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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な
どのコメントを記述する。

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。

〈コメント〉市として公立保育園全体の経営課題や経営環境、人材育成などの具体的な
取り組みを行っている。園としても運営課題を明確にし職員間で周知しており、与えら
れた予算と権限の範囲内で課題解決に向け保育環境や質の向上、職員の人材育成に努め
ている。園長会でも支援の方向性を探り働きかけるなど、改善に向けて取り組んでい
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。

〈コメント〉子ども・子育て支援新制度を受け、四日市市独自の幼児教育・保育ビジョ
ンで策定された「四日市市子ども・子育て支援事業計画」において、具体的な推進施策
が示されており、継続的に地域の実情に合ったものに中間改訂されている。下野保育園
においても、地域の現状を把握した上で市の計画や保育指針に則り園独自のビジョンを
作成し、重点取り組みを明示している。

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。

〈コメント〉四日市市の事業計画（5年及び中間改訂版）や「改訂保育所保育指針」に
基づいた単年度ごとのビジョンや「全体的な計画」を策定し、年度末に到達度を検討し
計画の見直しを図り、改善に向けてPDCAサイクルを利かせている。事業計画を実現可
能とする収支計画も、市の予算の範囲内で策定されている。

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〉四日市市の保育理念を受け、分かり易い言葉で下野保育園の実情に合わせ
た独自の保育目標を作成し、入園式だけでなく保護者懇談会でも、理念や目標実現に向
けた日々の取り組みを、パワーポイントを用い子どもの日常の活動の様子を通じて、保
護者に伝え周知に努めている。保育方針や目標は、下野保育園のパンフレットや要覧、
市のホームページにも掲載されている。

Ⅰ-２-(1)　経営環境の変化など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。

〈コメント〉四日市市子ども・子育て支援事業計画において、市として事業経営を取り
巻く環境や実態の把握分析が継続して進められている。園としても、地域での支援需要
や子どもや保護者像の変化に伴う保育ニーズの更なる多様化を分析し、加配や予算に関
して園長会を通じて積極的に市に働きかけている。

Ⅰ-２-(1)-②　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進
めている。



ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取り組み

第三者評価結果

ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

　

第三者評価結果

ａ・ｂ・ｃ

Ⅰ-４-(1)-①　保育の質の向上に向けた取り組みが組織的に
行われ、機能している。

〈コメント〉保育内容の質や保育技術の向上に向けて、職員会議などで組織的かつ定期
的なPDCAを意識した取り組みが為されている。更には、組織や文書化体制を整え、効
果的で継続的なPDCAサイクルが働くことが期待される。また、市として計画的に年に
１園ずつの第三者評価受審を進めているが、園として継続的な取り組みに繋がり難い側
面もあり、市立保育園としての客観的・総合的な保育サービスの自己評価の制度の整備
も期待される。

Ⅰ-４-(1)-②　評価結果にもとづき保育所として取り組みむ
べき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

〈コメント〉保護者アンケート結果や懇談会、職員会議から吸い上げた日常的な保育
サービスの各々で、評価の分析や課題の設定と対応が個別的に為されている。今回、第
三者評価自己評価の全園体制の組織的な取り組みで課題を明らかにされており、今後は
改善に向けた総合的な改善計画とその進捗確認の一連の流れが分かるような記録を残
し、PDCAサイクルを意識した全職員参画の継続的取り組みが期待される。

　
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。

〈コメント〉「全体計画」は、年度末に全体会議で具体的な子どもの姿の振り返りを通して
評価分析され、次年度のビジョンや重点取り組みに反映される。職員には、年度初めに配付
物や打ち合わせにより具体的な説明を行い、また事務所内の目につきやすい所に園の全体計
画やビジョン及び幼児期に育ってほしい１０の姿としての目標とその手段を写真入りで分か
り易く示し、事業計画を意識した保育が実践されるよう取り組まれている。更には、全組織
的な取り組みとするために、パート・臨時職員等の全体会議に参加できない職員に対する事
前分析や意見表明の機会の設定により、全職員の意見が反映できるシステムの構築が期待さ
れる。

Ⅰ-３-(2)-②　事業計画は、保護者などに周知され、理解を
促している。

〈コメント〉市の決裁が必要なハード面の計画を除いた全体的な事業計画が、入園のし
おりや、保育所ガイドに記載されている。また行事を含んだ事業計画が、入園式や懇談
会でも園独自に分かり易くパワーポイントで写真を使って説明されている。月々の行事
内容や取り組みはクラス便りで保護者に配付され、各クラスにも掲示されている。

