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公表日：平成　30　年　1　月　　18　日

Ⅰ　事業者情報Ⅰ　事業者情報Ⅰ　事業者情報Ⅰ　事業者情報

（１）事業者概況

種　　　　別

開設年月日

定　　　　員 160人 利用人数 160人

ＦＡＸ番号

（２）基本情報

保育室 9 室 遊戯室 1 室

給食室 1 室

事務室 1 室

沐浴室 1 室

プール 1

職員の配置

人　　数 人　　数

園長 1 嘱託医（内科） 1

副園長 1 嘱託医（歯科） 1

保育士 36

調理員 5

清掃員 1

所 在 地

廿日市市立　いもせ保育園

サービス内容（事業内容）

0829-55-2009

・長時間保育（早朝7：30～8：30、夕方17：00～18：30）

・延長保育（18：30～19：00）

事業所代表者名

0829-55-2009

　　　〒739-0441　　　広島県廿日市市大野原二丁目10番3号

職　　　　　　　種職　　　　　　　種

居室以外の施設設備の概要居室の概要

・園庭開放

ホームページアドレス

　・遠足（春・秋）　・歯科検診（年2回）　・保育参観（年2回）　・試食会

・0歳児から5歳児までの保育

　・平和の集い  ・運動会　・発表会　 ・クリスマス会　・豆まき

・烏神太鼓

・けん玉教室

　・入園・進級のつどい　・保護者総会　・新入園児歓迎会

設置主体

〒734-0007　広島市南区皆実町一丁目6-29

結果公表にかかる事業所の同意 あり　　・　　なし

　・カレー会　　・たなばた会　・プール開き　・1年生招待カレー会

平成29年12月1日

園長　　　亀井　ゆかり

事業所の主な行事など

　・けん玉教室　・いもせ会　・健康診断（内科幼児年2回、乳児年3回）

保育園

昭和26年6月

福祉サービス第三者評価　評価結果報告書（概要）

所　 　　在　　 　地

事業所との契約日 平成29年8月18日

評
価
機
関

事業所への評価結果の報告日

名　　　　　　　　称

事業所名称

廿日市市

電話番号

一般社団法人　広島県シルバーサービス振興会

　・たんぽぽ号（移動図書館絵本貸し出し・読み聞かせ）

　・誕生会　・身体測定　・避難訓練　・あきのくに（絵本読み聞かせ）

　（毎月の行事）

　・お店やさんごっこ  ・ひな祭り会　・おわかれ会　・卒園式
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Ⅱ．第三者評価結果Ⅱ．第三者評価結果Ⅱ．第三者評価結果Ⅱ．第三者評価結果

◎評価機関の総合意見

◎特に評価の高い点

◎特に改善を求められる点

Ⅲ．第三者評価結果に対する事業者のコメントⅢ．第三者評価結果に対する事業者のコメントⅢ．第三者評価結果に対する事業者のコメントⅢ．第三者評価結果に対する事業者のコメント

廿日市市の公立保育園として第三者評価を受審いたしました。第三者からの視点を通し本園の評価できる点や見直し・改善し
なくてはならない点の確認ができ感謝しております。本園は０歳児保育・障がい児保育・延長保育を実施しており、多様な保育士
の勤務体制があり職員全員参加の会議を行なうことが困難な状況ではありますが、一人ひとりの職員の意見を聞いて会議を集
約できる体制を整えていきます。また、個人情報漏洩のためボランティアの受け入れについては早急にマニュアル策定をしてい
きたいと思います。今回、評価員の方からご指摘いただきました点について職員全員が改善に取り組みながらより一層の努力
を重ねていきたいと思います。

