
（別紙）

第三者評価結果
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Ⅰ-２ 経営状況の把握

第三者評価結果

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

Ⅰ-３ 事業計画の策定

第三者評価結果

ａ・ⓑ・c

ⓐ・b・ｃ

〈コメント〉四日市市が「四日市市子ども・子育て支援事業計画」を推進する中で、中
間の見直しを行い、その中で経営環境についても把握分析し見直しを行っている。

〈コメント〉四日市市の方針に沿って、実現のために前向きに取り組んでいる。園内で
の適切な保育環境の維持や、職員の働き方や有給休暇の取得については管理者の配慮が
あり、課題の解決のために積極的に取り組む姿勢がある。

〈コメント〉「四日市市子ども・子育て支援事業計画」が策定されており、四日市市の
方針が明確に示されている。これを基にして、園としての中・長期的なビジョンを明確
に示すことが望まれる。

〈コメント〉「四日市市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、保育実施計画や指導
計画が園長や主任の指導の下に作成されている。地域のニーズに対しての具体的な取り
組みにも繋げている。

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。

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〉「四日市市子ども・子育て支援事業計画」を基に、基本理念・基本方針が
策定されている。入園時に説明があり、クラス懇談会でも配布され、保護者会での説明
も行われている。さらに「保育目標」や「目指す子ども像」を明示した配布用の印刷物
も用意しており、周知するための前向きな取り組みがみられる。

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

第三者評価結果
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a・ⓑ・ｃ
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〉管理者の役割や責任は文書化されており、職員に対し明確に示されてい
る。非常時や緊急時の対応もマニュアルがあり、職員室に掲示され、職員に対しても周
知している。

〈コメント〉管理者は遵守すべき法律について、研修に参加するなどして、理解を深め
るように努めており、職員に対してもそれぞれの階層別の研修が用意されている。職員
に対してもコンプライアンスについて話をする機会を用意しており、周知に向け取り組
んでいる。伝えるに留まらず、職員の理解度を確認する手立て（ミニテスト等）を講じ
ることが望まれる。

〈コメント〉保育所として取り組むべき課題をその都度明確にし、職員会議等で職員に
周知しており、文書化し明確に示している。課題は検討され、改善に向け取り組んでい
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-(1) 管理者の責任が明確にされている。

〈コメント〉事業計画は保護者等に配布されており、説明する機会も確保されている。
行事等についても園内の掲示や手紙などの手段を用いて詳しく案内している。

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〉保育の質の向上を目的とし、職員のスキルアップを図るためのプロジェク
ト保育や園の理解を促すためのミニ公開保育などを行っている。主管2名が個別支援や
人権擁護に関する研修に参加している。

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〉年度ごとに計画が策定されており、進捗状況を把握し評価したうえで必要
に応じて見直しがなされている。職員に対しても周知に向けた取り組みがなされてい
る。しかし、保育実施計画に具体的な数値目標や到達点の明示が無いものもあり、期中
の見直しや進捗管理がしづらく、最終評価が曖昧さを残す結果となっている。

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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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。

〈コメント〉必要とする職員像が示されており、育成のための階層別研修計画が策定さ
れている。実施状況を把握し、職員が必要な研修が受講出来るよう見直しを行ってい
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〉年に2回の個別面談があり、職員の希望の聞き取りや目標の確認を行って
いる。目標に対しての進捗状況や達成度を把握したうえで適切な指導・育成に繋げてい
る。

〈コメント〉管理者として、職員に課題を明確に示し、改善に取り組んでいる。職員の
力量を見極め適切な指導が出来るよう配慮している。

〈コメント〉管理者は、人員配置や保育環境等に対し常に配慮している。大きな行事に
は実行委員会を設置して担当責任者を決め、担当責任者が企画から実施・最終の振り返
りを統括し、指導に当たっている。

