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通園する子どもが少ないため、市内の他地域の待機児童をいつでも受け入れることがで
きるよう市に働きかけ、職員を1人多く確保している。園長が発起人となり、近隣の保
育園と「少子化に伴う今後の豊浜北浜地区保育所運営の検討会（豊北検討会）」を立ち
上げ、市の担当者も交え、合併統合を含めた検討を始めている。

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)-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。

中・長期計画を明文化している。「豊北検討会」について、職員会議等で伝達し、園の
今後の方向性を示している。今後は、中・長期計画をより具体化し、数値目標や収支計
画を盛り込んで策定されることに期待したい。

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。

単年度計画としてウェブサイトの改訂や給与規定の見直し等行っているが、中・長期計
画にもとづいた計画とはなっていない。今後は、中・長期計画を踏まえた単年度計画の
策定に期待したい。

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。

園の理念・基本方針等は明文化され、職員室内に掲示されている他、ウェブサイトにも
掲載されている。また、保護者に対しても入園時に理念・基本方針等を記載した書類を
配布し、周知を図っている。職員へは入職時に説明し想いを伝えているが、理解が不十
分であるため、継続的に周知するなど今後の改善を期待したい。

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。

地域の特色として保育園に通園する子どもの人数が少なく、園としてその状況は十分把
握し、理事会・評議会へ報告している。町会や市役所等と連携し、市内の他地域で0歳
児の待機児童がいることも把握している。

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。

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。
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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。

職務分掌表は作成されていないが、園長があらゆることに対して積極的に行動すること
で、職員は園長の役割を理解している。園長が不在時は主任が対応をすることになって
いるが明文化はされていない。今後は、職務分掌表を作成し、管理者の責任と役割の明
確化と職員に周知されるとなお良い。

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。

園長は研修会に参加した内容について、職員会議等で周知している。また、必要に応じ
て勉強会を実施するなど、職員全員が理解できるよう努めている。保育以外（個人情報
保護法、セキュリティー関連等）に関しても職員の質問に対して対応はしているが、今
後は遵守すべき法令等を職員がいつでも見られるようにリスト化し、コンプライアンス
研修を定期的に実施するなど、法令遵守についてより理解できるような取組に期待した
い。

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。

行事ごとに反省会とアンケートを実施し、次年度につなげるための検討会を実施してい
る。職員会議等であがった課題については職員全員で取り組むようにしているが、第三
者評価は今回が初めてであり、自己評価も今回初めて行ったため、今回明確になった課
題について、PDCAサイクルにもとづき改善に取り組むことに期待したい。

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。

行事ごとのアンケート結果にもとづき、反省会を職員会議等で行い課題の理解に努めて
いるが、職員全員の共有が不十分となっている。今回の第三者評価で明確になった課題
を事業計画等に盛り込み、計画的に改善されることに期待したい。

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

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。

事業計画としての行事計画は園長と主任で作成し、職員会議等で話し合い実施してい
る。行事ごとに反省会、アンケート実施、次年度につなげる改善を検討し、その結果は
園だより等を通じて、保護者へ周知している。今後は、法人や園として、行事計画にと
どまらず、運営に関する事業計画の策定に期待したい。

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。

行事計画は新年度の説明会や行事前の手紙の配布等を通じて保護者等に周知している。
また、保護者会を実施した時には資料を配布し、理解を促している。今後は、法人や園
としての事業計画の策定と周知を検討されたい。

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。
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短時間のパート職員を採用することによって、正職員が有給休暇や代休を取れるよう、
働きやすい環境づくりに取組んでいる。健康診断を年1回行い、職員の健康維持管理が
行われている。明確な相談窓口を設けてはいないが、少人数ということもあり、いつで
も相談できる体制がある。

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」は明文化されていないが、「指示待ちではなく、能動的な職員が必
要」と職員会議等で伝えている。今後は、職員との面談を実施し、個々の目標の確認と
進捗具合を確認し、求められる知識や技術、資格等を明確化し、育成に向けた取組を実
施されることに期待したい。