公立保育園は、「入園のご案内」に明記されている保育理念・保育方針の下に、各保育園が保育目標を定め、地域の特性や
ニーズを反映し、地域との連携を「保育課程」に明記し実施している。いもせ保育園では、地域の保育サービスの拠点として、育
児相談電話を設置し保育相談に応じ、月１回、保育園に通っていない子ども達が親子で参加し親同士の交流の場として、園庭
開放を行っている。園庭には、菜園を設けて野菜を育て、「食育の日」では、収穫した野菜を紹介し給食で利用し、卒園児を招待
する「カレー会」では、園で出来た野菜を使用している。食物アレルギーにも十分配慮し、園児に応じた除去食・代替食を準備
し、担任・調理員がチェックを行い提供している。この保育園では、米粉を使用したカレーやおやつを提供している。市は平成２９
年３月に、「保育園再編基本構想」をまとめ、今年度から適用している。市は、正規職員の比率を高めていく方針であり、それに
より職員のモチベーションが向上することを期待したい。また、園長・副園長が、主として「児童票」のチェック、職員の指導・相
談、保護者対応をしているが、園長・副園長の仕事を支援する職員を養成する試みも必要ではないかと思われます。

公立保育園のため、リスクやプライバシー・安全管理・衛生管理などに関して様々な規定・マニュアルを市が整備している。市福
祉保健部こども課の保育指導監査担当職員が巡回し、指導や相談に当たっている。保育士・栄養士・看護師などの実習生を市
が積極的に受け入れている。地域との交流でも、地域の敬老会に参加したり、地域の中学生の体験学習や家庭科の授業の受
け入れを行っている。保育園独自の活動として、けん玉遊び・和太鼓演奏を継続して行っている。特に和太鼓は、指導者だけで
なく職員が指導法を受け継いで指導し、運動会で披露している。和太鼓演奏は年少児のあこがれであり、年長児となり演奏する
際には誇りをもって演奏している。「いもせ会」では、ミニ運動会・七夕まつりの行事で園児の祖父や祖母と過ごしている。「カ
レー会」では、卒園児を招待して園児と食事をして交流を行っている。園では縦割りグループを作り、異年齢児が一緒に活動す
る機会（カレー会・散歩・一緒におやつ等）を日常的に行っている。夏は園庭でどろんこ遊びをし、つるつる光ったどろだんごが棚
に保管されている。

この保育園では、けん玉や和太鼓指導、読み聞かせ会にボランティアが活動しているが、ボランティア受け入れに関する規定・
マニュアルが定められていない。今後は、園児の個人情報の漏えい防止の観点から受け入れ規定の策定が期待されます。個
人情報の流出に関しては、パソコン使用に関して規定を設けているが、記録がカギのかかる場所に管理されてなく、早急の対応
が期待されます。早朝・長時間・延長の保育には短時間勤務の臨時職員が勤務しているが、常勤・臨時職員を含めた全職員が
参加する職員会議が開催されていない。職員全員が一同に会する会議開催は、困難であるようだが、参加できない職員に事前
に意見を提出してもらうなど工夫して職員全員の意見を集約して頂きたい。現在、この保育園では外国籍の園児は在籍してい
ないが、国際化が広がっている現状では、こども課だけでなく市役所全体が連携して支援する対策を検討して頂きたい。
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Ⅳ．項目別の評価内容Ⅳ．項目別の評価内容Ⅳ．項目別の評価内容Ⅳ．項目別の評価内容

１　管理運営編

福
祉
サー

ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織

(1)理念・基本方針

(2)計画の策定

(3)管理者（施設長）の
責任とリーダーシップ

市は、公立保育園の理念および理念と整合性のある基本方針を明文化し、市
の「入園のご案内」「入園のしおり」に記載している。理念・基本方針、それを基
にした各保育園の保育目標は「保育課程」に明記され、年度当初の職員会議
で職員に説明している。また、保護者に対しては、入園説明会で市の「入園の
しおり」を用いて説明している。

