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新潟県福祉サービス第三者評価結果公表基準 

 
①  第三者評価機関名                                  

一般社団法人 新潟県経営支援センター 
 
②  事業者情報 
名称：社会福祉法人 浄英会 
   長生保育園 

種別：私立認可保育所 

代表者氏名： 
   理事長 三条 正憲 

定員：１９０名 
（利用人数）２２２名 

所在地：〒９４０－００８６ 
    長岡市西千手３丁目１１６番地３ 

連絡先電話番号： 
     ０２５８―３２―３６７４ 

ＦＡＸ番号： 
      ０２５８―３２―４４０２ 

ホームページアドレス http://www.ans.co.jp/u/niigata/chuetsu/nagaoka/chousei/in

dex.htm 
 
③  総評                                                                  
◆ 評価の高い点 
保育内容 
保育内容は、「一人ひとりの育ちを大切にしながらいろいろな経験を通して、人と

して生きる力の基礎や生活の知恵、生活規範が身につくよう、家庭と園と協力し、温

かく見守っていく。」という園の保育方針どおり実施されており、保護者調査からも

「子供が休むのを嫌がるくらい毎日ワクワクする体験をさせてくれる」や、「家庭で

は体験できない体験をさせて頂いている」など、子どもから園の様子を聞いて、親も

満足している様子が覗え、長生保育園の保育理念や保育方針に沿った保育内容が保護

者から信頼を得ている事は高く評価できる。 
 

給食 

給食は、栄養士を配置して栄養バランスだけでなく、好き嫌いに対する調理の工夫

をこらして提供しており、園児たちが育てた野菜を食材として取入れたり、テラスで

食事をするなど、園児が給食を楽しむ事ができる工夫も行っている。 子どもたちが

配膳や後片づけなどを行う事はもとより、自分たちが栽培した野菜を食べることをと

おして心の健全育成の面でも役立てている。 また、当日の給食のサンプルを玄関に

陳列したり、保護者へのレシピの提供や、誕生会で保護者と一緒に給食を食べる機会

を作るなど、食習慣の確立や食教育について家庭と連携を図っている具体的な取組み

は素晴らしく、保育理念が具現化されているものと評価する。 
 
 



