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❍実施概要
事 業 所 名：

宿河原すみれの花保育園

報告作成日：

2021 年 1 月 12 日

評 価 機 関：

一般社団法人

（評価に要した期間 5 ヶ月間）

日本保育者未来通信

【評価方法】
1．事業者自己評価

【実施期間：2020 年 9 月下旬～10 月初旬】

・評価機関の担当者より、法人代表及び施設長へ第三者評価の主旨及び実施方法を説明。その後、職員説明
会にて職員へ第三者評価の概要及び実施内容について説明。保育所版自己評価シート【共通評価基準】及び
【内容評価基準】については、法人代表、施設長及び職員で協議し作成した。

2．利用者家族アンケート

【実施期間：2020 年 9 月 18 日～10 月 2 日】

・配布：全園児の保護者（17 家族）に対して、園から配布。
・回収：保護者が評価機関所定の回収 BOX に投函し回収。

3．訪問実地調査

【実施日：2020 年 12 月 7 日】

①午前：・事業者面接調査【共通評価基準】
（法人代表）
・各クラスの保育観察（全クラス）
・書類調査
②午後：・事業者面接調査【内容評価基準】
（施設長）
・書類調査
・各クラスの保育観察（全クラス）

4．利用者本人調査【実施日：2020 年 12 月 7 日】
・全日、各クラスの保育観察を中心に、遊び、食事、排泄、午睡などを観察。
・観察と遊びの時間の際に、保育者との会話の中で適宜聞き取り調査を実施。
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❍評価結果についての講評
（高く評価できる点、独自性のある点、今後期待される点、工夫改善点などについて総括）

【施設の概要】
株式会社ケイエイチエムが運営する宿河原すみれの花保育園は、JR 南武線 宿河原駅から徒歩 1 分の、鉄
骨造 2 階建ての 1 階部分で住宅街に溶け込んだ場所に位置します。また、園から歩いて 1 分ほどの場所に商
店街があります。園の定員は、18 名（0～2 歳児）
、開園時間は、月曜日から土曜日の 7 時 00 分～20 時 00
分の小規模保育事業 A 型の施設です。
玄関の小上がりには、子どもたちが靴を履くなどの準備がしやすいよう、一人ひとりの座る為の目印が貼
ってあり、また散歩から帰ってきた際に楽しみながら水道に向かえるよう、玄関から水道までの間に丸や三
角、四角の模様が床に貼られているなど子どもたちが生活しやすいよう工夫がみられます。玄関には、地域
の相談窓口の掲示や、地域情報が掲載された冊子が見やすく並べられているなど、保護者向けのさまざまな
情報も提供しています。
保育室内はワンフロアーになっており、サークルや可動式の棚などを使用し、0 歳児～2 歳児の子どもたち
が発達に合わせてゆったりと生活できるよう配慮されています。各保育室の壁にはそれぞれに窓があり、ク
ラスを分ける仕切りの棚も子どもたちの身長より少し高いくらいのものであるため、外からの光が部屋全体
に入る環境となっています。
園の庭では、プール遊びを楽しむとともに、子どもたちと朝顔やスミレなどの季節の花や、キュウリやナ
スなどの野菜を育てています。活動内容については、電子媒体を使用したお知らせにて写真と共にコメント
を記載し、保護者との共有を図っています。また、園を出て１分ほどの場所に、子どもたちが十分に身体を
動かせるスペースがあり、2 歳児を対象として専門講師を招いて実施される体操教室などを行っています。
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1．高く評価できる点
○食育や栽培などを通して、食に関する豊かな経験ができるよう配慮しています
食育年間計画を立て、食育を「はぐくみごはん（育食）
」として位置付け、積極的に取り組んでいます。計
画には年間目標・めあてとして「楽しい雰囲気の中で、食べることを喜び、健やかに生活するための基礎を
育む」が掲げられ、年齢別に具体的な保育内容が立てられ、実施されています。また、月ごとの行事に応じ
て、そら豆のさや取りや夏野菜スタンプ、とうもろこしの皮むき、夏野菜クッキングなどさまざまな食育活
動が行われています。園の庭では、朝顔やスミレなどの花を育てるとともに、キュウリやピーマンなどの野
菜を育て収穫し、給食で提供するなどの取り組みを行っています。活動内容については、随時、電子媒体を
使用したお知らせにて写真と共に保護者へ伝えることで、子どもたちの様子や植物の生長過程の共有につな
げています。