〈コメント〉四日市市の公立園として、人材の確保に関しては市が適切に行っている。
園では、「働きやすい職場づくり」を進め、それを定着対策としている。市の主導で階
層別の研修計画が策定されており、計画的な育成に取り組んでいる。

〈コメント〉四日市市が統括しており、適切に行われている。

Ⅱ-１-(2)-② 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指
導力を発揮している。

〈コメント〉職員の就業状況や有給休暇の取得状況など把握している。職員のメンタル
面の健康状態にも気を配り、主任会ではメンタルヘルスケアについての研修も行われて
いる。職員とのコミュニケーションは良好で、相談もしやすい環境が提供されている。

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-(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〉公立園であり、事務や経理については四日市市が定めたルールがあり、厳
正に処理されている。定期的な監査があり、市のホームページで公開されている。

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-(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〉職員一人ひとりが必要な研修機会を持てるよう配慮している。研修後は報
告書を作成し、会議等で職員に内容を周知するための取り組みもある。管理者は職員の
力量に合わせたOJTにも努めている。

〈コメント〉保育実習生を本年度は3名受け入れている。受け入れのためのマニュアル
は整備されており、次世代の人材育成に取り組んでいる。高校生の保育体験も受け入れ
ており、学校との良好な関係の継続に努めている。

〈コメント〉四日市市がホームページで保育目標や保育内容を公開しており、監査につ
いても確認が可能である。苦情相談受付窓口も明確になっており、透明性を確保してい
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。

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-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〉地域イベントの文化祭や納涼祭等に参加しており、高齢者との交流のため
のミニデイの開催・近隣の元先生による絵本の読み聞かせなどの外部との交流交流機会
がある。園だよりが発行され、園の情報の提供のための取り組みもなされている。

〈コメント〉ボランティアの受け入れに関しては、基本姿勢が明確になっており、学生
の体験も受け入れている。シルバーボランティアや「いるだけボラ」等、多様なボラン
ティアの来訪があり、園としての積極的な取り組みがなされている。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献
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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。

〈コメント〉警察、病院、消防など、リスクに備えるための機関をはじめ、必要と考え
られる機関は明確にしており、いつでも連絡が取れるように体制を構築している。職員
に対しても、それらを周知するための取り組みがなされている。

〈コメント〉園では、定期的に「あそぼう会」が開催されている。地域の未就園児に遊
び場を提供するとともに保護者と職員との交流場所となっている。また、保育に関する
情報などの提供機会にもなっている。

Ⅱ-４-(3)-① 保育所が有する機能を地域に還元している。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。

〈コメント〉定期的に開催される「あそぼう会」や「ミニデイ」・育児相談等の取り組
みがある。福祉ニーズの把握という観点でみた場合では、地域の具体的なニーズの把握
については検討の余地がみられる。
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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。

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〉年度当初、「園の概要」や「入園のしおり」の資料、パワーポイントを使
用し、保護者に分かり易く説明を行い、同意書が残されている。特に配慮が必要な保護
者への説明については担任が対応しているが、保護者への説明や援助の方法等をルール
化し、同じ手順・内容で行われることが望まれる。

〈コメント〉〈コメント〉保育の継続に配慮した文書を定め、市内公立保育園間での転
園は「経過記録」を送付し、特別支援児は、保護者主催「さくら会」で就学後も相談や
話合いができる場を設けている。市外、私立園等への転園についても市内公立保育園同
様、申し送り文書の作成や、転園、退園後も保護者が相談でき、園と関わりを持つこと
ができる内容を記載した文書を渡すことが望まれる。

〈コメント〉子どもの満足の把握は、経過記録や指導計画、連絡ノート、会議等で行
い、組織的な保育の改善に向けた取組が会議録に残されている。保護者満足は、連合保
護者会アンケート、行事アンケート、懇談会、個別の聴収、保護者会参加等で把握して
いる。満足度調査を実施し、結果から改善したことを園だより等で発信し、外遊びや竹
馬等、保育内容の変更も行っている。

