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〈コメント〉園長は、市に受入可能人数・年齢を報告し、待機児童がいることは把握し
ているが、保育園を取り巻く経営環境の把握・分析までは至っていない。また、社内の
運営会議で、利用人数や子どもの状況等を報告しているが、経営に関する収支やコスト
の分析等は行えていない。今後は、運営に関するコスト等の把握・分析に努め、経営に
関する意識の向上が望まれる。

〈コメント〉保育園の利用状況等は、社内の各事業所と役員が集まる運営会議で報告し
ている。運営会議は、報告会議に留まっており、課題の明確化と改善策の検討には至っ
ていない。今後は、運営会議の充実を図り、課題の改善に向けた具体的な活動の実施
と、職員への経営に関する意識を高める工夫に期待したい。

〈コメント〉会社・園の中・長期計画は策定されていない。園長は、園の今後について
考えてはいるが、文書で明確化されていない。今後は、中・長期計画の策定により、園
の方向性を明確にし、職員に周知することが望まれる。

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〉保育理念は、パンフレットや重要事項説明書に明記されているが、ホーム
ページには保育方針と保育目標のみで、理念は確認できなかった。また、職員にはパン
フレットを入社時に配布し説明しているが、継続的に理解を促す取組は行われていな
い。保護者には入園時に説明しているが、保護者会等の継続的に説明する機会はない。
今後は、ホームページへの明記や事業所内の掲示など、職員や保護者がいつでも目にす
ることができるよう工夫し、理念の共有化に注力されたい。

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。

※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。
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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。

〈コメント〉園長の役割や責任を明示した職務分掌表は作成されていない。また、園だ
よりは、行事案内や日々の子どもの様子が主となっており、園長の役割や責任等は記載
されていない。今後は、非常時や園長不在時の権限移譲などを盛り込んだ職務分掌表の
作成と、園長の役割や責任を園内外に向けて表明することが望まれる。

〈コメント〉園長は、市との適正な関係保持に努め、子どもを受入れている。市が主催
の虐待防止に関する研修等に参加し、関係する法令等の理解に努めている。今後は、運
営に関係する法令等について学ぶ機会を増やし、職員に周知し理解を促す取組に期待し
たい。

〈コメント〉中・長期計画が策定されていないため、中・長期計画に基づく単年度計画
は策定されていない。単年度の目標を職員会議等で話し合っているが、文書で明確にさ
れていない。今後は、中・長期計画の策定後、それに基づいた単年度計画の策定に期待
したい。

〈コメント〉今年度初めて、自己評価に取り組んだが、評価結果からの課題の明確化は
これからである。今後は、評価結果で明確となった課題の明文化と職員への周知、改善
計画の作成により、計画的な改善に繋が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-(1)　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

〈コメント〉事業計画自体が策定されていないため、今後は、職員参加のもと、決めら
れた時期での事業計画の策定と、年度途中での計画の進捗状況の確認や評価・見直し等
の実施、事業計画の職員への周知に期待したい。

〈コメント〉事業計画が策定されていないため、保護者への提示や説明は行われていな
い。今後は、事業計画の策定後、入園時や保護者会等で配布・説明するなどして、保護
者の理解を得られることに期待したい。

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。

〈コメント〉保育の指導計画を作成し、計画に沿った保育の提供に努めているが、
PDCAサイクルに基づいた実施には至っていない。職員会議で実施した保育の評価を行
い、その場で解決できることは解決を図っている。今年度初めて、第三者評価を受審
し、自己評価に取り組んだが、保育の質の向上に向けた改善等の取組はこれからとなっ
ている。PDCAサイクルを意識した改善に期待したい。

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-(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。

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。
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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-(2)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

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。

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〉事務長と職員との個別面談の機会はあるが、目標に対する面談ではなく、
現状の不平不満を解決する場となっている。今後は、園長による個別面談で、職員一人
ひとりの目標を設定したり、年度途中で目標の進捗状況を確認する等、目標管理による
職員の育成が行われることが望まれる。

〈コメント〉園長は、職員の動きを観察し、子どもとの関わり方について話し合った
り、園全体の課題について職員会議で話し合い、解決を図っている。市のキャリアアッ
プ研修やエピペンの使用方法の研修等に参加を促し、教育の充実を図っている。今後
は、職員一人ひとりとの面談を計画的に行うなど、園長として指導力を発揮することに
期待したい。

