
評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果（保育所）

第三者評
価結果 コメント

1
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。 ａ

保育の理念には「真実の愛」をもって保育にあたるとの文言が
あり、設立時の使命が反映されたものとなっている。また、理
念の一つに掲げている「子ども一人ひとりの人格を尊重しま
す」は、近代以降の人権思想や子どもの権利条約の精神にも合
致し、職員に周知されている。保育の基本方針は、誰にでも理
解しやすい内容・文言で明示されている。保育の理念と保育の
基本方針は、要覧やホームページ等に掲載され、保護者等へ周
知されている。
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2
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。 ａ

事業経営を取りまく環境と経営状況については、保育協議会、
私立保育園連盟、日本保育協会等の加盟団体から情報収集する
と共に、保育に関する報道を日々確認し、的確な情報を適宜に
把握している。収集した情報は、主任会議を中心に検討・分析
が行われている。

3
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。 ａ

把握された経営課題については、理事会・評議員会で情報を共
有して課題解決に向けての協議を行っている。今後の経営方針
と具体案を職員に周知、検討のうえ、事業計画に掲載して実行
されている。
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4
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。 ａ

2015年より「中・長期収支計画」と「中・長期運営計画」が策
定されている。計画には通年にわたる良質な保育実施のための
運営課題の他に、2019年度の開園50周年記念事業に向けての計
画が2015年度中に立てられている。実行に向けた活動の一環と
して第三者評価の受審も記載され、早期に自己評価を実施して
いる。収支計画は、子どもの入園予定数と職員人件費等のコス
ト計算の他、50周年記念事業の一環としての施設整備に関わる
費用についても、財源確保を含めて明確にし、計画されてい
る。

5
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。 ａ

単年度の事業計画は、年間行事計画及び、中・長期事業計画に
掲載した運営課題が収支計画と合わせて経営・保育実践の過程
で解決に向かうように策定されている。

6
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。

ａ

事業計画は、保育士、栄養士その他の職員の日々の業務からの
発言や提案を尊重しながら、リーダー会議、主任会議等で協議
を重ね策定されている。策定された事業計画は、3月開催の理事
会に諮られ、決定事項は職員に周知し実行されている。事業計
画の実施状況は定期的に見直し理事会へ報告されている。

7
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。 ａ

単年度の行事や研修計画は、毎年開催される「父母の会」総会
で配付し説明が行われ、ホームページにも掲載している。2018
年度は、50周年記念事業を含む「中・長期運営計画」を配付・
説明し、保育事業への一層の理解・協力を得るように努めてい
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-２　経営状況の把握

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

Ⅰ-３　事業計画の策定

Ⅰ-2-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

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-(２)　事業計画が適切に策定されている。
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8
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。 ａ

第三者評価基準を用いた園の自己評価は、2017年8月よりグルー
プ及び全体会議で計22回計画的に行い、全職員で分析・検討さ
れている。第三者評価の受審は、2013年に引き続き第2回目の受
審である。この他、保育士については「保育士自己評価チェッ
ク表」を活用し、毎年度自己評価を実施し、組織的に保育の質
の向上がはかられている。

9
Ⅰ-4-(1)-②　評価結果にもとづき保育所
として取り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。

ａ

2017年8月から実施した自己評価で抽出された課題については、
各グループにおいて改善策が話し合われ、さらに全体会議での
討議を経て、決定・実行されている。課題改善については、直
ちに改善できること、早期に改善すべきこと、中・長期的な改
善策が必要なことに分類され、計画的に対応されている。
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10
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。

ａ

園長は、職員が「保育の理念」と「保育の基本方針」への理解
を深め、共通認識を持って業務を遂行できるよう、会議等にお
いて理念・基本方針の基礎に「聖書」の精神、保育所保育指針
等の背景にある日本国憲法・子どもの権利条約などの「人権・
民主・平和の理念」、近代以降の「人間尊重」「人類福祉の増
進」という普遍的価値について職員へ説明している。園長の役
割と責任は「運営規程」「職務分担表」「組織図」「安全管理
マニュアル」等の各種文書において明示されている。

11
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。 ａ

園長は、法学の研究に従事してきたほか、教育学修士として、
現在大学で「園経営論」・「保育課程論」の研究・教育に従事
しており、社会福祉法人・保育園経営に関わる法令や関連法規
については十分に理解している。「個人情報取扱規程」や「子
どもを取り巻く人権の現状と当園の保育」「法令を守るための
仕組み」等の策定と担当者の配置が行われている。職員へは、
「日本国憲法」「児童福祉法」「子どもの権利条約」「保育所
保育指針」「環境等に関する法令のポイント」等の配布・備え
付けと法令遵守についての解説を行っている。