〈コメント〉子どもを尊重した保育の基本姿勢が理念や基本方針、保育目標に記載され
「四日市市乳幼児教育・保育ビジョン」や「園の概要」を保護者に配布し、園長が説明
している。園の保育目標は「全体的な計画」に記され、ビジョンと共に縮小し常に携帯
し活用している。子どもの尊重や基本的人権について園内研修やミニ公開保育を行い、
職員の理解と実践、指導計画に活かしている。

〈コメント〉保護者にはSNSの写真掲載について市作成の資料を基に説明を行い、保
育では水遊びの目隠し、室内の着替え、男女別身体測定、手紙の手渡し等に配慮し、園
内打ち合わせで周知徹底を図っている。「個人情報保護マニュアル」の整備同様、子ど
もや保護者へのプライバシー保護に配慮したマニュアルを整備し、全職員への周知やマ
ニュアルに基づいた保育実践が望まれる。

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。

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〉保育園選択に必要な情報は、市のホームページで公開されている。市の全
保育園、幼稚園等を記載した「保育施設ガイド」は市役所、支援センター等に設置して
いる。見学希望者には、写真や図、絵等で分かり易い「園の概要」、「四日市市乳幼児
教育・保育ビジョン」を渡し、個別に対応した記録もある。地域未就園児対象の「あそ
ぼう会」でも、情報提供と説明を行っている。
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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-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-(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「保育園保健マニュアル」に基づき、感染症の予防と発生時の対応等
を職員に周知し、嘔吐処理セットを各保育室に設置している。保護者には市の保健師作
成「保健だより」を毎月配布し、感染症や健康について家庭への啓蒙に活かしている。
年度当初、保護者に感染症について説明を行い、感染症発生の場合は罹患者数を各クラ
スのボードに掲示して情報提供している。

〈コメント〉緊急時における対応マニュアルが整備され「事故発生時の対応」、「不審
者侵入対応組織編成表」、「園内に侵入した場合」、「安全点検・日常安全指導」等が
ある。「未然に気づくヒヤリハット」、「事故報告書ヒヤリハット」で安全確保や改善
の取り組みが記録されている。月１回の不審者対応訓練では、警察官指導で男性職員の
役割を見直している。

〈コメント〉苦情解決の体制が整備され、掲示や資料を基に保護者説明を行っている。
各保育室に苦情回収封筒を設けているが件数はない。苦情カードや筆記具の設置、投函
しやすい場所、情報提供等の工夫に期待する。第三者委員にまで行かない保護者からの
意見や要望の解決結果は、会議録に記載し口頭で返しているが、掲示や手紙の公表、苦
情解決ファイルに記録し保管することが望まれる。

〈コメント〉保護者が意見や要望、提案等を述べやすいよう日々の聴収、アンケート、
連絡ノート、懇談会等を実施し、保育の改善に向けて職員会議で話合い、対応した記録
が会議録に残されている。苦情解決の仕組み同様、意見や要望を受けた後の手順と具体
的な検討・対応方法、記録方法、保護者への経過と結果の説明、公表の方法等を記載し
た対応マニュアルの作成が望まれる。

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〉保護者アンケートでは職員が全ての子どもを把握しており、話し易いと好
評である。日常的に相談しやすい雰囲気づくりを意識しているが、複数の相談方法や相
手を選べることを説明した文書の作成、保護者への周知が求められる。相談や面談を希
望した時には落ち着いた相談場所を確保し、安心して相談できる環境の工夫に期待す
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〉非常時や緊急時の職員体制を決め、保護者に災害時の対応を説明してい
る。「災害時の避難マニュアル」を基に毎月避難訓練を行い、第２避難場所の小学校や
消防署と合同訓練を年１回実施している。緊急連絡先リストで保護者や職員の安否確認
を行い、各保育室に避難リュックや防災頭巾を設置している。非常食の備蓄リストを作
成し管理者を決めて備蓄している。