安全対策 
特に感染症の対応は、園内にオゾン発生装置を設置して殺菌したり、オゾン水で手

洗いを行わせるなどの徹底した予防対策や、発生時の感染防止のための迅速な対応、

保護者にマスクを家族人数分配布する等の家庭に向けた指導や情報提供による蔓延

防止への取組みは保護者の期待を上回るものと高く評価できる。 
 
◆ 改善を求められる点 
理念・基本方針の周知 
基本理念や基本方針について、園が運営する子育て支援センター（ひまわり広場）

に参加したり園に訪問して見学した保護者に対しては、丁寧な対応や説明が行われ、

園の保育方針に対する共感を得るなど非常に高い評価を得ている反面、園に訪問せず

にインターネットやパンフレットで情報を知ろうとした保護者に対する情報提供は

不足している。 特にホームページでは保育園紹介サイトに住所や電話番号程度の情

報しかなく、園の理念や基本方針など利用者が保育園を選択するための情報を得るに

は不十分な状況である。 
提供する保育サービスの基本的な考え方や姿勢を示す事で利用者に安心感や信頼

を与える為にもホームページによる積極的な情報提供を行う仕組みの構築を望みた

い。 
 
人事考課 

保育サービスの質を確保する為には保育士の能力を配慮した適切な人材配置が求

められます。 
人事考課は、適切な人材配置の資料になると共に、個々の意欲を喚起し、保育士の能

力開発や育成にもつながり、組織の活性化にも役立ちます。公正な職員処遇を実現す

るためにも、客観性・公平性・透明性を確保した人事考課の実施を提案したい。 

 
④  第三者評価結果に対する事業者のコメント                        

(H22 .8 .31  ) 
人事考課について 
 当法人の基本的な考えとして、園児・保護者にとって良い保育園である為には、より良

い保育士に恵まれた人的環境は大切と考えております。人は自分が幸せでないと人の為に

良い仕事はできないという考えのもとに、私共の保育理念に「職員にとって働く喜びのあ

る保育園を目指します。」という一文があります。 
 保育士の仕事は、子どもの対応はもちろん保護者への対応、その他保育園にかかわる人

たちへの対応が主たる仕事です。クラス配置を考える時は、それぞれの能力を配慮し実施

しております。 
 保育園の子どもたちには心の強い子、人の目を気にしたり、すぐくじけてしまう弱い心

の子と様々です。弱い心の子は、自分と同じ様な心の職員の中に心の安らぎを見つける事

ができ、園生活がスムーズに過ごせたり、強い指導力で前に進めたり様々です。 
 保育園もいろいろな個性を持った職員が多数集まった職場です。子どもたちの集団と同



じ様に考えております。人の目に触れる事がなくとも真面目に日々の仕事をする職員、仕

事は遅くとも、きちんと仕事を成し遂げる職員、自分の気持ちを上手に出せないが子ども

たちの前では笑顔で過ごせる職員と様々な人の集団です。 
 保育現場は10分と同じ状態が続かない事もあり、急な対応を迫られる事も日々あります。

人の心の対応を幾何学的に表現したりマニュアルで単一的に処理する事に無理のあること

が多くあります。できる・できないという評価を負担に思い仕事をスムーズに行えない人

も多数いる集団でもあります。子どもたちの手本となる保育士の集団です。できる人はで

きない人を支え、それぞれの得意の分野を認めあっていくチームワークが大切な様な気が

します。そのチーム全体の方向づけをまちがわない様な枠組みをしていけば人事考課はな

くても良いような気がし、人事考課はしませんでした。昭和50年代に一度、評価を実施し

た事もありますが、当時は、その活用が上手にできませんでした。平成16年に専門家の指

導で園独自の人事考課表も作成しましたが使用せずにきました。 
 身分保障とは別に、自分の存在に安心して働ける職場で働ける事が働く喜びにつながる

事と思いますので、今後もしばらく人事考課を実施する予定はありませんが仕事の為に必

要な保育技術の向上の為に園内研修を行う事で園全体のレベルアップを図り、個々の意欲

を喚起し、保育士の能力向上、組織の活性化を図りたいと思います。 
◇地域の人々の中で育てられ 
 地域の人々に育てられ、地域の中に根付いていかねばならない保育園。その保育園をホ

ームページの情報等で瞬時に知識として受け止めてほしくない、子育ての場は利便性、効

率のみ求める所であってはいけない、大切な自分の子どもを預ける保育園の本当の姿は、

園に来て感じて頂きたいという事で、あえて、ＨＰ等で積極的な情報提供はせず、無料サ

イトに最低限の情報のみ載せてきました。 
 今回、評価委員の方より、今の無料サイトでの情報提供のページでは誤解されてしまう

部分もあるという、ご指摘を頂き、10月よりＨＰでの情報公開を行う準備をしております。

 今後園として外部に理解して頂きたい情報を載せる事と致しました。 
                                    理事長 
 
 
 
                          

 
⑤  評価細目の第三者評価結果（別添：公表様式２のとおり）                         
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ｃ

・園長は定期的な学年会議や職員会議をリー
ドし、保育サービスの現状を把握して評価分
析・見直しをし、必要に応じて職員への指導や
園内研修を行うなど、自らも改善のための具体
的な取組みを行っている。

・子育て支援センター（ひまわり広場）の運営を
とおして潜在利用者の推定を行い、市からの
申込み受付状態の情報などでニーズを把握し
ているが、組織の長期的な視野にたった事業
経営のための外的な動向の把握や、地域の需
要の動向調査などの取組も必要と思われる。

・現在外部監査は実施していないが、実施に
向けて検討している。

ａ

ｂ

Ⅰ－３－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅰ－３－（２）－①　質の向上に意欲を持ちその取組に指導力
を発揮している。

Ⅰ－３－（２）－②　経営や業務の効率化と改善に向けた取組
に指導力を発揮している。

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

園長は、組織図を掲示して園を管理運営する
責任者としての立場を明示すると共に、職員の
提案や保護者からの要望など保育内容や運
営状況を把握･分析し、保育サービスの質の向
上に向けた評価･見直しを行っており、その指
導力は職員からも信頼を得ている事が職員の
自己評価からも覗える。

ａ

法人の基本理念が明確に示されている。　園
の基本理念も法人の基本理念と整合性があ
り、より具体的に明文化して事業計画や入園
のしおり,園だよりに明記していると共に玄関に
も掲示している。