12
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。 ａ

園長は、園内・園庭の巡回・観察を日々行っている。各種会議
における報告・話し合いの中で課題を把握し、その都度具体的
な対策について指示している。異年齢保育の長年の実践・研究
を踏まえ、2015年より「0歳児からの異年齢保育」を実施してい
る。全職員の協力を得て研究論文としてまとめ、卒園生の追跡
調査と共に、日本保育学会その他の学会・研究会等で発表して
いる。これらの取組は、園児たちの心の発達と保育士の技量を
高める大きなちからとなっている。また、保育士の保育理論に
関する理解を深めるため、園長の大学講義レジュメを基にした
学習会が実施されている。

13
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。 ａ

月毎に税理士の分析と助言を受け、経営状況を適宜且つ的確に
把握している。課題については、主任会議等で確認・協議し対
処している。財政状況は、必要に応じ職員へも周知され、全員
が経営改善について認識できる体制となっている。
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14
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。

ａ

園が目標とする保育サービスの質を確保するために、毎年度の
計画として主任会議を経て理事会に諮って募集人員を決定して
いる。人材の確保は、養成校との関係を日ごろより維持・強化
することで新卒者採用につなげている。また、学生のボラン
ティアを受け入れ、その結果として採用にも結びついている。
保育士の定着を促すため、若年非正規の大幅待遇改善や固定
番・短時間勤務の導入、子育て中の保育士の夜間の会議出席免
除などの働きやすい職場環境を提供している。

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

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-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。

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ-１-(１)　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ-１-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ-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。



15
Ⅱ-２-(１)-②　総合的な人事管理が行わ
れている。 ａ

総合的な人事管理として、いち早くキャリアパスを取り入れ、
人事基準を明確にした。上司の「期待する職員像」というよ
り、職員の総意をまとめた「私たちの目指している職員像」を
作成している。人事基準は、「業務方針」に各種リーダーや主
任・副主任、管理職等の職務内容が詳細に記載され、全職員が
対象となっている。この「業務方針」を基に作成された「自己
評価チェック表」による個々の自己評価の実施後に職員の業務
評価の面接が行われている。

16
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。

ａ

管理職は、職員の有給休暇と時間外勤務のほか、健康診断結果
報告書で要検査等となった職員には、通院結果などの確認をし
情報を共有している。職員の就労の意向に関しては、ＯＪＴ面
接の段階的な実施により、就業上の悩みや意見、心身の健康等
を個別に把握し、人員体制のサポート等に活かすようにしてい
る。他にも子育て中の職員が働き続けやすいように固定番や短
時間勤務など独自の制度を導入し、その都度「就業規則」を改
正している。インフルエンザ予防接種は、園の半額補助により
職員全員が予防接種することで保護者の安心にもつなげてい
る。また、福利厚生委員会を設置し、活動費を園が半額補助し
て職員の福利厚生の向上を図っている。

17
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。 ａ

平成30年度に「自己評価チェック表」を改正し、より職員個々
のビジョンをあらわせるようになった。また、「自己評価
チェック表」に、前年度の反省と今年度の目標を自由記載する
ことで定期面談時に達成状況と改善にむけた方向性が確認しや
すくなった。ビジョンが明確になったことで個々の職員がＯＪ
Ｔにおいても、日常的な助言や指導を受けやすくなっている。

18
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。

ａ

園の研修に関する基本方針が、「運営規定」に明示されてい
る。継続的な教育・研修となるため、「研修トータルプラン」
を作成し、それに基づく年間研修計画の他、個別研修計画に
沿って教育・研修を実施・受講しており、キャリアアップ研修
は、園として処遇改善に努めるため最優先に受講している。保
育士・栄養士はもとより、調理員も全員が有資格者である。

19
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。 ａ

次年度に向けた研修計画作成の資料となるように、「個人別研
修履歴」と「研修実施参加状況報告書」を作成し、職員個々の
保育の技能水準や専門資格の取得状況を把握している。園内研
修は、リーダー会議でテーマを決定、実施することで職員の課
題にもとづく教育・研修を受けられるようになっている。外部
の研修は、職員を多く配置することで、最大限の参加を保障し
ている。また、自主参加を奨励するため、職員に案内周知する
とともに、補助金を支給している。外部研修の参加後は報告書
の提出と報告研修会を実施、職員全員で共有し、実践に生かせ
るとようにしている。