〈コメント〉園長は経営には携わっておらず、人事・労務・財務等の分析や経営の改善
を意識した取組には至っていない。現状は、残業はほぼ無く、有給休暇も取得しやすい
状況であり、職員の入退職は少ない。業務の改善に向け話し合いや、改善には時間と予
算化が必要であることを職員に説明し、理解を求めている。今後は、人事・労務・財務
等の経営の視点にたった運営に期待したい。

〈コメント〉人員体制や人材確保・育成に関する基本的な方針を明記した書類は確認で
きなかった。現状は、退職はほとんどないが、人材の確保が必要な際は口コミや紹介で
確保ができている。今後は、事前に職員の意向を把握することで、計画的に採用・育成
が行える体制づくりに期待したい。

〈コメント〉園長の頭の中には「期待する職員像」はあるが、明文化はしていない。人
事規程は、誰もが見ることができるよう事務所に置いている。個別面談は、事務長との
面談のみのため、目標管理ではなく現在の不平不満を解決する場になっていることか
ら、今後は、園長との面談による目標管理など、人事考課に繋がる取組に期待したい。

〈コメント〉園長は、職員の希望を考慮し勤務シフトを作成しており、有給休暇の取得
状況を把握している。現状は、残業はほぼ無い。健康診断は年1回行い、インフルエン
ザ予防接種は会社負担で接種するなど、健康維持を図っている。また、職員の懇親会の
費用を会社が負担するなど福利厚生の充実を図っている。現在の取組の継続とともに、
今後は、働きやすい職場環境作りのための計画の作成と実施に期待したい。

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)-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。



ａ・ｂ・ⓒ

ａ・ⓑ・ｃ

ａ・ｂ・ⓒ

第三者評価結果

ａ・ｂ・ⓒ

ａ・ⓑ・ｃ

第三者評価結果

ａ・ⓑ・ｃ

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-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〉本部の事務員が金銭管理を担当しており、園では金銭を取り扱うことはほ
ぼ無い。本部には定期的に税理士が訪問し、経理上の指導や助言を受ける体制がある。
今後は、園長が経営に関する関心を高め、経営に参画することに期待したい。

〈コメント〉基本方針等に職員に必要とされる技能や資格に関する記述は確認できな
かった。キャリアアップ研修に参加しているが、階層別・テーマ別の研修計画は策定さ
れていない。今後は、教育・研修に関する園としての考え方を明文化し、職員一人ひと
りの技能や資格に見合った階層別やテーマ別の研修計画の策定と受講が望まれる。

〈コメント〉園長は、職員一人ひとりの知識や技術水準・取得資格を把握している。新
人研修はOJTで、園長が主となり一緒に業務を行う形で実施している。外部研修の案内
を随時提示し、参加を促しているが、人員配置や日時の都合で参加できないことが多々
ある点は課題である。今後は、職員が必要な研修に参加できる人員体制を整備し、育成
が行われることに期待したい。

〈コメント〉実習生の受入れは現状行われておらず、今後も受入れる予定が無いため、
実習生の受入れに関する基本方針やマニュアルは作成されていない。今後は、実習生か
ら職員への採用に至る可能性を考慮し、基本的な考え方やマニュアルの作成を検討され
たい。

〈コメント〉ホームページに保育方針や保育目標、保育内容は明示されているが、事業
計画・事業報告、予算・決算情報、苦情・相談の解決体制や内容、解決結果等の公開は
今後の課題である。第三者評価は今回が初めての受審のため、評価結果は次年度公開を
予定している。今後は、ホームページや広報誌を活用し、自社の取組や活動を広く公開
することに期待したい。

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　運営の透明性の確保

〈コメント〉地域との関わり方に関する基本的な考え方を示した文書は作成されていな
い。保護者向けには、園内の掲示板で地域のイベントや利用できる制度等を案内し、活
用を促している。園の特徴として、併設のデイサービスやサービス付高齢者向け住宅の
利用者との定期的な交流を行っているが、今後は、自社での交流に留まらず、積極的に
地域と交流推進を図り、子どもの生活の充実を図られたい。

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-(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-４　地域との交流、地域貢献
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Ⅲ-１-(1)　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

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。

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。

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

〈コメント〉園に関係する行政機関の連絡先等をリスト化し、職員がいつでも確認でき
るようにしている。子どもや保護者の様子から虐待等の恐れがあると感じた場合は、市
の子ども家庭室に連絡・相談し、連携を図っている。また、市主催の小規模保育園の園
長会に参加し、他園と情報共有や連携を図っている。今後は、連携した内容等について
職員全体で共有できる体制が望まれる。