Ⅰ-４-(1)　質の向上に向けた取り組みが組織的・計画的に行われ
ている。

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。

〈コメント〉園長は、園運営に対する姿勢や方針を明らかにし、イクボスアクション宣
言と共に事務所内に掲示している。自らの役割と責任を含む職務分掌表があり、年度初
めや職員会議などで園長としての役割や責任などを職員に表明し理解を図っている。ま
た、園長不在時の権限委譲の仕組みもあり、主任や主幹を中心に職員間で共有し連携を
取り合っている。
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Ⅱ-１-(2)-①　保育の質の向上に意欲をもちその取り組みに
指導力を発揮している。

〈コメント〉園長は保育の質の向上を目指し、理念や基本方針を具現化する観点から、
園独自の自己評価票を用いて各々の職員の課題を明確にし、目指す職員像に照らして一
人ひとりに応じた具体的な指導や教育を、パート職員にも行っている。また、保育の質
に関して職員や保護者の意見を反映すべく具体的な取り組みを行っている。

Ⅱ-１-(2)-②　経営の改善や業務の実行性を高める取り組み
に指導力を発揮している。

〈コメント〉人事、労務、財務など園の経営に関して市の意向が先行するが、園長は、
職員からの現場の声の集約方法の再整備などにより引き出した課題を、定期会議などで
園内に同様の意識を形成させ職員全体で効果的な事業運営を目指すべく指導力を発揮す
ると共に、働き方改革を掲げ職員の健康管理やリフレッシュにも配慮している。

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-１-(1)-②　遵守すべき法令などを正しく理解するための
取り組みを行っている。

〈コメント〉市の保育所職員として遵守すべき法律や接遇マニュアルの研修を年度初め
に行い、周知と理解を図る取り組みをしている。特に個人情報の保護や虐待に関する要
綱など、遵守すべき事項ついては、朝の会や職員会議などで都度、確認し周知徹底を
図っている。今後は、会議に参加しないパート職員への確実な理解という点で方法に更
なる工夫が求められる。

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〉園長は、現在取り組み中の働き方改革に則り、職員の就業状況を把握し職
員配置や就業時間の使い方を検討したうえで、事務補助のパートを採用し職員の負担や
サービス残業を軽減し、有給の取り易い働き易い職場作りに取り組んでいる。また、
パート含め全職員の情報や意向を把握する為、個別面談や会議や特に日常の会話で話し
やすい雰囲気作りを心掛け、健康面やメンタル面にも配慮している。

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り組みを
行っている。

〈コメント〉期待される職員像を掲げ、年度初めに全職員が目標を設定している。正職
員に対しては人事評価票を基に、臨時職員には園独自で作成した自己評価票を基に、定
期的な園長面談において目標に対する達成状況の確認や努力の評価や傾聴により、自分
は期待される職員であると実感できる様伝えている。また、様々な催しの場で職員一人
ひとりに対し、保護者に評価して貰えるような場を設定している。

Ⅱ-２-(1)-①　必要な福祉人材の確保・定着などに関する具
体的な計画が確立し、取り組みが実施されている。

〈コメント〉保育の質を担保するための人材確保、人員体制に対する具体的な計画の策
定、採用、配置は市が行っている。園として、園児数や実情に合わせた職員の確保や長
時間パートの採用に関して、計画的に主管課と連携を取りながら行っている。人材の定
着に向けて働き方改革を掲げ、職員の心身の健康管理やリフレッシュにも努め働きやす
い職場づくりを実践している。

Ⅱ-２-(1)-②　総合的な人事管理が行われている。

〈コメント〉正規職員に対しては、市職員としての人事評価表があり、期待される職員
像、人事基準、処遇水準などが明確に示されている。園としても個別面談などによる目
標管理や職員の意向の把握など、総合的な人事管理が行われている。また、園独自に把
握した職員（パート含む）のレベルや適性に応じて適切に職員を配置し、無理のない働
き易い職場づくりを展開している。

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
職場づくりに取り組みんでいる。
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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。

〈コメント〉市として階層別研修が計画され、園としても独自に職場研修計画に基づき
策定された園内外研修計画を、園の状況に合わせて定期的に見直し、タイムリーな学び
となるよう実施している。職員の資質に応じた研修を割り当て、職員の質の向上に努め
ている。

