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※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。

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〉理念や基本方針を明文化し、入園時には文書を配布して説明も行っていま
すが、保護者がより一層周知してもらえるような工夫が望まれます。また、職員に対し
ても職員会議などの機会に改めて周知することも必要です。

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。

〈コメント〉園長は、月１回の園長会で地域の福祉事業全体の動向や情報交換を行うと
ともに、保育園を取り巻く経営環境やニーズを把握して、今後の施設運営方針を検討し
ています。

〈コメント〉経営課題については、園長や副園長などの管理者は把握して改善対応して
いますが、職員に対しても課題や改善策の取り組みについて共通の理解をもって取り組
まれることを望みます。

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-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〉中・長期の事業計画は策定されていますが見直しについては不十分です。
また、中・長期を考えて事業を推進していくうえでは、収支計画も検討し経営予測をし
ていくことが必要です。

〈コメント〉中長期事業計画を反映した単年度の事業計画および収支計画が具体的に策
定されています。
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〈コメント〉自己評価に基づいて園の課題を明確にしているものの、具体的な改善策に
は至っていません。課題について職員が一緒になって改善に取り組む体制づくりを期待
します。

〈コメント〉管理規定において園長の役割や権限を明確に示し、緊急時には副園長が権
限の代行をする旨が記載されています。

〈コメント〉園長は、月1回の市内園長会に参加し、法令遵守や人権擁護などの研修会
に参加することでさらに知識を深め、園の職員に対して周知や指導に力を入れていま
す。

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。

〈コメント〉毎年保護者には行事計画を配布していますが、事業計画についての周知が
できていないようです。今年度の園の取り組み方針や計画などで、子どもや保護者に関
係する事については、年度初めや園だより等で伝える工夫を望みます。

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。

〈コメント〉現状は主任を中心に事業計画を策定していますが、事業計画策定に関して
職員が思っている課題や意見を聞くことで、より組織的に計画策定が行われる取り組み
を望みます。

〈コメント〉イベント時に保護者アンケートを取り、意見や課題などの把握に努めてい
ます。また３歳からは連絡ノートに代え、１日の保育の様子を写真に撮り、夕方のお迎
え時に玄関に写真を掲示するなど、工夫を凝らした取り組みを行っています。

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

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〉職員全員は自己評価チェックシートを使い、年２回の自己評価と業務の振
り返りを行っています。その結果を職員会議で分析し、園全体としての保育の質の向上
につなげています。

Ⅱ-１-(1)　管理者の責任が明確にされている。

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。

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)-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。

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-２-(1)-②　総合的な人事管理が行われている。

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。

〈コメント〉年２回、園長は職員との個別面談を実施し、意見を聞いたりコミュニケー
ションを図ることで、職員が意欲的に働ける職場環境の改善に取り組んでいます。

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。

〈コメント〉職員は期初に自己評価シートで目標設定しています。そして管理者との中
間面接により、その達成度や課題についても一緒になって考えることで職員一人一人の
育成に向けた取り組みが行われています。

〈コメント〉私立保育園連盟の研修部会活動により、連盟としての年間研修計画が策定
されていますが、園として人材育成の目標となる「期待する職員像」を先ずは園として
明確にする必要があります。

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。

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。

〈コメント〉職員と情報交換の機会を設けることで、業務課題に対する意見を聞き、職
員の適材適所に配慮した担当替えを行ったり、事務員や税理士の意見を聞きながら経営
の改善に取り組んでいます。

〈コメント〉新人の採用に向けて、保育士の養成校への定例訪問や、ハロワークへの依
頼、県内就職フェアへのブース出展など積極的な採用活動に取り組んでいます。

〈コメント〉現在は明確な人事評価の仕組みはなく、勤務状況や保育技術など総合的に
判断した評価が行われています。多くの職員がキャリアアップ研修に参加しており、職
員が将来のビジョンを描けるような人事評価制度の導入を期待します。

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　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。

Ⅱ-２-(2)　職員の就業状況に配慮がなされている。

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。

〈コメント〉園では、年度初めに専門性のある研修会や階層別研修会などに職員を指名
して派遣しています。また、随時研修の募集に関しては希望を聞いて自主的に参加でき
る環境を整えています。

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。

〈コメント〉「実習生受け入れマニュアル」を整備し、積極的に実習生を受け入れてい
ますが、大学からのプログラム以外に特に専門性に配慮したプログラムの作成はなく、
実習生の指導者に対しての研修も不十分です。
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〈コメント〉事業計画書にも、老人ホームへの訪問や、地域のお寺の祭りに子どもが参
加しています。また、９月の敬老の日のお祝いには保育園に老人ホームの利用者を招待
し合唱や手遊びを一緒にしています。

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-４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

〈コメント〉「ボランティア受け入れマニュアル」を整備し積極的に受け入れてはいま
すが、受け入れに当たっての注意点やそれに関する同意書など、書式に関して不十分な
面があり見直しが望まれます。

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〉経理処理に関しては事務員２名によるダブルチェックを実施するほか、顧
問税理士による月１回の定例訪問により、事務処理指導や経営アドバイスを受けていま
す。

〈コメント〉年１回、私立保育園連盟の加盟保育園が合同で、「子育てフェスティバ
ル」を行い、バルーンコーナーやボーリング大会を開催するほか、「親子ふれあいコン
サート」を無料で実施するなどの取り組みが行われています。