20
Ⅱ-2-(4)-①　実習生等の保育に関わる専
門職の教育・育成について体制を整備し、
積極的な取組をしている。

ａ

実習生の保育に関わる育成体制としては、マニュアルも兼ねた
「実習生受け入れ方針」を作成しており、実習生の受入れ基本
方針は、受入れ時に会議にて全職員で確認している。実習プロ
グラムは、養成校と実習生本人の実習目標を尊重して、効果的
な実習となるように養成校教員と情報交換し連携している。
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21
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。 ａ

ホームページにおいて、保育内容や事業報告書・決算等の様々
な情報を公開している。要覧にも園の保育の特色・内容等重要
事項を記載している。保育の研究や実践報告書は、ＨＰの他、
小中学校等の関係機関にも配布し、園が力を入れている異年齢
保育や食農育等を中心に発信している。

22
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。

ａ

国のモデル規程と顧問税理士の指導の下に策定した「経理規
程」により適正処理を行っている。職務分掌・取り扱い責任者
が辞令で明確に定められ、厳格なチェック体制となっている。
日常的な物品購入に際しても「伺書」に記入、複数の上司の決
済を経ている。福祉施設として信頼される経営・運営のために
顧問税理士より指導・改善の助言を日ごろより受け、改善に生
かしている。

Ⅱ-２-(２)　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

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-(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-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。
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23
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。 ａ

理念に「地域と共に生き、共に育ち合う」、基本方針に「地域
における公的施設として社会的責任を果たします。」と謳って
いる。子どもと地域との交流を広げるために、高齢者施設や商
店街等の交流事業の他、卒園児も含めた保育ボランティアを受
け入れて交流の場としている。園開放「ひかりっ子ひろば」を
地域広報掲示板に、夏の「ひかりっ子まつり」は町内会回覧板
にて、広域に周知している。

24
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。

ａ

ボランティア等の受入れに対する姿勢は、「ボランティア受入
れ方針」に意義とともに明示されている。受入れ体制としては
所定の用紙に、対応する職員と受け入れる曜日・時間帯・人
数・ボランティア活動内容を記載し、顔写真の提出・保険の加
入等を取り決めている。卒園児対象のボランティア活動に関し
てもマニュアルを作成、受入れができるようにしている。中学
生の職場体験にも協力し、受け入れ体制を整えている。

25
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。

ａ

園が関係・連携している機関や連盟のリストは事務所に置き、
職員間で共有している。保護者にも提供している「安全管理マ
ニュアル」には、虐待・障がい児相談等の連絡先を掲載してい
る。創設時に関わった北海道子どもの虐待防止協会や札幌市私
立保育園連盟の他、日本保育園協議会等さまざまな団体より保
育の質向上となる情報を得て連携をとっている。西区幼保小連
携推進協議会には副園長・年長児保育の担当職員が出席、積極
的な発言と意見交換により円滑な連携がとれるようにしてい
る。

26
Ⅱ-4-(3)-①　保育所が有する機能を地域
に還元している。 ａ

園開放「ひかりっ子ひろば」では、給食の提供があり、保育体
験や育児相談等の子育て支援拠点活動にもなっている。商店街
の活動内容によっては、保育室を提供している。園は小中学校
に隣接していることから、災害時学校に避難した乳幼児親子の
受入れを検討している。平成30年9月6日の北海道胆振東部地震
後は、学校や町内会との協議を進めている。

27
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。 ａ

地域の具体的なニーズは、「ひかりっ子ひろば」や保育利用希
望見学者の話から把握している。より広範な地域ニーズとし
て、少子化等による異年齢子ども集団の喪失の回復と捉え、地
域社会における子育て環境の危機に対処するため異年齢保育の
充実が不可欠であるとの信念を持っている。異年齢保育自体は
事業として実施しており、この研究と実践報告を学会等で発表
して、子育てに関わる団体等への啓発・普及活動を行ってい
る。また、若者の将来に向けた養育性形成ひいては子育て不安
の解消のためにも、卒園児のボランティアを受け入れ、中学生
の職場体験にも協力し、受け入れ体制を整えている。

第三者評
価結果 コメント

28
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。

ａ

保育の理念・基本方針に「子ども一人ひとりの人格を尊重」
「子どもの最善の利益」が明記されている。子どもを尊重した
保育の姿勢は、「発寒ひかり保育園の業務方針」の中にある
「保育の手引き」等随所に文書化されており、職員全員が実践
できるよう、常時共通理解を図っている。年2回、保育士の自己
評価を行って点検・改善に努めており、外部研修にも積極的に
参加し報告を行い、全体のものとしている。園が力を入れてい
る「異年齢保育」や「障がい児保育」は、子ども同士の育ち合
いを促し、他者を尊重する心を育んでいる。