Ⅱ-３-(1)　運営の透明性を確保するための取り組みが行われてい
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。

〈コメント〉市が策定する保育園に関するホームページや入園のしおりの他に、保育所
ガイド、要覧などにも、下野保育園の理念や基本方針、ビジョンや事業内容や保育内容
が分かり易く記載されており、保護者や地域に配布されている。苦情担当窓口も設置さ
れ、保護者に説明文書が配付され周知されている。

Ⅱ-３-(1)-②　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のた
めの取り組みが行われている。

〈コメント〉市として保育所における事務、経理、取引に関するルールは明確に定めら
れている。また、市の定期監査がありホームページで公開されている。不定期に行われ
る会計監査においても指導を受け、改善に向けた取り組みが為されている。

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。

〈コメント〉園として研修に参加し易い体制をとり、研修案内を掲示し職員の知識・技
術水準に応じて参加を促している。研修還流報告やレポート、打ち合わせなどによる研
修内容の報告により、他の職員への学びや共有の機会を確保している。また、臨時職員
を含め、具体的な保育場面を通して学びあう機会を多く作り人材育成に繋げている。更
には、一人ひとりのレベルや研修履歴に基づく研修計画の策定と、レポートや評価・分
析による次の研修計画への反映の継続的な取り組み及び、パートを含む臨時職員への教
育・研修の機会や定着の工夫も望まれる。

Ⅱ-２-(4)　実習生など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　実習生など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、積極的な取り組みをしている。

〈コメント〉園全体として実習生を積極的に受ける体制で、園内に張り紙をして実習生
の来園を全職員と園児や保護者にアナウンスしている。市としての受入れマニュアルの
他に保育実習指導ガイドブックを参考に、園長が実習生と面談して、実習生本人や園
児、職員相互に学びの場となるような独自のプログラムを組んでいる。

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り組
みを行っている。

〈コメント〉園と地域との付き合いは古く、地域は園に協力的である。さつき会やすこ
やかサロンを通じた地域高齢者との交流や、サツマイモや柿の収穫を通して地域との交
流を計画的に行い、保育所や子どもへの理解を深めて貰うための取り組みを進めてい
る。地域内５歳児同士の交流も実施しており、子どもが地域との関りを通して見守られ
ながら育つ姿を、園の掲示板やお便りで保護者にも伝えている。また中・高生の職場体
験の受入れについては手順が明文化されている。
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Ⅱ-４-(2)-①　保育所として必要な社会資源を明確にし、関
係機関などとの連携が適切に行われている。

〈コメント〉必要な社会資源は運営主体の市により明確にされ、該当する関係機関（地
区の自治体、地区市民センター、主任児童委員、幼稚園、小・中学校など）との連携は
適切に取られている。また、更に園独自で緊急時に備えて、警察、消防、病院やその他
関係機関を明確にし、いつでもどの職員でも同じように対応ができるように体制を見直
し、フローチャートを作成し共有している。

Ⅱ-４-(３)　地域の福祉向上のための取り組みを行っている。

Ⅱ-４-(3)-①　保育所が有する機能を地域に還元している。

〈コメント〉地域の未就園児の為の遊び場提供や保護者同士の情報交換や交流の場を提
供する目的で、週に一度「あそぼう会」を開催している。また、園独自に地域に向けた
育児相談会を開催したり、年に一度保健師指導を開催し、子育てや保育に関する情報提
供も行っている。市民センター便りを通じてこれらの情報や開催時を掲載し広く参加を
呼び掛けている。

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-(1)-②　ボランティアなど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〉ボランティアとの関りは、地域の人々に見守られていることを子ども達に
感じて貰う機会と捉え、受入れの基本姿勢を明確にしている。絵本の会による読み聞か
せやシルバーボランティア、演奏会、近隣住民の園周辺の清掃など、様々なボランティ
アを受け入れている。今後は、ボランティアの受入れ方針や時期、受入れ時の注意事項
などのマニュアルを整備すると共に全職員に対する周知も望まれる。

