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経営課題は明確化されている。特に、職員配置や確保が課題と認識している。具体的な
取組では、短大・専門学校・大学等への訪問による求人募集、就職フェアへの参加等を
行っている。また、キャリアパス制度導入に伴い、賃金見直しに着手しているが、組織
的な取組までは達していないので、今後の取組として期待したい。

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。

法人の中・長期計画は策定されておらず、事業所単位で単年度計画が策定されているの
みである。中・長期計画の策定は今後の取組として認識しており、次年度以降に期待し
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。

中・長期計画は策定されていないが、園の単年度計画は策定されている。毎年12月か
ら園長が職員の意見や行事アンケートの結果を反映させながら作成し、法人とすり合わ
せを行っている。4月に職員の意見を反映させるため追加修正を行っている。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。

理念・基本方針は明文化され、ウェブサイトやパンフレット等に明示されている。職員
には年度初めの理念教育で周知し、各保育室の掲示で、常に理念・基本方針が意識でき
るよう工夫している。保護者には入園時の「はじまりのつどい」で説明し、9割を超え
る保護者から説明があったと回答があった。

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。

名張市の保育政策「ばりっこすくすく計画」にもとづき、法人・園として代表者会議に
参加し情報収集と課題の把握を行っているが、分析までは至っていない。

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。

園長の責任と役割は職務分掌表で明確にされ、誰でも見ることができるようになってい
る。園長は、園の目標を表明することで、自身の役割と責任を明確にしている。園長不
在時は主任がその役割を担うことになっているが、明文化されていないため、今後フ
ローチャートを作成する等、不在時の権限移譲を明確にすることが望まれる。

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。

園長は児童福祉法、虐待防止法、権利擁護、個人情報保護法等の関連法令について、研
修を受講し、理解に努めている。伝達研修を行い、職員に関連法令の理解を促してい
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)-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。

キャリアアップ研修に参加し、保育の質の維持・向上に努めている。担当外のクラスの
保育の様子を見学し、お互いを評価する園内研修を実施し、保育の質の向上に意欲的に
取り組んでいる。職員が作成する目標カードをもとに中間期に園長が面談し、目標の達
成具合を確認したり、職員の意欲を高める取組が行われている。

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。

単年度計画は、4月の「はじまりのつどい」で保護者に説明し、周知を図っている。ま
た、年間行事の中でも説明している。単年度計画の内容についてわかりやすいように噛
み砕いた表現で伝えるなど工夫している。

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。

カリキュラム検討会議や乳児部会、幼児部会等を定期的に開催し、日案・週案に反映さ
せることによって保育の質の維持・向上に努めている。第三者評価は定期的に受審して
いるが、園の自己評価が毎年実施される取組が望まれる。

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。

アンケート等で得た評価を基に職員会議・ミーティング等で話し合いを行い、課題を共
有している。話し合った内容を議事録に残し、会議等に参加できなかった職員に回覧し
共有化を図っている。今後は、園の自己評価から取り組むべき課題を明確にし、事業計
画に盛り込み計画的に改善に取り組むことに期待したい。

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。

単年度計画は園長と法人が決められた時期に作成し、3月に職員に内容を提示しすり合
わせを行っている。4月に職員の意見を反映させ、細かな修正や見直しを行っている
が、中間期での実施状況の把握や評価・見直しは行われていない。今後は、中・長期計
画の策定とそれを踏まえた単年度計画の策定、定期的な評価・見直しが全職員参画のも
と実施されることに期待したい。
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職員の就業希望を聞き、シフトが作成されている。休暇を取りやすい体制を整備し、有
給休暇消化率は100％、残業は月５時間以内が達成できている。年1回の健康診断や、
嘱託医によるメンタルヘルスなど、職員の健康管理に配慮している。パワハラやセクハ
ラの窓口の設置については、職員への周知が行き届いていない様子が窺える。

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、今後明文化に取り組む予定がある。個別
面談で目標設定を行っているが、期待する職員像にもとづいた目標設定を行い、育成さ
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。

「期待する職員像」は明文化されていないが、今後明文化に取り組む予定がある。三重
県保育士協会、保育士協議会の研修に参加するため、年度初めに計画を策定し、職員を
割り振りし参加を促している。研修計画は随時・定期的に見直しを行っている。今後
は、基本方針や研修計画を盛り込んだ事業計画の策定に期待したい。