○職員の自己評価を通して、園全体の保育実践につなげる取り組みが行われています
区の書式を使用した自己評価シートを用いて、年に 2 回、全職員が項目ごとの自己評価を実施しています。
項目は子どもの人権に関すること、保育の中での言葉がけ、また保護者との関わりなどが挙げられます。各
職員が取り組んだ自己評価シートは、統計的に処理され園全体としての取り組みにつなげています。一例と
して、言葉がけの分野において、援助する前に必ず子どもに声を掛けてから行うことや、子どもに確認して
から行うなど、今まで取り組んできた取り組みをさらに見直し、保育の質の向上につなげる取り組みが実施
されています。

〇親子で楽しめるプログラムを定期的に実施し、保護者との交流に積極的に取り組んでいます
園が休みの際に在園児を対象として親子で楽しめるプログラムを実施しています。プログラムは季節に応
じて数回実施されており、絵本の読み聞かせやクリスマスリース作りなど親子で交流を図りながら楽しめる
よう配慮しています。また、園開放も行い、その際に保育室内に遊べるコーナーを設定し親子で自由にゆっ
たりと過ごせる時間の提供も行っています。プログラムや園開放の際は、園長と保護者がゆっくりと話せる
場にもなっており、子どもの家庭での様子や園での様子を共有できる機会にもなっています。また、日ごろ、
話す機会が少ない父親と話せる場にもなっています。
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2．独自に取り組んでいる点
〇専門講師による取り組みを通して、子どもたちがさまざまな経験ができるよう配慮しています
週に 1 回、1 歳児、2 歳児を対象としてネイティブ講師を招いての英語教室を実施しています。また、週に
1 回 2 歳児を対象として専門講師を招いての体操教室を行っています。体操教室は園から 1 分ほどの広いス
ペースで行うことで、一人ひとりの子どもたちが十分に身体を動かせるよう環境を整えています。さらに、
月 2 回実施される、外部講師による読み聞かせ会では、絵本の読み聞かせやわらべうたを楽しむなどの取り
組みが行われています。これらの取り組みを通して、園生活の中でさまざまな経験ができるよう配慮してい
ます。

3．工夫・改善が望まれる点
〇中・長期計画及び単年度計画を策定し、具体的な課題への取り組みが期待されます
園の保育理念、保育方針、保育目標は、明文化され入職時や年に 2～３回程度実施される職員面談、また
日頃のミーティングを通して職員に周知しています。また、単年度ごとの目標や、構想があり、必要に応じ
て法人代表から職員に伝達されています。さらに、課題については、法人代表と園長とで、保育経験年数が
ある中堅職員の採用など、具体的な内容が共有され、園長はミーティングなどを通して職員との共有を図っ
ています。今後は、職員と共有している、年度ごとの目標や構想、課題を文書化し、園の保育理念をもとに
具体的に取り組むための、中・長期計画及び単年度計画の策定が望まれます。
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❍利用者本人調査
【実施概要】
【実施日：2020 年 12 月 7 日】
・全日、各クラスの保育観察を中心に、遊び、食事、排泄、午睡などを観察。
・観察と遊びの時間などに、保育者との会話の中で適宜聞き取り調査を実施。