〈コメント〉職員がだれでも関係機関に連絡が取れるように連絡先一覧を整備し、「子
ども発達総合支援センター」や「健康センター」、「虐待センター」などと常に連携し
た取り組みが行われています。

〈コメント〉園の行事（夕涼み会、運動会、敬老行事など）に地域の老人や地域の子ど
もが参加したり、園児も地域の行事に参加するなどの取り組みが行われています。

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

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〉私立保育園連盟合同で作成したパンフレットを行政窓口に設置したり、県
のホームページで情報公開しています。苦情についても園だよりを通して公開するな
ど、運営の透明性を高める取り組みが行われています。

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-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-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。

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。
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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。

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

〈コメント〉意見箱を設置し普段から相談しやすい環境に配慮していますが、意見や相
談に対する窓口等の文書配布や掲示についての取り組みを望みます。

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〉保護者の事前見学では、どの職員でも園の保育方針や保育内容などの説明
が同じようにできるようにしています。また、年間行事の説明では運動会やバスの利用
ついても詳しく丁寧に説明されています。

〈コメント〉私立保育園連盟において年２回研修を受けて、自園でも１月と５月に子ど
もの尊重や基本的人権について職員研修を行い職員の周知に取り組んでいます。

〈コメント〉プライバシー保護に関するマニュアルを整備し、職員アンケートでも意識
が高いことが伺えますが、マニュアルにある基本について職員に改めて周知することで
共通認識を持つような取り組みを望みます。

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。

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

〈コメント〉私立保育園連盟にて、加盟保育園の苦情相談窓口を一括開設しています。
また、軽微な苦情については園内で即対応し、口頭や園だより等で公表しています。

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。

〈コメント〉入園に際しての説明資料では、準備物に関して絵や詳しいサイズなどを記
載するなど工夫したわかりやすい内容になっています。

〈コメント〉市内間の転園では文書による引き継ぎが行われ、市外への転園についても
引き継ぎが必要な場合には、保護者の同意により対応しています。

〈コメント〉行事の際には保護者アンケートを実施し、集計結果も保護者にフィード
バックしています。また、懇談会は年１回の定期開催に加え要望に応じて設けていま
す。また、普段から保護者とは相談しやすい環境づくりに努めています。

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-(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。
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〈コメント〉毎月の避難訓練と「引き渡しカード」を使う年１回の引き渡し訓練を保護
者と一緒に実施しています。また、県防災対策部が行う「地震体験車」が来園し、子ど
もが「自分の身は自分で守る」という意識を持つ取り組みを行っています。

〈コメント〉保育の実施方法については、主任等から日々職員に指導していますが、標
準的な実施方法をマニュアルとして文書化することで、職員の共通理解を図り、新人へ
の指導への活用など、保育の質が保たれる取り組みを望みます。

〈コメント〉標準的な実施方法の見直しに際しては、各指導計画を見直した内容につい
ても考慮したマニュアルとなることを期待します。

毎年定期的にアセスメントを行っています。また、日ごろから子どもや保護者の状況把
握に努め、必要に応じて市の「子ども発達総合支援センター」と連携しながら適切な指
導計画作成に努めています。

〈コメント〉指導計画の見直しについては、計画の実施状況や子どもの様子、保護者の
意見などに常に気を配り、定期的に見直す機会を設けるとともに、必要な場合には随時
変更する取り組みが行われています。

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〉保護者から相談や意見があった場合には、所定の記録用紙に詳細に記録し
ています。また、相談受付から対応までの進捗が分かる記録内容となっており、迅速な
対応に努めています。

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-(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-(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-(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)-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〉行政から配布された「感染症対策マニュアル」を活用して職員周知してい
ます。また、職員会議や毎月の主任会では、市からの感染症情報を共有して対策を検討
しています。

〈コメント〉「ヒヤリハット」「事故報告書」の記録管理や、事故防止への要因分析と
対応に取り組んでいますが、非正規職員を含め正確に周知できていることが分かるよう
な仕組みの工夫を望みます。

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-(2)-②　定期的に指導計画の評価・見直しを行ってい
る。

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保



ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

第三者評価結果

ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃ

ａ・ｂ・ｃⅣ-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。

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〉敬老の日の行事として、年１回老人ホームの方々に来ていただき、歌を披
露したり、「餅つき」や「食事会」をするなどの交流を行っています。

〈コメント〉保育記録の内容については、朝会でクラス担当以外の職員に対しても情報
共有しており、不在の職員に対しては職員会議録の回覧を徹底することで保育の継続性
を図っています。

〈コメント〉施設全体に警備システムを導入し、個人情報等の重要物は施錠保管するな
ど厳格に管理されています。また、個人情報保護に関する規定はありますが、情報公開
に関する取扱いについての明文化と職員への対応方法の周知を望みます。

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〉市からの不審者情報や危険個所の点検を実施していますが、周辺には住居
も少なく地域住民と協力できる環境とは言えません。

〈コメント〉子どもが当番制で牛乳パックのリサイクル活動をし、回収パックを使って
園の製作活動に利用しています。また、廃油回収活動も行うなど子どもが環境保護に対
する意識を育む取り組みが行われています。

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。