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。

年間の研修計画を作成し、研修が実施されている。研修後は復命書を作成し、回覧し周
知している。研修内容を毎年見直しし実施されていることは評価できるが、今後は、職
員の教育・研修に関する基本方針や計画を策定し、職員に必要とされる知識や技術、資
格等を明確にし実施されることに期待したい。

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。

待機児童受入れのために必要人員＋αの体制を整えている。保育士確保のためにハロー
ワークへ求人を出したり、職員が知人に声をかけるなど、人材確保の取組をしている。
計画的な採用が現状難しく、随時の対応となっているため、今後は人材確保のための採
用計画や定着のための育成計画の作成を検討されたい。

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」を明文化したものはないが、職員会議等で「指示待ちではなく、能
動的な職員が必要」と伝えている。年度の目標を確認する面談は一昨年は実施したが、
昨年・今年度は実施されていない。今後は、職員の目標に向けた進捗具合や課題を把握
するためにも面談の実施を検討されたい。

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。

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。

園長は毎日、30～40分程度保育室に入り、子どもたちの様子だけでなく職員の提供し
ている保育の質の現状を把握するように努めている。そこで気づいたことは、職員に直
接伝え、積極的に研修会へ参加を促すなど、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。

保育の質の現状の把握に努め、改善に向けて取組を行っている。時間有給を取得できる
ように改訂したり、非常勤職員を活用することによって正職員が休みを取りやすくする
など、職場環境の改善への取組は評価できる。

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-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-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。

ボランティア受入れ規程で基本姿勢を明示しているが、受入れの際のマニュアルが整備
されていない。近年受入れ実績がないが、要望があれば、受け入れるとのことなので、
この機会に受入れマニュアルの整備を検討されたい。

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-４-(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。

年1回の町の総大会に参加し、保育園の現状について報告を行うなど、随時町会とは連
携が行われている。野良猫が多いため保健所と連携したり、発達支援センターから巡回
指導があるなど、関係機関との連携は行われているが、今後は、関係機関との連携を明
文化し職員が共有できる取組に期待したい。

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。

町内の敬老会や町民運動会に参加したり、園での夕涼み会や運動会に地域の方が参加す
るなど地域との交流の場が多い。市からの保育に関する情報等を掲示し、保護者に伝え
ている。今後は、地域との関わり方についての方針等を明文化し、周知されることに期
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。

ウェブサイトを整備し、法人・園の理念・基本方針・事業計画、予算、決算報告等を掲
載している。地域へ向けては、園で行っている行事等を説明した「ありっこ通信」を配
布している。

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。

園長は小口現金の管理決済を行い、主任が内部監査を担当し、監事が半期に1回経理内
容を確認している。また、税理士事務所に経理の管理を依頼しており、何かあれば相談
やアドバイスを受けている。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

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。

園長が研修への参加を促し、個々の職員のレベルにあった研修を受講する仕組みがあ
る。復命書で研修内容を回覧し、受講内容を周知している。新人職員は日々の業務をこ
なしながら仕事を覚えていくが、今後、職員の経験やレベルにあったOJTのマニュア
ルの作成を検討されたい。

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。

実習生の受入れ規程は作成されているが、研修・育成についてのマニュアルは作成され
ていない。今年度は実習生の受入れはないが、例年1～2名程度の受入れがあるため、
より効果的な実習を提供するためにもマニュアルの作成を検討されたい。

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保
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行事の一環として、町民運動会や敬老会に参加している。また、「夕涼み会（夏まつ
り）」には近隣の小学校と共同して行う取組をしており、地域に根ざした活動を行って
いるが、今後は、地域の福祉ニーズを把握した上で、保育所ならではの取組を検討され
たい。