市は、「保育園再編基本構想」をまとめ、これまでの保育事業を分析し、0歳
児・延長保育など新たな保育ニーズにも対応するため、今年度から実施してい
る。また市はすでに「子ども・子育て支援事業計画」を作成し、専門知識を有す
る委員、保護者代表、地域住民からなる専門部会を開催し意見交換する中
で、保育園事業の現状分析・見直しを行い、事業計画を作成している。事業計
画は、公立保育園園長会議で説明され、園長は職員に伝達している。

園長は積極的に研修会に参加し、月2回の公立保育園園長会議では、保育園
のマニュアルについて協議し、研修会や会議の内容を職員に伝達している。年
度当初の職員会議で組織目標を説明し、職員は、年間個人目標を設定し、園
長が個人面談で実施状況を確認している。必要に応じて入所指導委員会へ申
請し、障がい児への加配保育士の配置を要望している。仕事へのモチベーショ
ンを高める為に、職員への声掛けを密に行っている。

組
織
の
運
営
管
理

種々のリスクに対するマニュアルは、公立保育園園長会議で策定したり見直し
を行い、市全体の公立保育園で活用している。不審者に対応する刺股の使用
方法やノロウイルス対策に関しては園内研修を行っている。救命救急講習会
には必ず参加し、衛生研修などの外部研修にも積極的に参加している。

広い運動場に面し、L字型に保育室を配置した２階建ての施設で、２階には、
発表会等に使用する広い遊戯室と広いテラスにはプールが設置され水遊びに
使用される。年長組は保育室の外にあるトイレを使用するが、それ以外は保
育室にトイレ・手洗いがあり、年少児以上の組にはプライバシーに配慮した扉
のある個室トイレがある。保育室は各担任が清掃を行い、廊下や階段などの
共有スペースは掃除専門の職員を市が配置し清掃を行っている。

市は、中学校校区毎の潜在的な保育園利用者数を予測し、利用者の推移を
事業計画に反映している。計画策定時には、無作為に抽出した市民を対象に
「保育サービスに対するアンケート」を実施し保育園に対するニーズを把握して
いる。随時、入園状況や申し込み状況を分析し、問題点を見出し、改善を図っ
ている。

公立保育園では、園児数に対して職員数を決定し職員を配置している。園児
の状況により、障がい児などに対しての加配職員が必要であれば入所指導委
員会に申請し、職員が配置されている。職員は年間目標を設定し、園長は個
人面談で達成状況を確認し人事考課に反映させている。野球観戦など職員と
の親睦会を行い、資格取得の為に休暇や要員を配置し支援している。市は保
育士・栄養士・看護師などの実習生を受け入れ各保育園に配置し、各保育園
で指導している。

(1)経営状況の把握

(2)人材の確保・養成

(3)安全管理

(4)設備環境
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適
切
な
福
祉
サー

ビ
ス
の
実
施

毎年、人権委員による研修を受ている。個人情報保護・プライバシーに関する
規定・マニュアルは整備され、個人情報保護規定に関する書面を保護者に配
布している。園児に関する記録がカギのかかる場所に保管されてなく、早急な
対応が期待される。保護者に対する意向は、保護者クラブがアンケートを行
い、保育園・市へ報告し改善策を検討している。保護者からの苦情に対しては
真摯に対応している。玄関門前の駐車は近隣住民に迷惑をかけるので、駐車
しないよう注意を促し、駐車場までの荷物運搬を職員が手伝い保護者の負担
軽減を行った。

今年度、初めて第三者評価を受け、自己評価を行った。園児が保育園で快適
に過ごすための、健康管理・衛生管理・虐待防止などに関しては、関係機関な
どの協力により、市としてマニュアルを整備し、各保育園では職員会議で職員
に周知している。児童票に園児の状況が記録されているが、園長・副園長が
毎月、確認している。保護者からの情報開示があれば、開示を行うが、開示に
関する規定に関しては市が定めている。