29
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福祉サービス提供
が行われている。

ａ

「安全管理マニュアル」「保育の手引き」には、年齢に応じた
排泄時の配慮、プール遊びの際の男女の着替え等のプライバ
シー保護について明記されている。また、子どもへの不適切な
撮影等を防止するための対策を行っている。虐待防止等の権利
擁護については、常に職員が子どもの様子に気を配り、少しで
も気になる事があれば、すぐに対処する体制が整っている。

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

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

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。



30
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。

ａ

利用希望者に対して保育所選択に必要な情報として、ホーム
ページや要覧が作成されている。見学者には要覧を配付して、
園長・副園長が時間をかけて説明し、見学者の質問や意見に丁
寧に答えている。ホームページや要覧は、保護者や見学者等の
意見を取り入れながら見直しを行い、イラストや写真、スマー
トフォン画面の対応等を取り入れて、開きやすい・見やすい・
分かりやすい工夫をしている。

31
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。 ａ

保育の開始時の説明については「入園のしおり」を使って保護
者に説明をし、同意を得ている。また、別途料金のかかるもの
も明示し同様に説明されている。保護者面接は、保育士全員が
同等の対応ができるよう文書化されている。進級時の持ち物な
どの必要な情報については、年齢別クラス・異年齢グループの
担任の職員が連絡ノートや口頭・玄関掲示板等で周知してい
る。個別的な対応の変更については保護者に口頭で伝えてい
る。

32
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。 ａ

保育所の変更等については「入園のしおり」に「転園時の引き
継ぎについて」が明記されており、保護者の要望に合わせて対
応している。転園してきた子どもについては、園長や担任の職
員が文書等にて情報を把握している。また状況に応じて園長会
や区の保健師・民生委員と連携し情報共有して、保育の継続性
に配慮した対応をとっている。

33
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。 ａ

利用者満足の向上を目的とする仕組みとして、日々のコミュニ
ケーションを大切にしている。他に、連絡ノート、年1回ずつの
「ファミリー（異年齢）懇談会」「クラス懇談会」や、乳児は
年2回の個人懇談、必要に応じての個人面談のほか、年1回の保
護者アンケート等で子どもや保護者の意向を汲み取っている。
それらをもとに、ケースカンファレンス等の会議で周知し、話
し合い、役立てている。

34
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。 ａ

苦情解決の仕組みとして、「意見・要望・苦情・不満を解決す
るためのしくみについて」が「入園のしおり」「ホームペー
ジ」に明示されており、苦情の受付・解決責任者・第三者委員
会が選任されている。「懇談会」の出欠用紙に意見や要望を記
入する欄が設けられている。連絡ノートを活用し苦情・要望・
意見を受け付けている。些細な保護者の声も汲み取り、現場で
解決できることと園全体で検討することに振り分け、必要な際
は会議で分析・検討し保護者にフィードバックしている。

35
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。

ａ

保護者が相談や意見を述べやすい環境として、「発寒ひかり保
育園業務方針」の中にある「保護者の安心・信頼の獲得のため
に」の指針に沿って保護者との信頼関係作りに力を入れてい
る。保護者との日々のコミュニケーションを大切にすること
で、どんな事でも相談や意見を述べやすい雰囲気となるように
心掛けている。入園の際や懇談会・父母の会総会において、園
長より何でも気軽に職員に相談して欲しいと伝えられ、園だよ
り等でも周知されている。

36
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。 ａ

保護者から口頭や連絡ノート等で相談や意見があった時は、速
やかに返答している。言われた内容を受け止めて、即日か翌日
には職員間で話し合い保護者に回答する対応マニュアルとなっ
ている。

37
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。

ａ

「安全委員会」と「安全管理委員会」を設置して相互に連携し
ながら安心・安全の体制を整えている。「安全委員会」は、保
育園職員・法人役員・保護者で構成され、2018年度は交通ルー
ルについて情報交換し、保護者とルールを決めて保護者への注
意喚起と子どもたちへの交通安全指導を実施している。「安全
管理委員会」は、園の職員がリスクマネジメントに関する改善
策や予防策などの話し合いを行っている。また、事故防止の
チェックリストやマニュアルを整えたり、けが・ヒヤリハット
報告の充実・活用などの安全対策を行っている。その結果「安
全管理マニュアル」が毎年改訂されており、充実したものに
なっている。

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-(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-(３)　利用者満足の向上に努めている。