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。

保育室の一部と園庭を毎日16時～17時の間、地域住民や子どもたちに開放している。
地域住民に園の夕涼み会や運動会への参加を呼びかけ、子どもと関わる機会もある。ま
た、津波を想定して、地域住民と近隣の避難タワーへ避難する訓練を行うなど地域との
連携は十分行われているが、保育所の専門性を生かした取組の実施に期待したい。

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。

見学希望者には、園の方針を説明したり見学をしてもらうなど丁寧に対応している。園
のウェブサイトを月1回目安に更新し、県のウェブサイトでも情報が掲載されている
が、市役所等の公共施設にはリーフレット等の設置は無いとのことで、広く情報を提供
す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 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。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

保育の全体的な計画や年間指導計画に子どもを尊重した保育について明示している。0
～2才児、3～5才児の異年齢保育が行われており、年長が年中や年小に生活の仕方を
教えたり着替えをお手伝いするなど、子ども同士がお互いを尊重する心が育つ取組と
なっている。日々、子どもを尊重した保育を心がけているが、今後は、勉強会や研修を
実施し、職員への理解をより深められたい。

職員は、子どもがトイレに失敗した際、他の子どもにわからないようにシャワー室の扉
を閉めたり隣のクラスのシャワー室を使うなど、日常の保育でプライバシー配慮を心が
けている。保護者には、画像使用承諾書をもらっている。今後は、プライバシー保護や
権利擁護についての規程等を作成され、職員への周知と理解を促す取組に期待したい。

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。

新年度説明会で資料を配布し丁寧に説明し、同意書をもらっている。保護者が理解しや
すいように持ち物については実物を見せて説明するなど工夫も見られる。変更があった
際は、手紙を配布したり個々に説明を行っている。

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)-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-(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。

重要事項説明書に相談窓口を明示している。少人数ということもあり、登降園時に保護
者と話す時間が取りやすく、相談しやすい雰囲気作りを心がけている。個別の相談等
は、事務所で対応し、プライバシーにも配慮している。

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) 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。

転園先や小学校と情報を共有することについて保護者に同意書をもらっており、何かあ
れば転園先や小学校から連絡が入り、その都度対応している。卒園後は夕涼み会や運動
会の案内を送っている。今後は、変更等にあたって継続性に配慮した手順や引継ぎ文書
を作成し、転園・卒園時に相談方法や担当者についての書面を渡されると良い。

職員は、毎日子どもたちが元気で登園してくれているかを見て満足を把握している。親
子参加の行事が年10回あり、その都度アンケートを実施している。保護者が参加しや
すいよう土曜日に行ったり、アンケートに園についての保護者の意向を確認する項目を
設けるなど積極的に保護者の意見を聴く姿勢が素晴らしい。少人数ということもあり、
保護者とはコミュニケーションが密に取れており、何かあればいつでも話が聞ける体制
がある。把握した結果については職員会議で検討し、改善を行っている。

苦情解決の体制を整備し、園内に掲示したり重要事項説明書に明示し保護者に周知して
いる。苦情受付した際の対応マニュアルもあり、苦情解決受付書や解決報告書が準備さ
れているが、苦情自体がほとんど無い。苦情があれば、職員会議で検討し、保護者にも
フィードバックしたり、内容に応じて園だよりで公表する仕組みがある。

意見箱の設置やアンケートの実施の他、登降園時など、保護者の相談や意見を聴く機会
が多く設けられている。意見等にもとづき職員会議で検討し、保護者に返答している。
保護者からの意見で、子どもはあだ名ではなく名前で呼ぶことにしたり、はだし保育を
9月末までにするなど改善に向けた取組が行われている。今後は、相談を受けた際の対
応マニュアルを整備し、経緯を記録しておくと良い。

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。

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。
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入園時の家庭票や健康票、家庭での子どものすがたや聞き取りで子どもの情報を把握し
ている。障害がある子どもについては、発達支援センターとも連携し情報共有してい
る。保育の全体的な計画にもとづき、指導計画が策定され、指導計画にもとづいて保育
が提供されているのが確認できた。