□0 歳児クラス
保育室内の一角をサークルで仕切り、0 歳の子どもたちが過ごすスペースがあります。周りには大き
な窓もあり、外からの光が十分に入ってきます。サークルには、指でくるくると回す玩具や、ガラガラ
と音を出すことができる玩具が付いており、子どもたちの探索活動にもつながっています。サークル内
には子どもたちが興味に応じて自分で選んで遊ぶことができるよう玩具が準備されています。保育者は
一人ひとりの子どもたちの興味に応じて一緒に遊ぶとともに、必要に応じて遊びの様子を見守っていま
した。また、子どもたちは保育者にしがみついたり、寄りかかったりするなどスキンシップを十分に取
りながら、穏やかな表情でゆったりとした時間を過ごしていました。
午後のおやつの時間です。保育者は、子どもたちがおやつを食べやすいよう、子どもたちの背中の後
ろに畳んだ毛布を挟み、姿勢を調整していました。その後、子どもたちにエプロンを着けおやつの時間
が始まります。おやつはポンデケージョと牛乳です。子どもたちはポンデケージョを手で掴んで口いっ
ぱいに頬張り、美味しそうにモグモグと食べています。両手持ちのコップで牛乳を飲んでいる際に、う
っかりと牛乳を床にこぼしてしまう子がいました。保育者はその様子を優しく見守りながらも、手袋を
つけ床をきれいに掃除します。おやつを食べ終えた子どもたちは、タオルで保育者に口を綺麗に拭きと
ってもらい満足した表情を浮かべていました。その後、サークルの中でゆったりと、マラカスを振って
音を楽しんだり、柔らかい素材のボールを転がしたりするなど、思い思いの遊びを楽しむ姿が見られま
した。

□1 歳児クラス
1 歳児と 2 歳児で公園へ散歩に行きました。子どもたちが外に集まると、出発前に保育者から散歩の
際の約束を伝え、公園へ向かって出発しました。園を出てすぐに商店街があり、薬屋ではもうしめ縄な
ど正月用品が売られていました。それを見て保育士が「もうお正月ね」と子どもたちに話しかけます。
公園までの道は住宅街ということもあり、ゆったりと会話をしながら歩いていました。
やがて公園に着きました。公園内では、元気に走り回る子どもや滑り台で遊ぶ子どもなど一人ひとり
が身体を十分に使って遊ぶ姿が見られました。滑り台で遊ぶ際は、保育者がそばに付き、子どもたちが
階段を上ったり、滑り終える様子をしっかりと見届けるなど安全面にも十分に配慮していました。しば
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らく遊んでいると、他の保育園の子どもたちも遊びに来ました。すみれの花保育園の子どもたちより少
しお兄さんお姉さんのようです。その後、公園から少し離れた小川へ散歩に行き園に戻りました。
園に着くと、子どもたちは手を洗い紐通しや人形を使ったごっこ遊びを楽しんでいました。1 センチ
メートルほどのビーズの穴に紐を上手に通している子どももいましたが、なかなか上手く通すことが出
来なくて困っている子どももいました。その様子を見た保育者は子どもと同じ目線の高さに座り、子ど
もの手を取り一緒に通していました。また、人形を使ったごっこ遊びでは、人形にミルクを飲ませたり
オムツを交換するなどを楽しむ姿が見られました。保育者は、子どもの遊びの様子を見守りながら、
「裸
のお人形が寒いって言ってるよー」などのやり取りを子どもたちと楽しんでいました。

□2 歳児クラス
1 歳児さんと一緒に散歩です。２歳児の子どもたちから玄関へ行き、仲良く座って自分で靴を履いて
います。玄関の小上がりには子どもたちが座る為の目印が貼ってあり、子どもたちはその印の上に座っ
て、押し合わないよう自分のペースで準備していきます。1 歳児の子どもたちも集まったところで、出
発前に保育者から散歩の際の約束を伝えます。保育者が「繋いだ手は？」と聞くと「手を放しません」
と子どもたちが答えます。次に「横断歩道は？」の問いに「止まります、手を上げて」と答えています。
公園では、ブランコや鬼ごっこを楽しんでいました。ブランコでの椅子は２つでしたが、子どもたち
は順番を守り楽しんでいました。ブランコの椅子に座り保育者が少し背中を押すと、その後は子どもた
ち自身で漕いで遊んでいます。公園で遊んだ後は、電車を見に行くことになりました。桜並木のある川
沿いの道を歩きながら、子どもたちは川を泳ぐ鴨の泳ぎの速さに感心したり、珍しい葉っぱや大きい蜘
蛛の巣などを見つけては保育者に伝えるなど散歩中の探索を楽しんでいました。電車が来る場所に到着
です。保育者が「もう少しで電車が来るよ」と子どもたちに伝えた途端、ガタンガタンと大きな音がし
て目の前を電車が通過しました。子どもたちはその迫力にびっくりして「怖―い」と保育者にしがみつ
いていましたが、散歩の帰り道では「電車見れたねー」と嬉しそうに話しながら帰っていました。
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共通評価基準（45 項目）Ⅰ
1