組
織
の
運
営
管
理

保育園利用希望者に対しては、市が作成した「入園のご案内」で市内の各保
育園のサービス内容を紹介し、「入園のご案内」は、市役所・各支所・各保育園
に置いている。保育園利用時には、「入園のしおり」で具体的な利用内容を紹
介し、毎月の行事予定などは、「園だより」で紹介している。利用契約解除は、
市が対応し、退園後の保護者からの相談に対しては、保育園担当者が対応し
ている。

毎年、地域の敬老会に年長組が参加し、ミニ運動会や七夕まつりの「いもせ
会」では園児のおじいちゃんやおばあちゃんとふれあう機会がある。この保育
園は、地域の保育サービスの拠点として育児相談電話を設置し育児相談に応
じ、毎月１回、園庭を開放し地域の未就園児を受け入れ、参加者と意見交換を
行っている。園児への太鼓やけん玉指導、毎月１回の「読み聞かせの会」にボ
ランティアが参加し活動している。今後は、ボランティア受け入れに関して、園
児に対する個人情報漏えい防止に関する観点から、取り組みが必要と思われ
る。

月２回開催される、公立保育園園長会議に出席し、意見交換を行っている。市
こども課の保育指導監査担当職員が、保育園を巡回し、指導・相談に当たって
いる。

(3)サービスの開始・
継続

(5)地域との連携

(6)事業の経営・運営

(1)利用者本位の福祉
サービス

(2)サービス・支援内
容の質の確保



Ⅳ．項目別の評価内容Ⅳ．項目別の評価内容Ⅳ．項目別の評価内容Ⅳ．項目別の評価内容

２　サービス編：保育所

園児の安全に関するマニュアルは各クラスに置いている。職員は、救急救命法の研修を
毎年受け、感染症の流行時前に、嘔吐の処理方法を全員で確認している。感染症流行
の兆しがあれば、園だよりや玄関のホワイトボードで知らせ、手洗い・うがいの徹底を呼
びかけている。不審者侵入のマニュアルがあり、警備会社へ通報システムが講じられて
いる。毎月内容の違う避難訓練を実施している。「ヒヤリ・ハット事例」は職員会議で検討
し、会議録に記録している。しかし、事例は会議録など複数の書式に記載されていて事
故防止対策の観点から「ヒヤリハット事例」としてまとめるのが望ましいと思われる。

市のこども課の専門員が、保育園を巡回し、園児や保護者に適切な援助が出来るように
アドバイスをしている。小学校とは年１回連絡会があり、保育要録を送り、情報交換して
いる。１年生(卒園児）をカレー会に招待し、成長を見守っている。地域の子育て支援の
拠点となるよう、毎月園庭開放を行い、保育相談も行っている。関係機関と連携し、緊急
入園の対応も行っている。

(1)発達援助の基本

(2)健康管理・食事

(3)保育環境

５
　
地
域
と

の
関
わ
り

２
　
子
ど
も
の
発
達
援
助

１
　
事
業
所
運

営
体
制
の
基
本

3
子
育
て
支
援

４
　
子
ど
も
の
安

全

(1)関係機関及び地域と
の連携

(1)サービスの質の確
保

(4)保育内容

(1)保護者等への支援

(1)安全・事故防止

週１回、職員会議を行うが、勤務シフト等のため全職員の参加はできていない。欠席者
には、会議録の回覧や口頭で情報を共有している。園のよりよい運営には、全職員の意
見を聞き、共通認識が重要であり全職員参加の会議が望まれる。そのためには、時間を
調整したり、欠席者には事前の意見提出などの工夫が必要であると思われる。保育記
録などの書式は市公立保育園で統一され、副園長会で記録の書き方を検討している。

保育課程は地域の特性や文化に触れる等、園の独自性を出している。指導計画は、毎
月会議で検討し、必要があれば見直している。異年齢児で構成する縦割りグループを作
り、一緒に活動する機会を取り入れている。中高生の保育実習や、高齢者との交流もあ
る。保護者にはホワイトボードで「今日の活動内容」を知らせている。市としては、外国籍
の保護者に対する入園手続きの支援はしているが、園生活をスムーズに行うための支
援は今後の課題であり、市の各部署との連携が望まれる。

