現できています。

〈コメント〉職員採用の際のアピール材料として、職員の写真や担当業務、趣味などを
書いた「職員間の人間関係の絆の模式図」を作成することで職場の雰囲気が前もって分
かる工夫をしています。これが職員定着年数12年に繋がっているとのことです。

〈コメント〉職員が将来のビジョンを描き、キャリアアップできるように、園としても
人材育成に力を入れています。また、力の付いた非正規職員を正規職員や役職者への登
用などを図ることで、働く意欲が持てる環境整備に取組んでいるところです。

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〉職員の働き易い環境を整備すべく、常に職員の様子に気を配り、妊婦・未
就学児をもつ職員への配慮、介護の為など、ワークライフバランスに配慮した取組を積
極的に行っています。

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-(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-(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。

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。
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〈コメント〉監査法人による会計監査を受け、決算書類の内容についてのチェック、事
務処理指導やアドバイスなどを受け、透明性のある経営に努めています。また、透明性
を高める意味で、取引業者一覧を職員に公表していくとのことです。

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

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。

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。

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〉子どもと保護者の関係が疑われたり、保護者の病気や家庭保育に懸念があ
る場合には、専任担当者が関係機関と連携しながらサポート支援に取組んでいます。

〈コメント〉地域商店街に子どもが作った「てるてる坊主」を展示したり、地域祭りへ
の踊り参加、また、「お祭りごっこ」と称し、子ども達で作った「みこし」を担いで近
所を練り歩くなど、地域との交流や活性化に貢献する取組を行っています。

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〉ホームページ等により、理念・基本方針・財務情報等を公表しています。
また、日々の苦情等についても、園だよりや保護者の送迎時などの機会に公表すること
で、運営の透明性を図っています。

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-(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〉子ども支援センターを運営し、おもちゃ作りの講習会を開いたり、子育て
に関する相談に応じるなどの取組を行っています。また、隣接する小学校のイベント時
には、園の駐車場を開放しています

〈コメント〉地域の老人ホームの方を、年1回の運動会に招待したり、隣接する小学校
と年1回、一緒に避難訓練を実施するなど、地域との交流の機会を設けています。

〈コメント〉ボランティア受け入れマニュアルを整備し、中学生の職場体験や、地域の
子育てボランティアを受け入れて、「劇」や「講習会」なども行っています。

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献
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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。

〈コメント〉苦情解決の仕組みを職員に周知し、全職員が誠実な対応に心がける指導や
研修が行われています。また、苦情の公表ついてはプライバシーや守秘義務に注意し
て、おたより等で公表しています。

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。

〈コメント〉保護者アンケートでは、「入園時に丁寧で詳しい説明があった」と、多く
の回答がありました。また、日々保護者と接するなかで、家庭の状況を把握したり相談
に乗ったりすることで、延長保育や土曜保育のニーズにも応えています。

〈コメント〉必要に応じて、施設間で情報交換したり引き継ぎ文書を渡したりと、隙間
のない援助ができるように取組んでいます。また、卒園時のおたよりには相談窓口を明
記しています。

〈コメント〉意見箱の設置や、園全体アンケート及びクラスアンケートを各年1回実施
しています。また、保護者との懇談会は年１回実施の他、希望者には、別途年2回の懇
談機会を設け、利用者満足の向上に努めています。

〈コメント〉倫理綱領には、子どもの人権に関しての考えが明記されていますが、園と
しては、さらに、職員研修や勉強会を充実し職員周知を図っていきたいとのことです。

〈コメント〉プライバシー保護に関する規定やマニュアルを設け、日々の保育の場で配
慮する取組が行われていますが、さらに職員が意識を持てるような取組の工夫を期待し
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。

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。

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〉ホームページや分かりやすいパンフレットを作成し、見学時に丁寧に説明
しています。今後は、英会話などを保育に取り入れるなど、独自性のある園としての情
報発信に、いっそう取組んでいきたいとのことです。

〈コメント〉保護者への相談窓口文書の配布や、保護者が相談を希望する日時に極力面
談できるように配慮しています。また、相談スペースに関しては落ち着いて相談できる
ように、机やいすの配置、雰囲気にも配慮しています。

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-(2)-②　定期的に指導計画の評価・見直しを行ってい
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。

〈コメント〉感染症対応マニュアルを各クラスに備え、実際に感染症が疑われる事が発
生した場合の「対応セット」も配備しています。保護者に対しても黒板や張り紙によ
り、情報提供や連絡等を行っています。

〈コメント〉ヒヤリハットや事故が発生した場合、職員会議でその要因分析をしたり、
実際に起こった事例による職員研修を実施するなど、予防策の周知徹底が行われていま
す。また、遊具や消火器点検なども定期的に行われています。

〈コメント〉相談や意見へは、迅速な対応に取組んでいるとのことですが、その原因や
改善策等への取組が不十分なようです。今後は組織的に一連の対応ができる仕組みづく
りを期待します。

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〉年度末には、リーダー会議でクラス職員の意見を集約し、組織的に各計画
を見直しする取組が行われており、標準的な実施方法の見直しについても、その機会に
定期的に行っていただくことを期待します。

〈コメント〉懇談会や日々の会話の中から、保護者のニーズを聞き取り、児童票はきめ
細やかな内容となっており、指導計画にも反映されています。また、支援困難ケースで
は、関係機関との連携を図ることで慎重に計画策定を行っています。

〈コメント〉毎月、指導計画を策定する際に、クラス内で話し合い、指導計画の変更が
必要な場合には適宜見直しをする機会としています。

〈コメント〉災害時の職員及び子どもの食料や備品などは管理表により適切に管理して
います。また、毎月の避難訓練では隣接する小学校の屋上まで、幼児を避難させる練習
を、様々なケースを想定して行っています。

〈コメント〉保育のハンドブックを活用し、基本的な実施方法を職員に周知したうえ
で、個々の職員の創意工夫や考え方を大切にし、さらに上のランクの援助が園全体とし
て実践できるように取組んでいるところです。



ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

第三者評価結果

ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

〈コメント〉毎年、他園と合同で海岸清掃に参加したり、園内での「ごみの分別」、
「節水」の指導、廃材を活用した工作など、環境保護やリサイクルへの意識向上に向け
た保育が行われています。

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。

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〉市や警察との連携の他、保護者や自治会、ボランティアの方々が園の運営
に協力していただくなど、地域とは相互協力が得られるネットワークが構築されていま
す。

〈コメント〉運動会には老人施設の方を招待したり、文化会館での生活発表会に家族が
見に来ていただく機会に意見やニーズの情報収集をしています。さらに園では、職員と
子育て経験者が個々にお話する機会を設けることも検討中です。

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-１-④　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。

〈コメント〉保育記録は詳細に記入され、内容や書き方等を主任が指導することでバラ
ツキを無くしています。また、子どもの情報はトップダウン・ボトムアップの双方向で
共有化され、必要に応じて報告会も行っています。

〈コメント〉個人情報保護規定を整備し、個人情報文書の管理やパソコンの情報管理に
ついても厳格に管理しています。また、職員に対しては、プライベートやＳＮＳでの情
報漏えいの防止徹底に努めています。