第三者評価結果

a・ⓑ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ａ・ⓑ・ｃ

ａ・ⓑ・ｃ

a・ⓑ・ｃ

ⓐ・b・ｃ

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。

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-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〉月指導計画は月１回、全体的な計画は年度末に検証・見直しを行い、その
他の標準的な実施方法は年度末に会議で行っている。四日市市公立保育園は全園統一し
た標準的な実施方法を基に保育が行われ、各園での検証・見直し案を全園代表で話合
い、年度始めの改訂に反映させていく仕組みとなっている。適宜見直すことも行い、最
新の改訂日も確認できた。

〈コメント〉市が定めた共通様式で園長・主任が面接を行い、入園後は担任が面談し詳
細な情報把握に努めている。アセスメントに基づき具体的な保育・支援の内容を指導計
画に反映し、保育の実施、評価・見直しを行っている。クラスの指導計画と１・２歳
児、特別支援児の個別指導計画は関連性を持っているが、３歳以上児についてもアセス
メントに基づく指導計画策定が望まれる。

〈コメント〉全体的な計画は年度末に、３歳以上児の月週指導計画、１・２歳児の月個
人別指導計画は毎月の会議で評価・見直しがされている。毎月作成の指導計画は作成時
と評価・反省後の２回提出し、主任・園長から指導を受けている。保育の質の向上に関
わる課題を明確にし、策定した指導計画についてＰＤＣＡサイクルの継続をしていくこ
とが望まれる。

〈コメント〉子どもの発達状況や生活状況等は、公立保育園で統一した経過記録や日誌
で把握して記録している。記録内容や記載方法に差異が生じないよう、指導計画作成に
関する記入の仕方や指導等の工夫が求められる。保育の実施状況は、全担任が参加する
月３回の保育打合せで情報共有に努めている。

〈コメント〉個人情報保護や情報開示の管理体制が整備され、保護者には年度初めに資
料で説明を行い、園児の顔写真公開等の確認を得ている。職員は「個人情報持出書」に
記名して書類を扱い、認証付きUSBの不使用や、健康診断結果等記入の「あゆみ」を
手渡ししている。記録の保管場所、保管方法、責任者の設置、保存と廃棄に関する規程
により適切な管理を図っている。

〈コメント〉標準的な実施方法を文書化し、ファイルにして事務所に保管し職員が活用
できる状態にある。感染症、虐待、個人情報等に関するマニュアルは、職員への配布と
会議で周知しているが、全職員への周知や研修計画に取入れたい。標準的な実施方法に
基づいて保育されているかを確認する仕組みや、そぐわない保育が提供がされている場
合の対応方法も決めることが望まれる。



第三者評価結果

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

〈コメント〉年長児が園庭の落葉掃除や、通路にプランターを置き花や野菜を育ててい
る。散歩で公園に出かけ、公園内のゴミを拾う清掃活動を行っている。水や資源の有効
活用を知らせ、広告紙を折り紙やお絵描きで使う、使用後は古紙に出せるよう紙を伸ば
してまとめる、プール使用後の水を水撒き用に使う等、各年次に合わせ資源を大切に使
うことを意識して行動している。

〈コメント〉園長が、地元自治会との定期的な情報交換や行事に参加し、園の状況を伝
え安全面での協力を得ている。主任児童委員や民生・児童委員の協議会に参加し、子ど
もの安全について情報交換や協力依頼を行い、警察官が隣接する小学校と合わせて登園
時のパトロールを実施している。不審者情報は小学校から連絡が届き、職員や保護者が
子どもの安全確保を図っている。

〈コメント〉子育て支援の「あそぼう会」には毎週、民生・児童委員等も担当し、子育
て中の親子の情報や使用する保育室の玩具、環境等について話し合い、長時間保育とし
ても使用する保育室の環境整備に活かしている。地域高齢者やボランティア、ディサー
ビスとの交流があり、伝統的な遊びを保育に取入れ、懇談を通して意見等を聞き、地域
の情報を得る機会にもなっている。

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。

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。