福祉サービスの基本方針と組織

理念・基本方針
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 理念、基本方針が確立・周知

・園の保育理念、保育方針、保育目標は、明文化され、

されている

園のパンフレットや全体的な計画に記載があります。

1

また、玄関口に掲示され周知が図られています。

理念、基本方針が明文化され周知

が図られている。

【保育理念】は、◎こどもの心や育ちに丁寧に寄り添

□理念、基本方針が法人、保育所内の文書や広

い、こどもの『気づき』を大切にする保育◎個々の家

報媒体（パンフレット、ホームページ等）に記

庭に寄り添い、子育て（はぐくみ）の喜びを保護者と

載されている。

共有する【保育方針】は、家庭的な雰囲気の中で『子

□理念は、法人、保育所が実施する保育の内容

（個）育て』をし、個が尊重され自己肯定感に溢れた

や特性を踏まえた法人、保育所の使命や目指す
方向、考え方を読み取ることができる。

B

A

こどもを育成する【保育目標】は、◎心身ともに豊か
なこども◎伸びやかに表現できるこども◎自分や他

□基本方針は、法人の理念との整合性が確保さ

者を大切にできるこども◎食べることを喜べるこど

れているとともに、職員の行動規範となるよう

も、です。

具体的な内容となっている。

・職員への周知については、入職時、及び年度始めに

□理念や基本方針は、会議や研修会での説明、

法人の代表や園長から理念についての説明を行って

会議での協議等をもって、職員への周知が図ら

います。その際は、理解を促すために、一方的な伝達

れている。

ではなく具体的なエピソードなども挙げながら伝え

□理念や基本方針は、わかりやすく説明した資

ています。また、年に 2 回程度実施される職員面談や

料を作成するなどの工夫がなされ、保護者等へ

日頃のミーティングを通して周知状況を確認してい

の周知が図られている。

ます。

□理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的

・保護者への周知は、入園の際に園のしおりを通して

な取組を行っている。

伝えています。また、日ごろのおたよりや、掲示板な

□理念や基本方針を保護者会等で資料をもと

どにおいても、子どもや保護者に対しての関わりへの

に説明している。（保育所）

思いを理念や方針をふまえてわかりやすく伝えるこ
とに努めています。

2

経営状況の把握
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 経営環境の変化等に適切に対

・社会福祉事業全体の動向や、地域の各種福祉計画の

応している

策定動向などについては、市役所、区役所の担当課や
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2

事業経営をとりまく環境と経営状

園長会、及び連絡会において、情報を把握しています。

況が的確に把握・分析されている。

また他園との情報共有や、利用者からの地域のニーズ

□社会福祉事業全体の動向について、具体的に

の把握などにも努めています。今後は、把握された内

把握し分析している。

容について、当園に即した情報の分析及び活用が期待

□地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把
握し分析している。

C

C

されます。
・在籍園児数に応じた、定期的な保育のコスト分析を

□子どもの数・利用者（子ども・保護者）像等、

行い、予算計画に反映させています。予算計画は、前

保育のニーズ、潜在的利用者に関するデータを

年度の実績を踏まえ、運営費、修繕費などの項目ごと

収集するなど、法人（保育所）が位置する地域

に立てられています。

での特徴・変化等の経営環境や課題を把握し分
析している。
□定期的に保育のコスト分析や保育所利用者
の推移、利用率等の分析を行っている。

3

経営課題を明確にし、具体的な取

・人員体制や保育士不足を経営課題として取り上げて

り組みを進めている。

います。現在は、派遣会社を利用するなどして、欠員

□経営環境や保育の内容、組織体制や設備の整

時にすぐに補充の対応が出来るよう、ネットワークを

備、職員体制、人材育成、財務状況等の現状分

構築しています。

析にもとづき、具体的な課題や問題点を明らか
にしている。

C

C

・経営課題については、法人代表と園長とで、保育経