子どもの健康状態を毎日チェックしている。流行性の感染症については、ホワイトボード
で保護者に伝えている。食事を楽しめるように、テーブルの配置を変えたり、テラスでお
やつを食べる等工夫している。苦手な食材は、極少量から取り組み、食べられた時に
は、みんなで誉め、『食べられた』という達成感が味わえるように声かけしている。園庭で
野菜を栽培し、成長を観察して収穫した野菜は給食に利用している。アレルギー疾患の
子どもに関しては、医師による「生活管理指導表」を基に園長・保護者・担任・調理員が
面談をし、子どもに応じた除去食や代替食を提供している。除去食・代替食の提供に関
しては非常に注意を払っている。事務室に「今日のｱﾚﾙｷﾞｰ対応の子ども」の名前を記入
し園全体で取り組んでいる。各クラスでは、調理員・担任が氏名・食材を確認し、トレー全
体にラップした食事の氏名を再度確認し、担任が配膳している。年１回試食会を設け、保
護者と意見交換しレシピを配布している。毎日の食事サンプルを掲示している。

室内は快適に過ごせるよう配慮し、コーナーを設け、好きな遊びができるよう設定してい
る。室内外の設備、遊具等は定期的に点検している。エントランスや各クラスには散歩の
時に採取した木の実や花を飾り、園庭で花や野菜を植え季節を感じられるように配慮し
ている。友だちと自由に遊べるように、園庭にはままごとハウス等の固定遊具、三輪車
やスケーター等の乗り物を用意し、園児が自由に選んで遊んでいる。夏はどろんこ遊び
をし、つるつると光ったどろんこが棚に保管されている。保育士は危険のないよう室内外
を整理整とんをして、子どもの活動を見守っている。

年齢に応じた当番活動を行い、年長組は、年少組の午睡後の着替えの手伝いをしてい
る。毎月、移動図書館を利用し、社会的体験の機会を設けている。近くの公園や神社に
出かけ季節の変化や発見が出来るようにしている。年齢に応じたリズム遊びや、絵本の
読み聞かせをし、毎月、ボランティアや移動図書館の職員による読み聞かせもある。子
ども同士のけんかでは、お互いの子どもの気持をよく聞き、自分の行為について考えら
れるよう声かけし、上手く言葉で表現できない子には、保育士が代弁している。離乳食
は、保護者・担任・調理員が話し合い、子どもの発達に応じた食事形態で提供している。
長時間保育は異年齢保育とし、各担任は降園児一覧簿に「今日の様子」をメモし、口頭
で引き継いでいる。障がい児に関わる保育に関して、保育士は研修を受け、関連機関と
連携し助言・指導を受けている。また保護者とは、情報を共有して良好な信頼関係を築
き、園児たちと生活しながら、自然な関わりを築いている。

保護者とは、毎日の連絡帳で様子を伝え合い情報を共有している。入園前に家庭での
状況を聞き取りしている。保育参観や懇談会を開催し、クラス全体の様子を伝えている。
必要に応じて個人懇談を行い、園長・副園長も同席して対応し、懇談内容は児童票に記
録している。相談内容によっては関連機関に相談し、連携を取っている。毎月の行事や
クラスの様子は園だより・クラスだより・ホワイトボードで、知らせている。年１回保護者ク
ラブがアンケートを実施し、園で解決できることは対応し、できない事は市のこども課が
対応している。虐待のマニュアルがあり、全職員、意識して保育し、必要時には関係機
関と連携し対応している。



(様式第３号①)

NO. 小項目 設問 自己評価
第三者
評価

改善の
必要性

１　福祉サービスの基本方針と組織１　福祉サービスの基本方針と組織１　福祉サービスの基本方針と組織１　福祉サービスの基本方針と組織

(1)理念・基本方針(1)理念・基本方針(1)理念・基本方針(1)理念・基本方針

1
理念・基本方
針の確立

法人としての理念，基本方針が確立され，明文化されていま
すか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