法人の基本方針に沿って園の基本方針が年
度ごとに策定され、事業計画に明記して年度
始めの職員会議や職員研修で職員に周知して
いると共に、保護者には入園のしおりや園だよ
りを通じて周知しているが、地域に向けた周知
の取組みについては充分とは言えない。

ａ

ａ

法人の長期目標･中期目標に沿って、園の中
期の事業計画が策定され、具体的な取組みと
その実施年が明確に示されている。

ｂ

ａ

園の中期計画で示された今年度の取組みにつ
いて、職員も参画して･研究課題・研修目標・給
食保健指導計画･母親講座計画などを作成し、
職員や保護者に周知している。

Ⅰ－２－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされてい
る。

Ⅰ－２－（１）－②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定
されている。

ａ

Ⅰ－２－（１）－①　中・長期計画が策定されている。

Ⅰ－３－（１）－①　管理者自らの役割と責任を職員に対して
表明している。

Ⅱ－１－（１）－①　事業経営をとりまく環境が的確に把握さ
れている。

ｂ

Ⅰ－１－（２）－②　理念や基本方針が利用者等に周知されて
いる。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ－１－（１）－①　理念が明文化されている。

Ⅰ－１－（２）　理念、基本方針が周知されている。

Ⅰ－１－（１）－②　理念に基づく基本方針が明文化されてい
る。

Ⅰ－１－（２）－①　理念や基本方針が職員に周知されてい
る。

Ⅰ－２　計画の策定

Ⅰ－２－（２）－①　計画の策定が組織的に行われている。

Ⅰ－２－（２）－②　計画が職員や利用者に周知されている。

Ⅰ－３－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１　経営状況の把握

Ⅱ－１－（１）－②　経営状況を分析して改善すべき課題を発
見する取組を行っている。

ａ

Ⅱ－１－（１）－③　外部監査が実施されている。

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－３－（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。

Ⅰ－２－（２）　計画が適切に策定されている。

Ⅱ－１－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

評 価 細 目 の 第 三 者 評 価 結 果

【　保育所版 】
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ａ

Ⅱ－３－（１）－④　災害時においても、利用者の安全・安心
を確保するために、迅速な対応ができる仕組みがある。

ａ

ａ

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域とのかかわりを大切にして
いる。

Ⅱ－４－（１）－②　事業所（施設）が有する機能を地域に還
元している。

ａ

ａ

ａ

･賃金表を開示し、自己申告制度による人事管
理を実施しているが、過去に能力評価や人事
考課制度を導入していたものの現在は行って
おらず、定期的な人事考課の実施が望まれ
る。

Ⅱ－２－（４）　実習生の受入れが適切に行われている。

Ⅱ－２－（４）－①　実習生の受入れに対する基本的な姿勢を
明確にし体制を整備している。

ａ

Ⅱ－３－（１）　利用者の安全・安心を確保するための取組が行
われている。

Ⅱ－２－（４）－②　実習生の育成について積極的な取組を
行っている。

ａ

・園のクラス別要員数や、保育方針を実現する
為に必要な要員数で職員構成計画を作成し、
採用計画に反映している。

ａ

ｃ

Ⅱ－２－（３）－①　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明
示されている。

ａ

ａ

ａ

Ⅱ－２－（３）－②　個別の職員に対して組織としての教育・
研修計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われてい
る。

ａ

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

ｂ

Ⅱ－３－（１）－②　利用者の安全・安心を確保するためにリ
スクを把握し対策を実行している。

Ⅱ－４　地域との交流と連携

Ⅱ－３－（１）－①　緊急時（事故、感染症の発生時など）の
対応など利用者の安全・安心を確保するための体制が整備され
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）－③　ボランティア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－３－（１）－③　緊急時（事故、感染症の発生時など）
に、迅速な対応ができる仕組みがある。

Ⅱ－３　利用者の安全・安心の確保

Ⅱ－２　人材の確保・養成

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握し必要があ
れば改善する仕組みが構築されている。

Ⅱ－２－（１）　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（１）－①　必要な人材に関する具体的なプランが確
立している。

Ⅱ－２－（１）－②　人事考課が客観的な基準に基づいて行わ
れている。

Ⅱ－２－（２）－②　福利厚生事業に積極的に取り組んでい
る。

ａ

Ⅱ－２－（３）－③　定期的に個別の教育・研修計画の評価・
見直しを行っている。

・実習生には保育実習のみならず園の基本理
念をとおして実習生自身の人間形成にも配慮
した育成をしており、保育士養成校とも覚書を
交わして受入れる等、積極的に取組んでいる。