Ⅱ-４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

Ⅲ-１-(1)-②　子どものプライバシー保護などの権利擁護に
配慮した保育が行われている。

〈コメント〉プライバシー保護に関するマニュアルが整備されている。保護者に対して
の配付物などは間違いのないよう複数の目で確認し、封筒に入れ手渡しを徹底してい
る。保護者に対してもSNS投稿への映り込みなどの注意を働きかけており、園発信の活
動内容の写真掲載についても保護者の同意書を取るなど配慮している。室内着替えエリ
アは、室内からは見えない工夫がされているが、園庭の窓側からも見られないような工
夫も望まれる。

〈コメント〉地域の福祉ニーズに基づき、週１回の「あそぼう会」や、園独自に月１度
の主任児童委員による子育て相談会を開催し、また年に１度は保健師を「あそぼう会」
に呼んで子育て相談に応じて貰っている。民生・児童委員とも連携して対応することも
ある。これらの情報は市民センター便りで情報を発信している。更には、園児の保護者
にもこれらの取り組みを分かり易く発信し、更に効果的な活動となるよう期待する。

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

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
もつための取り組みを行っている。

〈コメント〉子どもを尊重した保育について理念や基本方針、目標に明示され、職員が
常に意識できるように名前ホルダーの中にコピーを携帯している。職員室の前や各部屋
にも掲示されている。園内研修やミニ公開保育・ケース検討を常時行い、一人ひとりの
子どもの理解に努めている。
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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〉利用希望者に対して豊富な情報を提供している。市のホームページや地区
市民センターに入園案内などが置いてある。希望者には要覧をもとに園長又は主任が対
応し、具体的に分かり易く説明している。未就園児が参加している「あそぼう会」でも
情報を発信している。

Ⅲ-１-(2)-②　保育の開始・変更にあたり保護者などにわか
りやすく説明している。

Ⅲ-１-(4)　利用者が意見など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〉苦情が現場職員から確実に集約できるよう伝達経路を、パートを含め職員
名を挙げてフローチャート化し組織的な苦情解決の対応体制を整え、事務室に掲示して
いる。懇談会やクラス便りでも保護者に伝達されており、職員は保護者が苦情や相談、
意見を出し易い雰囲気作りや声掛けで信頼関係を深めるよう努めている。

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、保護者などに周知している。

〈コメント〉担任以外でも相談ができるよう園長、主任も積極的に保護者などに対し声
をかけている姿が見られた。職員室に気軽に来て相談する保護者の姿もあり、相談し易
い雰囲気作りに努めている。しかし、アンケート結果より全体的な周知には至っておら
ず、これからのより一層の働きかけが期待される。

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〉入園・進級時には資料を渡し、写真、絵、図入りのパワーポイントや、実
物を使って、外国籍の保護者にも分かり易く説明している。特に外国籍の利用者には翻
訳をした書類を渡し、通訳を通して意思疎通を図っている。また、長時間保育など配慮
が必要な家庭には個別に園長が保護者と面談をしている。

Ⅲ-１-(2)-③　保育所など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〉公立保育園間での転園に関しては、連絡を取り合い継続性に配慮できてい
る。市外、県外への転園に関しても積極的に働きかけ、子どもが新しい環境にスムーズ
に適応できるように引き継ぎのサポートが望まれる。

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、取り組みを行っている。

〈コメント〉保護者会のアンケートのほか、クラス懇談会や保育士が現場で聴いた保護
者の声を集約する仕組みを独自に策定しており、会議などで分析し評価した対応策を記
録し、職員間で共有している。日々の子どもの満足度についても、ケース検討のミー
ティングや会議で考察され日誌にて共有されている。更には、対応の結果やその改善策
も記録し、以後の活動に活かされるような、PDCAサイクルを働かせた仕組み作りも期
待される。

〈コメント〉苦情解決同様、フローチャートに従って迅速に対応できるように工夫して
いる。事案などは朝の会で報告され全職員に周知されている。今後苦情解決同様、保護
者からの相談や意見の受付窓口の明示や受けた後の手順や記録、保護者への中間報告や
結果の説明などを含む具体的な仕組みの整備が求められます。

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
り組みが行われている。

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〉マニュアルが整備されており、事例検討会が行われ、職員に周知・共有さ
れている。ヒヤリハットの具体的事例の要因を分析し、改善策を講じ再発防止に努めて
いる。
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Ⅲ-１-(5)-③　災害時における子どもの安全確保のための取
り組みを組織的に行っている。