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。

感染症マニュアルを作成している。日頃から、食事前の手洗いとアルコール消毒、嘔吐
時の次亜塩素酸消毒など予防に努めている。保護者にはほけんだよりを配布したり、お
迎え時にインフルエンザの発生状況を説明し、家族がインフルエンザに罹患した場合も
伝えてもらうようにしている。今後は、定期的にマニュアルを見直し、子どものさらな
る安全確保のためにも職員に対して流行前に勉強会を実施するなどの取組を検討された
い。

食中毒や事故・ケガ、感染症やアレルギー対応マニュアルが作成されている。ケガノー
トをヒヤリハットとして活用し記入している。記入があれば園長に提出し、職員会議で
対応を検討している。今後は、職員に対して安全確保や事故防止に関する勉強会等を実
施し、対応検討した後の実効性を評価・見直しができるような仕組みを検討されたい。

毎月避難訓練を実施している。海が近いため、地震・津波が発生した場合の対応マニュ
アルを作成し、避難経路も明示し保護者にも周知している。年に1回、津波避難タワー
に避難する際は、自治会と協力しながら行ったり、消防署に園に来てもらうなど連携が
図られている。津波に備えてライフジャケットが人数分用意され、備蓄食は園に約1日
分備蓄されている。さらなる安全確保のために、津波避難タワーに自治会の備蓄だけで
なく園としても備蓄を用意することを今後検討している。

全体的な保育の計画や月案の中に、子どもの尊重やプライバシー保護の姿勢を明示し保
育を実施している。今後は、標準的な実施方法として手順書等を作成し、それにもとづ
いて保育が実施されているかどうかを確認する仕組みを確立されることに期待したい。

全体的な保育の計画や月案は定期的に見直しや評価が行われているが、今後は、標準的
な実施方法について文書化された後、定期的に検証・見直しされる仕組みを確立される
ことに期待したい。

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 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。
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子どもに危険が及ぶようなことがあれば、町会から連絡が入るようになっている。近く
のガードレールの下が水路になっているため危ないからとネットを張ってもらうなど、
地域とも連携が取れている。地域の高齢者が見守り隊となり、地域を巡回したり夜間警
備するなど、地域全体で安全確保に取り組んでいる。

年間指導計画は年度末、月案は月末、週案は週末に評価・見直しを行っており、次の指
導計画の作成に生かしている。指導計画を作成していない職員への周知徹底に課題があ
るため、改善に期待したい。

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。

子どもの保育の実施状況は経過記録に適切に記録されていることが確認できた。記録の
書き方については研修に参加した職員が差異が出ないよう指導している。少人数のた
め、日頃から情報交換がしやすい環境であり、特に気になる場合は職員会議でも情報共
有できる体制がある。

個人情報保護規程を作成し、子どもの記録の管理については市の規程に沿って行ってい
る。子どもの記録は鍵のかかる机もしくは棚に保管している。職員へは個人情報の取扱
いについて入職時に誓約書をもらい、保護者へは入園時に個人情報の取扱いについて説
明し同意書をもらっている。職員は日々個人情報保護を意識しているが、今後は、研修
等を実施し、より個人情報保護について意識向上を図られたい。

地域の子育て経験者とは、町内散歩や祖父母参加の餅つき会、夕涼み会、敬老会、運動
会なので交流が図られている。夕涼み会には町内の子ども会やその保護者も参加してお
り、職員が保護者と話ができる機会となっている。

子どもたちは、市役所の環境出前講座で、今年はゴミの分別の仕方を教えてもらい、資
源ごみを分別している。給食時のプリンのカップ容器や新聞紙をリユースして遊びに活
用している。今後は、子どもたちが園外での清掃活動や植栽活動等を通じて環境美化へ
の意識を高める取組に期待したい。

Ⅲ-２-(2)-② 定期的に指導計画の評価・見直しを行ってい
る。

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。