2
理念・基本方
針の周知

理念や基本方針が利用者等に周知されていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

(2)計画の策定(2)計画の策定(2)計画の策定(2)計画の策定

3

中･長期的なビ
ジョンと計画
の明確化

中・長期的なビジョン及び事業計画が策定されていますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

4
適切な事業計
画策定

事業計画が適切に策定されており，内容が周知されています
か。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

(3)管理者(施設長)の責任とリーダーシップ(3)管理者(施設長)の責任とリーダーシップ(3)管理者(施設長)の責任とリーダーシップ(3)管理者(施設長)の責任とリーダーシップ

5

管理者(施設
長)の役割と責
任の明確化

管理者(施設長)は自らの役割と責任を明確にし，遵守すべき
法令等を理解していますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

6
リーダーシッ
プの発揮

管理者(施設長)は質の向上，経営や業務の効率化と改善に向
けて，取り組みに指導力を発揮していますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

２　組織の運営管理２　組織の運営管理２　組織の運営管理２　組織の運営管理

(1)経営状況の把握(1)経営状況の把握(1)経営状況の把握(1)経営状況の把握

7

経営環境の変
化等への対応
①

事業経営をとりまく環境が的確に把握されていますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

8

経営環境の変
化等への対応
②

経営状況を分析して，改善すべき課題を発見する取り組みを
行っていますか。 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

(2)人材の確保・養成(2)人材の確保・養成(2)人材の確保・養成(2)人材の確保・養成

9
人事管理の体
制整備

必要な人材確保に関する具体的なプランをたてて，実行して
いますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

10
職員の就業状
況への配慮

職員の就業状況や意向を把握し，必要があれば改善するしく
みが構築されていますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

11

職員の質の向
上に向けた体
制

職員の質の向上に向けた具体的な取り組みを行っています
か。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

12
実習生の受け
入れ

実習生の受け入れについて，積極的な取り組みを行っていま
すか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

(3)安全管理(3)安全管理(3)安全管理(3)安全管理

13
利用者の安全
確保

利用者の安全確保のための体制を整備し，対策を行っていま
すか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

(4)設備環境(4)設備環境(4)設備環境(4)設備環境

14 設備環境
事業所(施設)は，利用者の快適性や利便性に配慮したつくり
になっていますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

15 環境衛生 事業所(施設)は，清潔ですか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

自己評価・第三者評価の結果（管理運営編）　　　　　　　いもせ保育園自己評価・第三者評価の結果（管理運営編）　　　　　　　いもせ保育園自己評価・第三者評価の結果（管理運営編）　　　　　　　いもせ保育園自己評価・第三者評価の結果（管理運営編）　　　　　　　いもせ保育園



(様式第３号①)
NO. 小項目 設問 自己評価

第三者
評価

改善の
必要性

(5)地域との交流と連携(5)地域との交流と連携(5)地域との交流と連携(5)地域との交流と連携

16 地域との関係
利用所と地域との関わりを大切にし，地域のニーズに基づく
事業等を行っていますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ ○○○○

(6)事業の経営・運営(6)事業の経営・運営(6)事業の経営・運営(6)事業の経営・運営

17

制度に関する
意見･意向の伝
達

制度について，保険者あるいは行政担当部署等に意見や意向
を伝えていますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

18
財務諸表の公
開

地域住民，利用者に対して財務諸表を公開していますか。 ＤＤＤＤ ＤＤＤＤ

３　適切な福祉サービスの実施３　適切な福祉サービスの実施３　適切な福祉サービスの実施３　適切な福祉サービスの実施

(1)利用者本位の福祉サービス(1)利用者本位の福祉サービス(1)利用者本位の福祉サービス(1)利用者本位の福祉サービス

19
利用者を尊重
する姿勢①

利用者を尊重したサービス提供について，共通の理解を持つ
ための取り組みを行っていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