〈コメント〉施設全体の敷地内にミニ牧場や農園・カフェなどの施設があり、地域の人
が自由に出入りできる環境となっており、ポニーや犬を見に来る方もいる。今後は、そ
れらの設備や環境、子育ての専門知識を活かした地域の子育て家庭に向けての子育て相
談事業や母親教室など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〉施設の敷地内のミニ牧場や農園・カフェなどを地域に開放し、地域住民の
憩いの場となっている。子どもが低年齢のため園として積極的に地域交流の場は設けて
いないが、地域の福祉ニーズを把握し、それにもとづいた活動の実施は今後の課題とし
て捉えている。

〈コメント〉ボランティアの受入れ実績がなく、ボランティアの受入れに関する基本的
な考え方を示した文書やマニュアルは整備されていない。地域の中の福祉施設の役割を
考慮し、ボランティア受入れに関する基本方針やマニュアルの整備と積極的な受入れを
検討されたい。

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。

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〉保育理念や保育目標に子どもを尊重した保育の実施を明示し、内部研修で
児童虐待について学んでいるが、子どもを尊重することの意味や取組は不足していると
感じている。自己評価の評価項目や内容を見直して、日頃の保育の振り返りや評価・見
直しをしたいと考えており、今後に期待したい。

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〉日頃から、窓に薄いカーテンを付けたり、外から見えない場所でのおむつ
交換や着替えなど、プライバシー配慮に努めている。また、保護者と子どもの様子を見
守ったり、担当保育士が視診するなど虐待の早期発見に努めているが、今後は、プライ
バシーや虐待防止、権利擁護に関する規程やマニュアルを整備し、より職員の意識を高
める取組に期待したい。

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-(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〉ホームページやパンフレットは、カラフルで見やすく、写真も多く掲載
し、園の雰囲気がイメージしやすい。見学は、保護者の希望日に合わせ、じっくり話を
したい場合は、お昼寝の時間に園長が対応するなど配慮している。今後は、パンフレッ
トの設置場所を増やすなど、より多くの人に周知する取組が望まれる。
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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〉入所の際は、入園のしおりや重要事項説明書に基づき園長が説明し、同意
を得ている。敷地内にポニーや犬がいることから、動物アレルギーの有無も確認してい
る。保護者に準備いただくものは、わかりやすいよう実物見本を見せるなど配慮してい
る。市内の保育所が3歳児からご飯をお弁当箱で持参することになっており、2歳児が1
月後半から実施するにあたり、1ヶ月前と1週間前に伝えるなど丁寧な対応が窺える。

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〉小規模事業所内保育園であるため、市内の転園の際は、転園先に児童票や
保育経過記録を持参し、口頭で伝えている。市外への転園の際は、保護者の希望や必要
に応じて送付している。今後は、子どもや保護者が安心して転園できるよう、転園後も
相談できる担当者や窓口の設置と転園時にその文書を配布されると良い。

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〉送迎時に保護者とは情報交換等を行っているが、個別懇談会や満足度調査
は実施していない。給食やおやつの試食会後にアンケートを実施しているが、結果等は
回覧のみで、検討会や保護者への公表は行われていない。今後は、保護者と直接向き
合って話す機会や定期的な満足度調査による改善と質の向上に向けた組織的な取組が望
まれる。

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)-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〉苦情解決担当者や責任者は設置しているが、第三者委員は設置が確認でき
なかった。苦情自体は現状無いが、苦情を申し出しやすいよう意見箱やアンケートの実
施、苦情解決マニュアルの整備により苦情受付から解決までの経過の記録、苦情を申し
出た保護者等へのフィードバック、苦情を申し出た保護者等に配慮した上での公表など
の仕組みづくりに期待したい。

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〉保護者からの相談の際は、併設のサービス付き高齢者向け住宅の食堂やデ
イサービスの相談室、カフェを使用し対応している。しかし、使用できる時間が限られ
るため、常時対応可能にはなっていない。いつでも誰にでも相談できることを文書で掲
示したり、相談スペースの確保など、意見を言いやすい環境整備が望まれる。

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〉保護者から子どもの発達について相談があった際は、市の保健師に来園を
依頼し、園長や担当が保護者への伝え方等のアドバイスを受け対応した。朝相談を受け
たら、保護者と時間を合わせ個別に対応したり、お昼寝の時間のミーティングで共有・
検討している。今後は、相談や意見が述べやすい環境整備と相談対応マニュアルの整
備、苦情解決と同様相談解決に向けた組織的な取組に期待したい。