・保育プログラムとして練習している和太
鼓を地域の祭りの前ぶれ太鼓として参加さ
せたり、野外保育で地域のお年寄りと交流
したりする取り組みが活発である。　ま
た、地震や災害時に施設を開放しているこ
とは中越地震でも実証済である。　子育て
ノウハウは子育て支援センター（ひまわり
広場）や育児相談で地域社会に貢献してお
り、これ等の活動は保護者アンケートでも
高く評価されている。

・毎年年度末に各職員から就業状況や意向を
把握し、希望を反映する形で翌年度の人員体
制計画を作成し、随時園長が直接職員の状態
を把握して対応している。

・職員旅行や衣類の支給など、職員処遇の充実を図っ
ている。過去には福祉厚生センターの活用も行ってい
たが現在は利用していない。

・実習生の受入れは、受入れマニュアルを整備
し、担当窓口を設置して受入れ体制を整えて
いる。

・毎年の事業計画で職員に求める技術や質に
関する基本姿勢を明記し、基本姿勢を踏まえ
た研修目標と研修計画を示している。　　職員
一人ひとりについて知識や技術水準を把握し、
その結果に基づいて研修に参加させている。
研修結果についても報告会や学年会議で発表
する機会を設けて、成果を評価分析して次の
研修計画に反映するなど、職員全体の質の向
上に継続的に取組んでいる。

･安全確保のために職員参加の検討会が設置
されており、市の通達や報道などの情報か
ら事例を収集して未然防止策を検討してい
る。　感染症や緊急事態が発生した場合の
市や保護者，園医への連絡体制が確立され
ている。　マニュアルも整備され、定期的
に職員研修を実施しており、「健康だよ
り」などで家庭へ情報提供や注意を呼びか
けるなど、安全の確保に積極的に取組んで
いる。　ただ、ごく一部ではあるが保護者
から感染症の取り組みについて神経質すぎ
るのではないか、との意見も見られる事か
ら、園の取組方針や方法などについて保護
者にも理解を深めてもらう工夫が望まれ
る。
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ａ
Ⅲ－２－（２）－①　個々の福祉サービスについて標準的な実
施方法が文書化され福祉サービスが提供されている。

ａ

Ⅲ－２－（１）－②　評価の結果に基づき組織として取り組む
べき課題を明確にしている。

Ⅲ－２－（２）－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。

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズを把握している。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が
行われている。

Ⅲ－１－（２）－①　利用者満足の向上を意図した仕組みを整
備している。

ａ

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

ａ

ａ

・保育サービスの質の向上や業務改善に向
けて、月１回の学年会議の中で自己評価会
議である「振り返り」を開催して、全体,学
年,個別の課題について保育状況や経過を把
握し、改善策や改善計画の実施状況の評価
を行うと共に、以降の改善策を合議で決定
している。　また、第三者評価機関による
評価を実施し、客観的な視点からの改善課
題の発見と改善策の計画を立て実施する体
制を組織として整えた。

Ⅲ－２－（２）　個々の福祉サービスの標準的な実施方法が確立
している。

Ⅲ－２－（１）－①　福祉サービス内容について定期的に評価
を行う体制を整備している。

・職員が共通の保育サービスを行うための
マニュアルを整備しており、職員全員が制
度改革等運営関係に積極的に参加し、課題
の共有化と改善の検討を行など、保育サー
ビスの計画、実施、評価、改善を行う仕組
みと、マニュアルの整備見直しを行い周知
活用する方法が確立している。

Ⅲ－２－（１）　質の向上に向けた組織的な取組が組織的に行わ
れている。

Ⅲ－２－（１）－③　課題に対する改善策・改善計画を立て実
施している。

ａ

･保護者の意向を把握する仕組みとして、通常
の連絡帳のほかに保育園に対する要望、相
談､困った事を園に相談できる「おたよりのわ」
を用意している。　保護者には要望や相談事を
園が受け取ったあとの対応流れを示した説明
資料を配付し活用を促すと共に、園以外の相
談窓口として第三者委員や新潟県社会福祉協
議会の連絡先も示して、園に直接話し難い内
容でも相談できる事も説明しているなどの対応
を行っている。