20
利用者を尊重
する姿勢②

利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整
備していますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ ○○○○

21
利用者満足の
向上

利用者満足の向上(または保護者の意向を尊重)に向けた取り
組みを行っていますか。 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ

22

意見を述べや
すい体制の確
保①

利用者(または保護者)が相談や意見を述べやすい環境を整備
していますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

23

意見を述べや
すい体制の確
保②

苦情解決の仕組みが確立され，十分に周知・機能しています
か。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

24

意見を述べや
すい体制の確
保③

利用者(または保護者)からの意見に対して迅速に対応してい
ますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

(2)サービス・支援内容の質の確保(2)サービス・支援内容の質の確保(2)サービス・支援内容の質の確保(2)サービス・支援内容の質の確保

25

質の向上に向
けた組織的な
取り組み

自己評価の実施や第三者評価の受審により，提供している
サービス･支援内容の質向上を図っていますか。 ＤＤＤＤ ＤＤＤＤ

26
標準的な実施
方法の確立

各サービス業務が標準化され，マニュアル化されてサービス
が提供されていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

27
サービス実施
状況の記録

利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行われてい
ますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

28
記録の管理と
開示

記録等の開示を適切に行っていますか。 ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ

(3)サービスの開始・継続(3)サービスの開始・継続(3)サービスの開始・継続(3)サービスの開始・継続

29
サービス提供
の開始①

利用希望者に対して，サービス選択に必要な情報を提供して
いますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

30
サービス提供
の開始②

サービスの開始にあたり，利用者等に説明し，同意を得てい
ますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

31

利用契約の解
約・利用終了
後の対応

利用者がいつでも契約の解約ができることを説明し，また，
利用者または事業者から直ちに契約を解除できる事由を定め
ていますか。

ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

32
サービスの継
続性への配慮

事業所変更や家庭への移行(または保育サービスや保育所の
変更)にあたり，サービスの継続性に配慮した対応を行って
いますか。

ＣＣＣＣ ＢＢＢＢ



(様式第３号⑥)

NO. 小項目 設問 自己評価
第三者
評価

改善の
必要性

１　事業所運営体制の基本１　事業所運営体制の基本１　事業所運営体制の基本１　事業所運営体制の基本

(1)サービスの質の確保(1)サービスの質の確保(1)サービスの質の確保(1)サービスの質の確保

1 職員会議
職員間において，定期的または随時に情報共有する体制がと
られていますか。 ＣＣＣＣ ＣＣＣＣ ○○○○

2
指導助言を受
ける仕組み

職員が指導助言を受ける仕組みがありますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

3
個人情報の適
切な取り扱い

子ども(保護者等を含む)に関する情報(データを含む)は，適
切に取り扱われていますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

２　子どもの発達援助２　子どもの発達援助２　子どもの発達援助２　子どもの発達援助

(1)発達援助の基本(1)発達援助の基本(1)発達援助の基本(1)発達援助の基本

4 保育課程
保育課程は，関係法令や子どもの発達特性を踏まえ，長期的
見通しをもって適切に編成されていますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

5 指導計画
指導計画は，定期的に評価および見直しが行われています
か。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

6 理解と受容 子ども一人ひとりへの理解を深め，受容していますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

7
さまざまな人
との交流

さまざまな年代や文化を持つ人たちに親しみを持つよう働き
かけていますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ ○○○○

8
先入観を植え
付けない配慮

性差への先入観による固定的な概念や役割分業意識を植え付
けないような配慮を行っていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

(2)健康管理・食事(2)健康管理・食事(2)健康管理・食事(2)健康管理・食事

9
健康状態の把
握

子どもの健康管理は，適切に行われていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

10
健康診断等の
実施

健康診断や歯科検診を定期的に行っていますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

11
食事環境の整
備

子どもにとって，食事が楽しみとなるよう配慮しています
か。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