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。

職員の取得資格や技術水準を把握している。新任職員は先輩職員から1年間のOJT研修
を受ける仕組みがあり、新卒の職員へは、別途新人研修と接遇研修を実施している。既
存職員へは階層別・年齢別の研修を実施している。研修に参加しやすいようにシフトを
調整し、積極的に参加を促している。

職員の働き方を把握し、人員を配置している。働きやすい環境整備として、有給休暇消
化率100％、持ち帰りの仕事は0、残業は月５時間以内を達成している。体調不良等や
急な休みにも対応できる体制を整えている。業務上の改善点等は、職員の意見を聞きな
がら取り組む体制を構築している。

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-(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。

大学・短大・専門学校等の訪問による求人募集、就職フェアへの参加など、必要な人材
確保に努めている。毎年秋に、来年度の意向調査を職員に行い、計画的に採用ができる
よう努めている。個人面談や研修等で人材の定着と育成を図っているが、今後は、人員
確保や体制、定着に向けた具体的な計画を事業計画に盛り込み、より計画的に実施され
ることに期待したい。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。

法人・園として「期待する職員像」は明文化されていないが、園の目標に「一人ひとり
の子どもを愛し、子どもの気持ちに寄り添える保育士」という文言がある。就業規則・
給与規程は開示され、採用・配置・異動・昇進・昇格等について明記されている。個人
面談でそれぞれの目標を確認し、評価する仕組みがある。今後は「期待する職員像」を
明確にした上で、キャリアパス制度が運用されることに期待したい。

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)-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。
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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。

単年度計画に地域との関わり方の基本的な考えを明文化している。保護者や子どもが活
用できるイベント等の案内を園内の掲示板に掲示したり、園だよりに掲載する等情報発
信している。読み聞かせ会や焼き芋大会、高齢者サロンへの参加やボランティアによる
サッカー教室、茶道教室など、交流の機会を多く設けている。

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。

ボランティアの受入れ規程が整備されている。「ボランティア活動にあたってのお願
い」と言う文書を配布し、ボランティア活動を行う上での注意事項を説明している。
サッカー教室や茶道教室は、ボランティア登録をした上で受入れしている。中高生の職
業体験を定期的に受入れ、学校と打ち合わせの上内容を決定している。

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。

関係機関・団体の連絡先がリスト化され、誰もが確認できるようになっている。連携す
る際の窓口は主に園長・主任が担っており、要保護児童対策及びＤＶ対策地域協議会等
に参加し、地域の保育に関する問題に関して協働して対応する体制がとられている。ま
た、必要に応じて関係機関と連携し、園内のケース会議で対応を検討している様子が記
録から確認できた。

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。

実習生の受入れの基本姿勢が明文化され、受入れマニュアルが整備されているが、職員
に周知しているとは言い難い。学校からの要望や実習生の希望する内容に沿いプログラ
ムを作成し、実習中に学校の教員が来園するなど連携が取れている。実習生の指導は主
に主任が行っているが、今後は指導者に対する研修の実施と、マニュアルの周知に期待
したい。

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

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。

ウェブサイトに法人の理念がはあるが、保育園のウェブサイトが作成途中であり、保育
所の理念や方針、保育内容、事業計画や事業報告が公開されていないため早急な改善が
望まれる。地域の市民センターなどの掲示板を活用し、パンフレットや広報誌で活動報
告を行っているが、回覧板などの活用があるとなお良い。

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。

園で取扱う現金は小口現金のみであり、園長が管理している。月末に法人が出納帳と現
金を確認し、経理の透明性を図っている。税理士等が毎月チェックを行い、会計仕分け
の確認や修繕等の突発的な支出について相談できる体制がある。小口現金の出金ルール
について明文化されていないため、今後は、フローチャートを作成するなど、職員誰も
がわかるように改善されたい。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

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。
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Ⅱ-４-(3)-① 保育所が有する機能を地域に還元している。

地域の子育て支援として、なかよし広場（園庭開放）や一時預かり保育を実施してい
る。参加者の子育てに関する相談への助言や助産師による勉強会への参加を促すなど、
園の特性を生かした取組が行われている。また、赤ちゃん訪問で、なかよし広場への参
加を促す活動を通じて、保護者が気軽に相談できる窓口として地域に表明している。