Ⅲ－１－（３）　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－（３）－①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を
整備している。

Ⅲ－１－（３）－③　利用者からの意見等に対して迅速に対応
している。

Ⅲ－１－（３）－②　苦情解決の仕組みが確立され十分に周
知・機能している。

ａ

ａ

・「一人ひとりの育ちを大切にする」とい
う保育方針に基づいた個人別の保育計画が
立てられ、毎月見直しが行われている。ま
た、性差への固定的観念が生まれないよう
留意した保育がなされている。　プライバ
シー保護に関してもマニュアルの整備と職
員への教育を実施している。

ａ

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ－４－（２）－②　関係機関等との連携が適切に行われてい
る。

ａ

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

ａ

ａ

ａ

Ⅲ－１－（１）－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る。

Ⅲ－１－（２）　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（２）－②　利用者満足の向上に向けた取組を行って
いる。

ａ

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（２）－①　必要な社会資源を明確にしている。

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　利用者を尊重した福祉サービス提供につ
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

･発達相談･育児相談・一時保育・子育て支援
センター（ひまわり広場）などを通して具体的な
ニーズを把握し、サービスを提供しており、利
用者から高い評価を得ている。

･保育に関する関係機関や団体のリストが整
備され、職員がいつでも活用できるように
配置されていると共に、定期的に関係団体
との連絡会議に参加するなど積極的に連携
を図っている。

･保育参観や個別面談によって保護者の意向
を把握し事業に反映させていると共に、保護者
の意向や直接話しにくい内容の受け皿として
「おたよりのわ」を準備して、保護者の子育て
ニーズや意見や感想を寄せてもらう仕組みを
整えるなど、利用者満足の向上に向けた取組
を積極的に行っている。
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ａ
・毎年度、地域の行事や保護者からの要望を
考慮した年間行事予定を作成し、年度始めに
事業計画と共に保護者に配付して、保育計画
の実施目的や日程を保護者に通知している。

ａ

・学年毎に「振り返り」の会議を開催し、
子ども一人ひとりの課題について経過の把
握や状態を評価して、保護者の意向なども
配慮した指導計画の見直しを合議で決定
し、関係職員に周知している。

Ⅲ－４－（２）　利用者に対する福祉サービス実施計画が策定さ
れている。

Ⅲ－４－（２）－①　福祉サービス実施計画を適切に策定して
いる。

ａ

Ⅲ－４－（２）－②　定期的に福祉サービス実施計画の評価・
見直しを行っている。

ａ

ａ

・園児の身体状況や、生活状況等が定められ
た書式によって把握し記録されており、個々の
課題の記述も行われている。　又、生まれ月に
よる成長の差への対応にも配慮した保育にも
活用されている。

Ⅲ－３－（２）－①　事業所（施設）の変更や家庭への移行な
どにあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応を行ってい
る。

ａ

Ⅲ－４　福祉サービス実施計画の策定

Ⅲ－４－（１）　利用者のアセスメントが行われている。

・保育所の変更に対応するために「引継申
し送り書」が準備されおり、担当窓口も設
置されている。また、転園先を探す支援や
園の紹介も行っている。

Ⅲ－３－（１）　福祉サービス提供の開始が適切に行われている。

ａ

Ⅲ－３－（２）　福祉サービスの継続性に配慮した対応が行われ
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－４－（１）－①　定められた手順に従ってアセスメントを
行っている。

Ⅲ－４－（１）－②　利用者の課題を個別の福祉サービス場面
ごとに明示している。

評価対象Ⅳ

Ａ－１　子どもの発達援助

Ａ－１－（１）　発達援助の基本

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体制が確立し
ている。

Ⅲ－３－（１）－①　利用希望者に対して福祉サービス選択に
必要な情報を提供している。

Ⅲ－３　福祉サービスの開始・継続

Ⅲ－３－（１）－②　福祉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る。

Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関する福祉サービス実施状況の
記録が適切に行われている。

Ⅲ－２－（３）－③　利用者の状況等に関する情報を職員間で
共有化している。

ｂ

ａ

ａ

ａ

ａ

Ａ－１－（１）－②　指導計画の評価を定期的に行い、その結
果に基づき、指導計画を改定している。

Ａ－１－（１）－①　保育計画が、保育の基本方針に基づき、
さらに地域の実態や保護者の意向等を考慮して作成されてい
る。

・保育園児一人ひとりの基本情報をもと
に、保育目標と保育経過記録が作成されて
おり、職員が共有できる状態になっている
と共に、朝・昼のミーティングによって職
員間で情報の共有が図られている。