12 食育の推進
子どもが生活と遊びの中で，食事を楽しみ合うよう，働きか
けていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

13

子どもの状況
に応じた食事
の提供

アレルギー疾患や体調不良の子どもがいる場合，子どもの状
況に応じた食事が提供されていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

14 家庭との連携
保育所で提供する食事について，保護者等に対して説明し，
理解を得ていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

(3)保育環境(3)保育環境(3)保育環境(3)保育環境

15 空間の確保
保育所は，子どもが心地よく過ごせるような空間が確保され
ていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

16 設備・環境
保育所は，子どもたちの心身の安らぎ，くつろぎの面から配
慮された場所となるよう，工夫されていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

17
保育環境の整
備

子どもが自発的に活動できる環境を整える工夫を行っていま
すか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

自己評価・第三者評価の結果（サービス編：保育所版）　　　いもせ保育園自己評価・第三者評価の結果（サービス編：保育所版）　　　いもせ保育園自己評価・第三者評価の結果（サービス編：保育所版）　　　いもせ保育園自己評価・第三者評価の結果（サービス編：保育所版）　　　いもせ保育園



(様式第３号⑥)

NO. 小項目 設問 自己評価
第三者
評価

改善の
必要性

(4)保育内容(4)保育内容(4)保育内容(4)保育内容

18 社会性の獲得
子どもが望ましい生活のルールや態度を身につけるよう，働
きかけていますか。 ＢＢＢＢ ＡＡＡＡ

19 表現活動
身近な環境の中で，感覚を豊かにしたり，活動を楽しめるよ
う働きかけていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

20 人間関係
遊びや生活を通して，人間関係が育つように働きかけていま
すか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

21 乳児保育
乳児保育のための環境が整備され，保育内容や方法に配慮し
ていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

22 長時間保育
長時間保育のための環境が整備され，保育内容や方法に配慮
していますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

23 障害児保育
障害児保育のための環境が整備され，保育内容や方法に配慮
していますか。 ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ

３　子育て支援３　子育て支援３　子育て支援３　子育て支援

(1)保護者等への支援(1)保護者等への支援(1)保護者等への支援(1)保護者等への支援

24
信頼関係の構
築

保護者等の気持ちに共感しながら，信頼関係を築くよう努め
ていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

25
保護者等との
連携，共有

子どもの生活の連続性を踏まえ，保護者等との連携および情
報共有が行われていますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

26
相談・情報提
供

保育に関する知識や技術を活かして，保護者等からの相談に
あたっていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

27
不適切な養育
に対する支援

虐待等，不適切な養育が行われている可能性があると感じた
場合は，速やかに対応していますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

28
虐待等への対
応

虐待を受けている子ども(虐待の可能性がある場合を含む)に
対して，適切に対応していますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

４　子どもの安全４　子どもの安全４　子どもの安全４　子どもの安全

(1)安全・事故防止(1)安全・事故防止(1)安全・事故防止(1)安全・事故防止

29
食中毒・感染
症対策

食中毒や感染症に対する予防および発症後の対策は，適切に
行われていますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

30
事故・天災へ
の対応

事故や天災が発生した場合，速やかに対応できる体制があり
ますか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ

31 不審者対策 不審者の侵入などに対応できる体制がありますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

５　地域との関わり５　地域との関わり５　地域との関わり５　地域との関わり

(1)関係機関および地域との連携(1)関係機関および地域との連携(1)関係機関および地域との連携(1)関係機関および地域との連携

32
関係機関との
連携，協力

子ども家庭センター，要保護児童対策地域協議会，小学校等
と連携し，必要に応じて協力体制を築いていますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

33
地域の子育て
支援

地域の子育て支援の拠点として，子育て家庭に対して保育所
機能を還元していますか。 ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ

34 一時保育
一時保育のための環境が整備され，保育内容や方法に配慮し
ていますか。

実施なし実施なし実施なし実施なし 実施なし実施なし実施なし実施なし