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。



38
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。

ａ

感染症予防と発生時の対応については安全管理マニュアルの
「感染症予防・対応について」にもとづいて新年度会議で職員
と確認を行っている。各保育室に嘔吐処理セットの設置とマ
ニュアルを掲示、足カバーやエプロンの導入など研修で勉強し
たことや新しい情報はすぐに取り入れ、感染症発生時に対応で
きるよう備えている。月に1回、健康診断後に園医とカンファレ
ンスを行い子どもの健康状態や感染症の情報交換をして保護者
へ情報提供するなど感染症予防の体制を整備している。

39
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。

ａ

2011年の東日本大震災では、被災地２カ所に職員をボランティ
アとして派遣した。これを機に、自家発電機やかまどセット等
を購入、食料、水などを備蓄し、携帯電話メール配信システム
を導入している。2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震
では、準備していた発電機・備蓄類を活かして開園し、保護者
に喜ばれた。東日本大震災時にボランティアの職員を派遣した
保育園とは交流を続けて学びを得ている。毎年、震災の日に
は、子どもたちにビデオ等で震災のお話をし、備蓄食料で炊き
出しの訓練を行い、おにぎり、カレー・けんちん汁などを作り
子どもに提供している。避難訓練は、「安全管理マニュアル」
の避難方法等に基づいて組織的に実践し、問題点の把握や見直
しを行っている。

第三者評
価結果 コメント

40
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。 ａ

標準的な実施方法を定めた業務方針の「保育の手引き」等には
子どもに向き合う姿勢、保育（養護と教育）の基本及び、生活
や遊びの具体的な対応などが文書化されている。職員はこの
「保育の手引き」や必携図書をもとにした保育を実践してい
る。年に2回、職務、保育の基本姿勢などが項目化されている
「自己評価チェック表」を実施して、標準的な保育の実施方法
が実践されているかを確認している。

41
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。 ａ

年4回の保育会議では年間カリキュラム、月カリキュラム、週案
を通して期ごとに評価、反省したことを「保育の手引き」等と
も照らし合わせて話し合い、例えば、2018年度は哺乳ビンの洗
い方や手順などの見直しなどを行っている。「保育の手引き」
はリーダー職員を中心に見直され、主任会議で検討後に、職員
会議において全職員と協議した上で改訂を行っている。

42
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。 ａ

「保育所保育指針」及び質の高い専門書に基づく園の「保育課
程」を基本に毎年作成される「年間カリキュラム」を4月の保護
者懇談会で保護者に配付して内容を説明している。入園前に児
童票、家庭状況調査票で子どもの身体状況や生活状況等を確認
し、入園後も子どもと保護者のニーズを明らかにしてカリキュ
ラム作成へつなげている。異年齢保育を編成しているため年齢
別カリキュラムと共に異年齢カリキュラムを作成している。カ
リキュラム会議、保育会議等では、子どもと保護者の状況や関
係機関と連携して得た情報等を職員間で共有し、カリキュラム
の作成に活かしている。

43
Ⅲ-2-(2)-②　定期的に指導計画の評価・
見直しを行っている。 ａ

PDCAサイクルに基づき必要に応じて年・期・月等の定期的なカ
リキュラムの評価・見直し・改訂を行っている。月ごとの子ど
もの姿、配慮事項、評価をもとに年齢別保育、異年齢保育の担
任がカリキュラム会議で生活・遊びの課題などを話し合い、次
月のカリキュラム策定へつなげている。月カリキュラムでねら
いとその内容等見直されたことは年間や期の計画で修正を行っ
ている。

44
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。

ａ

記録内容の書き方は「記録の目的と要領」にもとづいて記録を
し、子どもの状況を把握している。月2回のケース会議では年齢
別保育、異年齢保育での様子を伝え合い、情報共有している。
発達の気になる子どもなど必要に応じて対策を話し合って記録
に残している。また、連絡日誌を活用して情報を共有してい
る。

45
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。 ａ

保護者からの開示請求等や記録の管理体制については、入園の
しおりなどで周知している。職員には、職員会議で個人情報に
関わる規定を周知している。子どもに関する記録はパソコンの
ハードディスクに保存し、文書等は決められた場所に保管して
施錠している。運営規程には文書の保管や保存期間等を定めて
いるほか、職務分担表にて記録管理責任者を明示し、管理体制
が整備されている。

Ⅲ-２-(１)　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

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-(３)　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保



第三者評
価結果 コメント

Ａ①

Ａ-１-（１）-①　保育所の理念、保育の
方針や目標に基づき、子どもの心身の発達
や家庭及び地域の実態に応じて保育課程を
編成している。

ａ

保育課程は、日本国憲法、児童憲章、子どもの権利条約、児童
福祉法や保育所保育指針等に基づき、豊かな人間性と育ち合い
を保障する理念・方針をふまえて作成され、関係する職員全員
が参画して編成している。0歳児から5歳児まで現在の子どもた
ちの姿に合わせた保育の話し合いを行っている。子どもの育ち
に関する長期的な見通しを持って編成している。