・インターネットのホームページは、保育園紹介
サイトに参加して住所や電話番号等の情報を
載せているが、園独自のホームページは無く、
園の基本理念や保育サービスに関する基本方
針などの情報提供は行われていない。見学や
体験入園以外の利用希望者にも適切な情報
提供を行う仕組みが求められる。
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・屋外遊具の素材や配置などで環境を整
え、採光や風通しを配慮した間取りや床暖
房の採用、樹木や植物によるグリーンカー
テンなどの工夫で、施設や園庭に子どもが
心地よくすごすことの出来るような配慮が
尽くされている。

・健康診断､歯科検診の結果は個別に記録し
て職員間で共有した上で「検診結果票」や「保
健だより」で保護者に伝達し、以降の保育に反
映させている。

ａ

・一人ひとりの子どもの置かれている状態
や家庭環境、子どもの身体的な成長や内面
の発達の状況を個別に記録し、職員が情報
を共有して対応している。

・遊びのセットや庭園の遊具、砂場や広
場、よじのぼれる小高い山、ログハウス、
などの環境設備や、植物や野菜の生育を体
験できる菜園などを整えて、自然との関わ
りができる環境を整えている。

・和太鼓や楽器の演奏を通して自己表現を
行うと共に、人の話をきく、集中する、返
事をする、すばやい行動をとる、など集団
活動や人間関係を育てる配慮がなされてお
り、社会体験を得るという保育がなされて
いる。
・家庭のプライバシーやそれぞれの立場に
配慮していると共に、親の国籍や文化の違
いなどを尊重する心を育てるよう、給食で
世界の料理をイメージした献立などで工夫
している。また、男女関係無くお手伝いや
クッキングをしている。

・乳幼児保育や長時間保育では建物設備、
遊具、指導カリキュラムなどでくつろぎを
つくりだすための配慮がなされている。
障害児保育では傷害のない子どもの障害児
への関わりに対する配慮や、障害児の特性
に合わせた園での生活の仕方の工夫や配慮
がなされており、職員間で適切な引継ぎが
行われている。

ａ

・食事に関しては、栄養士を配置して栄養バラ
ンスだけでなく好き嫌いに対する調理の工夫を
こらして提供している。　また、テラスで食事を
するなど園児が給食を楽しむ事ができる工夫
も行っている。　　アレルギー対策も除去食に
は配膳トレイに除去食内容や子供の氏名を明
示するなどの対応を行っている。

・感染症に対する対応はマニュアルがあり、発
生状況の伝達やその対応を保護者に通知して
いると共に、オゾン発生装置やオゾン水手洗い
などの予防対策も行っている。

ａ

Ａ－１－（４）－④　身近な自然や社会とかかわるような取組
がなされている。

Ａ－１－（４）－⑤　さまざまな表現活動が自由に体験できる
ように配慮されている。

Ａ－１－（４）－③　子どもが自発的に活動できる環境が整備
されている。

Ａ－１－（２）　健康管理・食事

ａ

ａ

ａ
Ａ－１－（３）－②　生活の場に相応しい環境とする取組を
行っている。

Ａ－１－（２）－③　歯科健診の結果について、保護者や職員
に伝達し、それを保育に反映させている。

Ａ－１－（２）－⑥　子どもの喫食状況を把握するなどして、
献立の作成・調理の工夫に活かしている。

Ａ－１－（２）－⑦　子どもの食生活を充実させるために、家
庭と連携している。

Ａ－１－（２）－⑤　食事を楽しむことができる工夫をしてい
る。

Ａ－１－（２）－①　登所時や保育中の子どもの健康管理は、
マニュアルなどがあり子ども一人ひとりの健康状態に応じて実
施している。

Ａ－１－（２）－②　健康診断の結果について、保護者や職員
に伝達し、それを保育に反映させている。

Ａ－１－（３）－①　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

ａ

Ａ－１－（３）　保育環境

Ａ－１－（２）－④　感染症発生時に対応できるマニュアルが
あり、発生状況を保護者、全職員に通知している。

ａ

Ａ－１－（２）－⑧　アレルギー疾患をもつ子どもに対し、専
門医からの指示を得て、適切な対応を行っている。

ａ

ａ

Ａ－１－（４）－⑦　子どもの人権に十分配慮するとともに、
文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮してい
る。