〈コメント〉市の保育園として非常時や緊急時の対応や役割、職員体制を明確化したマ
ニュアルが整備されている。また、ヒヤリハット報告書等は、事故発生から改善に至る
までの手順が文書化され共有されている。園での対応は保護者にも配付されており、地
元（団地の自治会）とも協力体制も築けている。

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)-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〉市の保育マニュアルを基に園独自の保育計画を策定し、各クラスに設置さ
れ経験の浅い職員でもより均一な保育が提供できるよう取り組んでいる。月指導計画作
成会議では、各年齢に合った保育内容について話し合う機会をもち、職員に周知する方
策をとっている。特に会議に参加できない職員に対しても、提供される保育にばらつき
が無いよう文書化による効果的な共通理解の方策が期待される。

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、取り組みを行っている。

〈コメント〉市の保育園保健マニュアルに基づいて感染症の予防、発生時の対応などの
指導をパートも含めた職員に指導し周知している。保護者などにも、パワーポイント、
保健だより及び「子どもの健康管理」など、感染病の種類のプリントを作成して配付し
周知を促し啓発している。

〈コメント〉毎月、3歳未満児、3歳以上児の会議や、全職員の会議で指導計画の評
価・見直しが行われており記録がある。指導計画については園長、主任がチェックし一
緒に考えたりアドバイスをしている。急な事柄が発生した場合はその都度、担当者と園
長、主任を交えて話し合い園児の状態に即した指導計画としている。PDCAサイクルに
基づく効果的で継続的な指導計画の次の活動に繋げた運用も望まれる。

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〉朝の会や職員会議などで情報を共有し、見ましたチェック表を用いパート
含め確実な共有に取り組んでいる。指導計画書や経過記録は、保育所の統一様式に記入
され、子どもの状況が詳しく記載されている。更には、「どの職員が見ても解る」記載
方法や伝達方法の整備に向けた全体での取り組みが望まれる。

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。

〈コメント〉検証・見直しについては全体的な計画は年度末に、月指導計画は月1回行
なっている。園内研修・ミニ公開保育を行いケース検討の機会を持ち、会議などで保育
内容を検討する時間を作り、日常の保育について学びあい検証をしている。

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。

〈コメント〉それぞれの個人票、面接や家庭訪問などを通して、一人ひとりの具体的な
保育・支援内容の指導計画を作成している。特に支援が必要な子どもに対しては保護者
に寄り添った支援内容となるよう十分配慮している。更には、現行のアセスメントによ
る指導計画の再検証による見直しも望まれる。

Ⅲ-２-(2)-②　定期的に指導計画の評価・見直しを行ってい
る。
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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〉個人ファイルの管理体制は確立しており、事務所で二重の施錠保管体制で
一括管理されている。保護者などには年度始めに説明し、了承を得て子どもの写真の掲
示などを行う配慮をしている。個人情報の取り扱いについて、職員に教育研修が行われ
周知徹底を図っている。情報の開示請求があった場合は保護者、担任、園長との個人面
談を行い丁寧に説明しながらの開示となっている。

〈コメント〉園長は定期的に地域の会議や行事に参加し、地域に開かれた保育園運営を
心掛けている為、地域住民は園に理解があり協力的である。園周囲には常に、地域住民
の見守りがある。日頃から市民センター、幼保小中学校、警察、自治会などの関係機関
や地域住民との連携協力の下、不審者の発見などの防犯体制の強化にも努めている。

Ⅳ-１-③　地域の環境保護に貢献している。

〈コメント〉公園の落ち葉やごみ拾いを通して自分たちの住んでいる街を綺麗にする気
持ちを育て、虫取りや畑作りを通して自然の大切さを学ぶ機会に繋げてる。また、ごみ
の分別や使用後の紙のリサイクル箱投入による再利用により、子ども達に資源を大切に
することを伝えている。今後、紙などの資源だけでなく色々なものを大切にする意識を
育むことを目指しておられるので、合わせてなぜそうする必要があるのかを子どもたち
が考える機会ともなるよう期待したい。

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。

Ⅳ-１-①　子育て経験者との連携がとれている。

〈コメント〉いきいきサロンでの地域の高齢者との交流やさつき会での民生委員との年
３回の交流は、子ども自身が地域に見守られていることを実感できる機会であり、職員
が子育て経験者の知識や経験、保育についての考え方に触れることで視野が広がり保育
に活かすことができる絶好の機会と捉えている。

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。