Ａ②
Ａ-１-（２）-①　生活にふさわしい場と
して、子どもが心地よく過ごすことのでき
る環境を整備している。

ａ

生活にふさわしい場として、天窓と大きな窓からの採光や通風
を自然に取り入れており、子どもが心地よく過ごすことのでき
る環境となっている。各保育室は0歳児から5歳児まで寛いだり
自由遊びができるようコーナーの工夫をしている。すべての保
育室はグラウンドや芝生、花壇・樹木等に面しており、緑豊か
で心和む環境である。床、家具、トイレなどは木のぬくもりが
感じられ、室内の壁はやわらかい色彩になっており、温かい家
庭的な雰囲気を醸している。

Ａ③
Ａ-１-（２）-②　一人ひとりの子どもを
受容し、子どもの状態に応じた保育を行っ
ている。

ａ

子ども一人ひとりに寄り添い、肯定・受容し、子どもに安心
感・信頼感を持ってもらえるように、穏やかな口調で「言葉を
手渡す」等の保育を大切にしている。年間カリキュラム、月カ
リキュラム、週案などで評価、反省を行い日々の保育に活かし
ている。年齢別保育、異年齢保育活動での子どもの姿を情報交
換したり、子どもへの対応策・対応結果を共有して、一人ひと
りの状態に応じた保育が行われるようにしている。

Ａ④
Ａ-１-（２）-③　子どもが基本的な生活
習慣を身につけることができる環境の整
備、援助を行っている。

ａ

子どもが基本的な生活習慣を身につけることができるように、
衣服が汚れた場合の着替えや衣服の調節、水分補給などを自ら
気づいてできるよう働きかけている。異年齢保育により、自然
に年下の子どもが年上の子どもの真似をする、また年上の子ど
もが年下の子どもの世話をする姿が見られる。子ども同士のか
かわりを通して育ち合うことができるように、一人ひとり子ど
もの発達を把握して援助している。

Ａ⑤
Ａ-１-（２）-④　子どもが主体的に活動
できる環境を整備し、子どもの生活と遊び
を豊かにする保育を展開している。

ａ

グラウンドはブランコ・ログアスレチック・登り棒などを設置
し、各保育室は、ままごと・積み木・絵本などがコーナー別に
用意され、子どもが自発的に選んで遊べる環境を整えている。
運動遊びやルールのある遊び、パズル・ブロックなど個々の子
どもの興味に合わせた遊びが、次のステップへと展開できるよ
う援助している。高齢者施設との交流で昔遊びや、地域の方と
のキャンドル作り、商店街での買い物など、社会の様々な人と
触れ合う生活体験が得られるようにしている。

Ａ⑥

Ａ-１-（２）-⑤　乳児保育（０歳児）に
おいて、養護と教育が一体的に展開される
よう適切な環境を整備し、保育の内容や方
法に配慮している。

ａ

一人ひとりの子どもに合わせた抱っこの仕方やスキンシップを
とっている。ホール・芝生等での這い這いや遊びなど、子ども
の発達に合わせた設定を行っている。職員は保護者に這い這い
の大切さを伝え、園と連携しながら子どもの体づくりへの働き
かけをしている。異年齢保育では、大きい子が「オムツぬれて
る？」「おなかすいたかな」などと小さい子に自然に語りかけ
る場面があり、家庭的な雰囲気の中で情緒の安定が図れてい
る。

Ａ⑦

Ａ-１-（２）-⑥　３歳未満児（１・２歳
児）の保育において、養護と教育が一体的
に展開されるよう適切な環境を整備し、保
育の内容や方法に配慮している。

ａ

3歳未満児は自我が芽生えて自己主張が強くなってくる時期であ
るため、一人ひとりの子どもの気持ちを受け止めて自立を促し
ている。日々の「生活と遊び」は、養護と教育が一体となり、
保育が展開されるよう配慮されている。保護者とは日々、連絡
帳や口頭で子どもの様子を伝え、コミュニケーションを図って
いる。トイレットトレーニング・歩行・外遊びの悩み等は、保
護者と連携して子どもの育ちを支えている。

Ａ⑧

Ａ-１-（２）-⑦　３歳以上児の保育にお
いて、養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法
に配慮している。

ａ

一人ひとりの子どもの成長に合わせて、遊びが一歩先へ展開で
きるよう援助をしている。また、子どもが主体的に遊べるよう
環境づくりを工夫している。5歳児のお泊り会では、グループで
地図を見て話し合い、地域を探検する経験を通して友だち関係
を深めている。年上の子どもの遊びに年下の子どもが憧れる、
自分より年下の子どもへの思いやりの気持ちを持つなど、子ど
もの生活・活動が豊かになるよう異年齢保育を展開している。