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。

運営委員会の開催や地域の会議等への参加を通じて、地域の福祉ニーズの把握に努めて
いる。なかよし広場や一時預かり保育の際は、保護者から地域の保育ニーズを把握する
機会となっている。今後は、把握した地域の福祉ニーズにもとづいた具体的な事業や活
動を事業計画等で明示されることが望まれる。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

園を紹介した資料を市役所や子ども支援センターに設置したり、一時保育の利用者に渡
している。保育園のしおりは、写真を多く掲載し、彩色も工夫し見やすいものとなって
いる。見学希望があれば、随時対応し丁寧に説明している。今後、ウェブサイトの更新
を予定しており、更新後の情報提供と定期的な更新に期待したい。

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)-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。

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

法人の理念や園の目標、目指す子ども像に子どもを尊重した保育を明示し、毎月2回の
園内同和保育研修で共通理解を図っている。人権については、校区での人権教育推進協
議会や保小中高センター連絡会で人権について話し合いが行われるなど、地域で取り組
んでいるほか、保護者にも年2回人権学習会を実施している点は素晴らしい取組であ
る。子どもがお互いを大切に思う心を育てる取組として、チャンポンデーという3～5
歳児の異年齢保育が行われている。外国籍の子どもの受入れの際も、相手の文化を尊重
しながら保育に取り組んでいる様子が窺えた。

年度初めの職員研修にて規程・マニュアルの説明があり、日々の保育においても、おむ
つ交換や着替えの際は外から見えない場所で行う、写真を使う際は保護者に同意を得る
などプライバシー配慮に努めている。虐待等の事案が発生した場合の対応についても明
確になっており、職員も理解している。生活の手順（乳児）に、プライバシー保護に留
意した手順は記載されているが、幼児版は作成されていないため、作成と周知が望まれ
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。

はじまりのつどいで、入園のしおりや重要事項を用いて説明し、持ち物は実物を用意し
てわかりやすく説明している。また、職員名簿をしおりに掲載したり、保育室入口に顔
写真と名前を掲示するなど、担任だけでなく朝夕の職員も誰かわかるようになってお
り、保護者に安心感を与えている。外国籍など配慮が必要な保護者へも、ルビをふるな
ど分かりやすい資料を作成し、個別に対応している。



ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

ａ・ⓑ・ｃ

ⓐ・ｂ・ｃ

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。

苦情解決体制を整備し、保護者に説明および掲示で周知している。マニュアルは三重県
社会福祉協議会のものを使用し、園における解決までの仕組みが確立し、職員も理解し
ている。苦情相談記録を保管し、対応策については保護者にフィードバックするととも
に、苦情を申し出た保護者等に配慮した上で、園だよりで公表している。

保護者から意見や相談があれば、園長に報告される体制が整備され、対応を検討し保護
者に説明しているほか、毎日のミーティングで職員にも周知している。迅速な対応を心
がけており、保育園利用満足度アンケートは回収後1ヶ月以内に分析・検討し、フィー
ドバックされている。

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。

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。

保育所の変更にあたり、市内への転園の際は、家庭票の他、園での様子や気になる点等
を記載した書類を送っている。市外への転園の際は、配慮が必要な子どもに関しては関
係機関を通して連携を図り、転園先から連絡があれば対応している。卒園後も相談でき
ることを卒園時だけでなく、卒園後保護者に手紙を出す際に連絡先を書いて同封してい
る。

保護者へは保育園利用満足度アンケートを年1回実施する他、個人懇談会やクラス懇談
会、家庭訪問等で意見を聴く機会を設けている。アンケート結果を翌年度の計画に反映
させるために分析し、検討した結果とともに保護者へフィードバックしている点は素晴
らしい。保護者参加型の行事後にもアンケートを実施し、検討の結果に基づいてその都
度改善につなげている。

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。

入園のしおりに、どんな小さなことでも遠慮なく相談してほしいことを記載し、送迎時
に声をかけたり話しやすい雰囲気づくりを心掛けている。また、意見箱やアンケート、
個人懇談やクラス懇談、家庭訪問等で意見を聴く場を用意している。相談があれば、内
容に応じてプライバシーに配慮したスペースで対応している。

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-(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。

感染症対応マニュアルを整備し、保育室にマニュアルを掲示している。日々の予防策と
して、手洗いやうがい、加湿や水分補給など行い、嘔吐物処理セットを常備し職員研修
にて使用方法を周知している。保護者へは保健だよりや一斉メール、連絡ボードで情報
が伝えられている。