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。

〈コメント〉市の危機管理マニュアルを活用し、緊急時の対応やエピペン、AEDの研修
を受講している。社内全体がヒヤリハット事例収集を積極的に行う方針であり、事例は
増えているが、安全確保への職員の意識を高めるため、改善策の評価・見直しが望まれ
る。また、SIDS（乳幼児突然死症候群）防止として、5分おきの睡眠チェックを行って
いるが、研修や勉強会による職員への周知・徹底が望まれる。
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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。

〈コメント〉市の感染症対応マニュアルを活用している。また、看護師やインターネッ
トからの情報をミーティングで伝えている。日頃から、加湿器の使用や換気、クレベリ
ンによる除菌や消毒で予防に努め、嘔吐物処理キットも設置しているが、使い方等の勉
強会は行っていない。市のマニュアルを園に合わせて変更し、職員へ周知されると良
い。

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〉会社全体の非常災害対策計画を整備し、災害に備え3日分程度の食料・水
等の備蓄や、非常持出袋を常備している。避難訓練を毎月実施し、園内外の避難経路を
作成している。また、緊急連絡先リストの常備や引き渡し訓練の実施など、保護者との
連携を図っている。今後は、地域の防災訓練に参加したり、災害時の役割等について地
域と話し合う等、地域との連携強化が望まれる。

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)-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〉標準的な実施方法として、デイリープログラムを作成している。デイリー
プログラム内の保育者の活動と配慮、特記事項からは、子どもを尊重した姿勢が見られ
るが、内容の職員への周知や実践には改善の余地がある。日常的に活用することに期待
したい。

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の検証・見直しが現在行われていない。今後は、定期
的に現状を検証し、必要な見直しができるような体制づくりと、PDCAサイクルによっ
て継続的に行うことで、保育の質の向上に繋がることに期待したい。

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-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〉保育の全体的な計画は園長が、年案・月案は担任が策定しており、4月の
月案は子どもの様子を見ながら策定している。また、入所時の情報をもとに、担当が個
別指導計画を策定している。必要に応じて市の保健師や看護師、発達支援センター等と
連携し、策定に活かしている。今後は、評価や振り返りを策定した担当のみならず、保
育に関わる職員が会して検討できる機会があると良い。

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〉各指導計画は、定められた時期に評価・見直しを行っている。策定や評
価・見直しの際は、園長が相談に応じることはあるが、策定した担当の評価・見直しと
なっており、保育に関わる他の職員との話し合いは行われていない。また、見直しした
指導計画を説明する機会を設けていない点は課題であり、改善が望まれる。

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〉保育日誌に日々の保育の実施状況を記録している。保育日誌の書き方の
ルールは設けているが、職員全体への周知が徹底されていない。職員伝達ノートや作業
ノートの活用、月1回の職員会議や毎日の夕方ミーティング、給食会議、お昼寝の時間
での話し合いなど情報共有する機会を設けているが、より充実した話し合いが行われる
ことに期待したい。
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Ⅳ-１-①　子育て経験者との連携がとれている。

〈コメント〉サービス付き高齢者向け住宅が併設されているため、高齢者と触れ合う機
会が多く、敷地内の農園で、野菜の育て方や肥料のやり方、芋の収穫の仕方を教えても
らえる点は、園の特徴的な取組である。今後は、子育て経験者でもある高齢者が近くに
いるメリットを活かし、子育てに関する「おばあちゃんの知恵袋」を得られるような懇
談会や意見交換会が行われると良い。

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〉近隣で危険が及ぶような場合は、市から連絡が入るようになっている。今
後は、自治会や民生委員、児童委員等との連携を強化し、何かあれば相互に協力できる
体制づくりに期待したい。

Ⅳ-１-③　地域の環境保護に貢献している。
〈コメント〉子どもが低年齢のため、ごみの分別は難しいが、水の使い方やお散歩時に
食べたお菓子のつつみ紙は持ち帰ってごみ箱に捨てる等は意識的に取り組んでいる。今
後は、園全体で地域の環境保護活動に取り組み、子どもが意識できるような工夫に期待
したい。

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〉就業規則に個人情報保護、重要事項説明書に個人情報取扱に関する記述が
確認できた。個人情報書類やUSBメモリー、カメラ（iPad）は鍵付きの棚や引き出しに
適切に保管し、USBメモリーやカメラは個人の物は使用しないことを徹底するなど意識
した取組が行われているが、今後は、個人情報保護や取扱の重要性に関する勉強会等の
実施による漏洩防止を図られたい。

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。