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

Ａ－１－（１）　保育課程の編成

評価対象　保育所　付加基準

Ａ－１　保育内容



Ａ⑨
Ａ-１-（２）-⑧　障害のある子どもが安
心して生活できる環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。

ａ

園舎はバリアフリーになっており、身障者用トイレやエレベー
ターが設置されている。障がいのある子どもは、個別計画書の
他に保護者との面談記録等を整備し、職員間で共有している。
通院している専門機関や市の巡回指導での助言は、職員会議等
で報告し、園全体で共通理解をしている。障がい児保育に必要
な知識や情報を得るため関係する研修に参加し、レポート提
出・研修報告会を行って実践に活かしている。異年齢保育の中
では、障がいも１つの個性として捉えられ、異年齢児との関わ
りの中で自信が生まれ成長へとつながっている。発達の気にな
る子どもに対しては、年2回の巡回指導を積極的に利用し、必要
に応じて医療機関や専門機関を保護者に勧めている。保護者に
は「障がい児保育」が正しく理解されるよう説明している。

Ａ⑩
Ａ-１-（２）-⑨　長時間にわたる保育の
ための環境を整備し、保育の内容や方法に
配慮している。

ａ

長時間にわたる保育のための環境への配慮として「家庭的な雰
囲気」を大切にしている。それぞれの保育室は間取りに変化を
持たせ、壁は淡い色彩で戸建てのような落ち着きがある。保育
室には畳・木製家具・遊具・絵画・観葉植物が置かれ、子ども
が自分の場所を選び落ち着ける空間を演出している。異年齢の
子ども同士のつながりが強く、園で過ごす時間の中でも家庭的
な関係が自然に築かれている。職員の引き継ぎは、子どもの様
子や生活リズムに合わせられるように、口頭や「玄関番受託
表」、ホワイトボードを利用している。

Ａ⑪
Ａ-１-（２）-⑩　小学校との連携、就学
を見通した計画に基づく、保育の内容や方
法、保護者との関わりに配慮している。

ａ

年長児の年間カリキュラムの中には小学校との連携や就学に向
けた保育内容が記載され、毎年の「幼保小連携協議会」等で小
学校との連携を行なっている。年長児は、小学校の発表会見学
に行き、12月頃からは午睡なしで就学に備えている。クラス懇
談会等では、就学に向けての不安・悩み等を話し合い、就学経
験のある保護者の体験談を話してもらうなど配慮している。

Ａ⑫
Ａ-１-（３）-①　子どもの健康管理を適
切に行っている。 ａ

「保育の手引き」や「安全管理マニュアル」に、健康管理や緊
急時の対応を記載し、職員へ周知している。既往症や予防接種
状況は、入園時・入園中・年度末に確認・再確認を徹底してい
る。確認結果は「予防接種歴・罹患歴調査票」で管理してい
る。子どもの健康状態は、朝の受入れ時に玄関番の職員が視診
をすると共に、保護者からの健康状態情報を「玄関番受託
表」・ホワイトボードに記入して、担任の職員が把握してい
る。子どもの体調悪化や怪我は、即日に保護者に伝えると共に
連絡日誌に記入し、他の保育士との情報共有と事後の確認をし
ている。

Ａ⑬
Ａ-１-（３）-②　健康診断・歯科健診の
結果を保育に反映している。 ａ

健康診断の結果は保護者に伝えている。また、健診後直ぐに、
園医・園長・副園長・主任・副主任で情報交換を行っており、
その内容のうち全般に関することは玄関掲示で保護者全体に知
らせ、個人的な内容についても必要な対応が取られている。栄
養士が1年に一度、身体測定の結果をもとに肥満調査を行い、保
育士と保護者へ結果を伝え、改善の助言が行われている。歯科
健診で虫歯が発見された場合は「健康記録表」に記録し、保育
士がその後の治療確認をしている。歯学生による創作劇などで
歯磨き指導を受けているほか、日常的に歯の健康について子ど
もたちに話している。