危機管理のマニュアルを整備し、保育室に設置しいつでも見られるようにしている。
日々の遊具点検の他、定期的な業者による点検、修繕が必要な場合は早急に対処した
り、不審者対応については、隔月で訓練を実施するなど、子どもの安全確保に努めてい
る。ケガや事故があればヒヤリハット事故報告書を作成し、毎日のミーティングで原因
を究明し、対応策を検討し周知しているが、実効性についての評価・見直しまでされる
となお良い。

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。
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乳児については、家庭票や保護者の聞き取りから個別指導計画を策定している。障がい
児等の配慮が必要なケースについては、市役所や医療機関、発達支援センターや家庭支
援推進保育士が連携し、アセスメント協議や計画策定において連携が図られている。

年間指導計画は年度末に全職員で、月案・週案は毎月の乳児、幼児の各カリキュラム検
討会議でクラス担任で話し合い、評価・見直しが行われている。見直しによって変更し
た指導計画の内容は、申し送りノートや、各保育室に指導計画をいつでも見られるよう
に設置している。

子どもの状況は、統一した様式に記入され、記録から指導計画にもとづく保育の実施が
確認できた。毎日のミーティングで情報を共有し、朝夕の職員が連携できるよう申し送
りノートやミーティングノートを活用している。毎月のカリキュラム検討会議で、記録
の書き方や内容について話し合う場を設け、職員間に差異が出ないよう工夫している。
園の情報はすべて園長に集約される仕組みとなっており、園長が情報の分別等を行い職
員に周知している。

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。

災害時の体制が整備されており、毎月様々な想定で避難訓練が実施されている。ハザー
ドマップ上は危険地域ではないが、年1回、隣の小学校に避難する訓練が行われてい
る。各クラスに合わせた内容で非常持出袋を用意し、外出の際は必ず持ち出している。
周囲が公共施設であるため、非常時はそちらに行くことになっており、備蓄は水やご
飯、粉ミルクや離乳食を中心に用意している。今後は、地域の福祉施設の役割として、
地域住民との避難訓練の実施等を検討されたい。

保育の手引きとして生活の手順（乳児）が作成され、朝の受入れ、授乳、食事、おむつ
交換（排泄）、着脱、睡眠等の場面における保育士の手順書となっており、年度初めに
乳児部会と幼児部会で確認・周知がされている。園長や主任が手順書にもとづいて保育
が実施されているかどうかを現場で確認し指導している。幼児の生活の手順の作成がさ
れていないため、今後の作成に期待したい。

生活の手順（乳児）は、年度末に乳児部会と幼児部会で見直しをそれぞれ行っている
が、幼児用の手順書は作成されていないため、作成後の見直しの実施が望まれる。

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-(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 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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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-１-③ 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。

個人情報保護規程を整備し、記録の保管等の規程を定めている。また、情報公開規程を
整備し、開示請求の対応も明確になっている。年度初めに園長から個人情報の取扱いに
ついて説明があり、職員は理解している。個人情報書類は鍵付きの書棚で保管し、
USBメモリの使用は番号で管理し持ち出し禁止となっている。今後は、デジカメは管
理簿等を作成し管理するほか、PCのパスワードの定期的な更新も望まれる。

区長やまちづくり会長、比奈知文化センターや行政、保護者会や園長、法人本部による
運営委員会で、災害時等の連携について情報交換が行われている。隣接する比奈知小学
校、比奈知市民センター、比奈知文化センター、下比奈知区長等から何かあれば情報を
共有できるよう連携を図っており、今年はサルが出たと区長や小学校から連絡が入っ
た。

毎週の読み聞かせ会の民生児童員や主任児童委員、月2回のなかよし広場の保健師、焼
き芋大会に協力していただく地域住民など、子どもだけでなく保育士が地域の子育て経
験者と関わる機会が多く、昔ながらの遊びを教えてもらったり、一緒に食事をするなど
連携が図られている。

園内のごみ箱を分け、ゴミの分別に心がけている。また、牛乳パックやペットボトルを
使用したおもちゃを活用し、環境保護意識を高める活動を行っている。園外の散歩の際
にゴミを拾うようにしているが、危険な場合もあるため、地域と一緒に環境美化に貢献
できる取組を検討されたい。

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。