ａ

ａ

Ａ－１－（４）－⑥　遊びや生活を通して人間関係が育つよう
配慮している。

ａ

ａ

Ａ－１－（４）－⑪　障害児保育のための環境が整備され、保
育の内容や方法に配慮がみられる。

ａ

Ａ－１－（４）－⑩　長時間にわたる保育のための環境が整備
され、保育の内容や方法に配慮がみられる。

ａ

ａ

ａ

Ａ－１－（４）－②　基本的な生活習慣や生理現象に関して
は、一人ひとりの子どもの状況に応じて対応している。

Ａ－１－（４）　保育内容

Ａ－１－（４）－①　子ども一人ひとりへの理解を深め、受容
しようと努めている。

Ａ－１－（４）－⑨　乳児保育のための環境が整備され、保育
の内容や方法に配慮がみられる。

ａ

ａ

Ａ－１－（４）－⑧　性差への先入観による固定的な観念や役
割分業意識を植え付けないよう配慮している。

・登園時や保育中の子供の健康管理のマ
ニュアルがあり、マニュアルに従って検温
や視診を行っている。
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・一時保育は、子どもの様子を見ながら相
応しいクラスに入れ、通常保育の子どもと
交流の機会をつくるなど、その日の状況に
応じた配慮を行い、保護者とのコミュニ
ケーションも十分とっている。

・おたより帳の活用や登降園時の保護者と
の会話による情報交換を日常的に行ってい
る。また、参観日や誕生会をはじめウィル
カムディー、お楽しみ会など保護者の参加
する機会を設け、子供の発達や育児につい
て共通理解を図っている。

ａ

ａ

Ａ－３－（１）－④　事故や災害の発生時に対応できるマニュ
アルがあり、全職員に周知されている。

ａ

Ａ－２－（２）　一時保育

Ａ－３－（１）－③　事故防止のためのチェックリスト等があ
り、事故防止に向けた具体的な取組を行っている。

ａ

Ａ－３－（１）－①　調理場、水周りなどの衛生管理は、マ
ニュアルに基づいて適切に実施されている。

ａ

Ａ－３－（１）　安全・事故防止

Ａ－３　安全・事故防止

Ａ－３－（１）－⑤　不審者の侵入時などに対応できるマニュ
アルがあり、全職員に周知されている。

Ａ－３－（１）－②　食中毒の発生時に対応できるマニュアル
があり、さらにその対応方法については、全職員にも周知され
ている。

Ａ－２－（１）－④　虐待を受けていると疑われる子どもの早
期発見に努め、得られた情報が速やかに所長まで届く体制に
なっている。

ａ

Ａ－２－（２）－①　一時保育は、一人ひとりの子どもの心身
の状態を考慮し、通常保育との関連を配慮しながら行ってい
る。

ａ

Ａ－２－（１）－③　子どもの発達や育児などについて、懇談
会などの話し合いの場に加えて、保護者と共通理解を得るため
の機会を設けている。

ａ

Ａ－２－（１）－①　一人ひとりの保護者と日常的な情報交換
に加え、個別面談などを行っている。

ａ

Ａ－２－（１）－⑤　虐待を受けていると疑われる子どもの保
護者への対応について、児童相談所などの関係機関に照会、通
告を行う体制が整っている。

ａ

Ａ－２－（１）－②　家庭の状況や保護者との情報交換の内容
が必要に応じて記録されている。

ａ

Ａ－２　子育て支援

Ａ－２－（１）　入所児童の保護者の育児支援

・事故防止チェックリスト、災害時マニュアル、
不審者対応マニュアルがそれぞれ有り、研修
や避難訓練等をとおして職員に周知している。

・虐待についてはマニュアルがあり、職員会議
で注意点を確認すると共に必ず報告書を作成
し、園長に情報が届く体制が整えられている。
また、日頃から嘱託医、児童相談所、福祉事
務所、児童委員、保健所や保健センターなど
の関係機関と密に連携を図っている。

・調理場、水周りの衛生管理はマニュアル
があり、マニュアルに基づき毎週衛生管理
を実施しているし、食中毒に関してもマ
ニュアルに従って予防や発生時の対応につ
いて職員に研修を行って周知徹底を図って
いる。
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