Ａ⑭
Ａ-１-（３）-③　アレルギー疾患、慢性
疾患等のある子どもについて、医師からの
指示を受け適切な対応を行っている。

ａ

子どものアレルギー疾患は、会議等で全職員に周知されてい
る。食事提供は、医師の指示に従って除去の内容、献立、期間
等が決められ、除去食の提供にあたっては、保育士・栄養士・
保護者で面談を行ったうえで、文書記録もとっている。除去食
は他の子どもたちの食事と同じような見た目になるように、配
慮して作られている。エピペンが処方された場合は、保護者か
ら毎朝エピペンを保育士に手渡ししてもらい、日中は指定場所
に保管され、散歩などで園外に出る際は保育士が持参してい
る。アレルギーのある子ども別に「アクションプラン」を作成
しているほか、年1回のエビペン講習、事務室・各保育室へ「緊
急時（アナフィラキシー発症時等）対応マニュアル」の設置な
どで緊急時の対応に備えている。

Ａ－１－（３）　健康管理



Ａ⑮
Ａ-１-（４）-①　食事を楽しむことがで
きるよう工夫をしている。 ａ

保育の基本方針の一つに「自然環境や命と平和を愛する心を養
い食農育に取り組むこと」が謳われている。グラウンドに隣接
した畑で、子どもたちは野菜をお世話して育て、収穫し給食で
食べるという食育農を体験している。１０月には、発寒川で鮭
の遡上を見学した後に、すべての子どもが「ひかり鍋（石狩
鍋）」作りに参加して、命の大切さに感謝しながら食するとい
う行事が毎年行われている。給食は、子どもが自分で盛り付け
て食べる分量を調整している。月に一度のお弁当の日では、テ
ラスや遠足先で食べるなど、様々な楽しみが工夫がされてい
る。

Ａ⑯
Ａ-１-（４）-②　子どもがおいしく安心
して食べることのできる食事を提供してい
る。

ａ

無添加の食材・調味料、無農薬米や低農薬果物、国産の食材に
こだわり、子どもたちの食の安全を確保している。栄養士・調
理師は子どもと食事を共にし、食事時の様子を観察している。
子どもから話を聞くことで、食事の分量や大きさ、子どもたち
の好き嫌いを把握している。残菜調査結果を基に、異年齢保育
グループ単位で給食量の調整を行っている。旬の食材を使った
献立、園の畑で収穫した野菜のバイキングやお祝い給食などの
行事食、郷土料理等、おいしく安心できる食事を提供してい
る。

第三者評
価結果 コメント

Ａ⑰
Ａ-２-（１）-①　子どもの生活を充実さ
せるために、家庭との連携を行っている。 ａ

保育の方針や具体的な内容については、入園説明会や個人懇
談・ファミリー懇談・クラス懇談の中で保護者へ伝えている。
年度途中の大切なお知らせは、おたよりにして配布している。
保護者は「ママ・パパ先生」の保育参加を通じて子どもの成長
を職員と共有し、園の方針を理解する機会としている。「育児
相談記録」内の保護者との相談内容などは、日誌や会議等で職
員間で共有して家庭と連携している。

Ａ⑱
Ａ-２-（２）-①　保護者が安心して子育
てができるよう支援を行っている。 ａ

子どもの日々の様子等は、玄関ボード・連絡帳・おたよりや送
迎時の対話にて伝え、必要に応じて個人面談を行なっている。
保護者からの相談は、保護者の就労状況に合わせて時間を調整
し、内容によって園長・主任に助言を求める体制が整ってい
る。相談内容は「育児相談記録」をとり、会議や連絡日誌等で
職員間の情報共有を行ない、保護者の安心につなげている。

Ａ⑲
Ａ-２-（２）-②　家庭での虐待等権利侵
害の疑いのある子どもの早期発見・早期対
応及び虐待の予防に努めている。

ａ

家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期
対応及び虐待の予防のために、「安全管理マニュアル」「虐待
対応マニュアル」を全職員で対応できるように備えている。職
員は常に子どもの心身の状態、身体の状況・家庭環境を把握し
て、虐待の兆候を見逃さないようにしている。事案発生時には
「安全管理マニュアル」に従って関係機関との連携をとり対応
している。

第三者評
価結果 コメント

Ａ⑳

Ａ-３-（１）-①　保育士等が主体的に保
育実践の振り返り（自己評価）を行い、保
育実践の改善や専門性の向上に努めてい
る。

ａ

保育士間で個別に行う「自己評価チェック表」、OJT（職場内訓
練）をもとに、保育実践を振り返る機会を設けている。また、
日常的に保育士間で実践についての相談が行われている。職員
全体では、職員会議やケース会議・保育会議で、保育や子ども
の育ちの振り返り、保育実践の改善や専門性の向上を図ってい
る。これらの複数の手法を有機的に用いて、園全体の保育に対
する専門性を高める意識の向上につなげている。

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

Ａ－１－（４）　食事

Ａ－２　子育て支援

Ａ－２－（２）保護者等の支援

Ａ－３　保育の質の向上