験年数がある中堅職員の採用など、具体的な内容が共

□経営状況や改善すべき課題について、役員

有され、園長はミーティングなどを通して職員との共

（理事・監事等）間での共有がなされている。

有を図っています。

□経営状況や改善すべき課題について、職員に

・今後は経営課題の解決・改善に向けて具体的な計画

周知している。

を立て取り組むことが期待されます。

□経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組
が進められている。

3

事業計画の策定
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 中・長期的なビジョンと計画

・地元に密着しながら、財務状況も含め安定的な運営

が明確にされている

を継続し、地域の子育て支援に力を注ぐビジョンを掲

4

げていますが、現在のところは、明確化した中長期の

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。
□中・長期計画において、理念や基本方針の実
現に向けた目標（ビジョン）を明確にしている。

計画は策定していません。今後は、具体的な目標や成

C

C

果などを設定した中長期計画の策定が望まれます。

□中・長期計画は、経営課題や問題点の解決・

9

改善に向けた具体的な内容になっている。
□中・長期計画は、数値目標や具体的な成果等
を設定することなどにより、実施状況の評価を
行える内容となっている。
□中・長期計画は必要に応じて見直しを行って
いる。

5

中・長期計画を踏まえた単年度の

・単年度ごとの目標や、構想があり、必要に応じて法

計画が策定されている。

人代表から職員に伝達されていますが、現在のところ

□単年度の計画には、中・長期計画の内容を反

文書化されたものはありません。今後は、中長期計画

映した単年度における事業内容が具体的に示

の内容を反映した具体的な単年度計画が示されるこ

されている。
□単年度の事業計画は、実行可能な具体的な内

C

C

とが望まれます。

容となっている。
□単年度の事業計画は、単なる「行事計画」に
なっていない。
□単年度の事業計画は、数値目標や具体的な成
果等を設定することなどにより、実施状況の評
価を行える内容となっている。

（２） 事業計画が適切に策定されて

・園の保育理念、保育方針、保育目標は、明文化され

いる

入職時や年に 2～３回程度実施される職員面談、また

6

事業計画の策定と実施状況の把握

日頃のミーティングを通して職員に周知しています。

や評価・見直しが組織的に行われ、職

今後は、周知された内容に基づき、職員等が参画し、

員が理解している。

園の方向性を定める事業計画の策定が望まれます。ま

□事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反

た、策定後は定期的に見直す仕組みづくりが期待され

映のもとで策定されている。
□計画期間中において、事業計画の実施状況

C

C

ます。

が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづ
いて把握されている。
□事業計画が、あらかじめ定められた時期、手
順にもとづいて評価されている。
□評価の結果にもとづいて事業計画の見直し
を行っている。
□事業計画が、職員に周知（会議や研修会にお
ける説明等が）されており、理解を促すための
取組を行っている。

7

事業計画は、保護者等に周知され、

・保護者への周知の一環として、入園児や行事の際に、

理解を促している。

園の理念に基づき、安定的な運営の継続、地域行事へ

□事業計画の主な内容が、保護者等に周知（配

の参加また地域の子育て支援に取り組むことを伝え

10

布、掲示、説明等）されている。

ています。

□事業計画の主な内容を保護者会等で説明し

・今後は、職員等の参画のもと、園の理念に基づいた

ている。
□事業計画の主な内容を分かりやすく説明し

C

C

事業計画を策定し、保護者会等の機会を通じて、周知
することが期待されます。

た資料を作成するなどの方法によって、保護者
等がより理解しやすいような工夫を行ってい
る。
□事業計画については、保護者等の参加を促す
観点から周知、説明の工夫を行っている。

4

福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 質の向上に向けた取組が組織

・保育の質の向上に向けた取り組みとして、組織的に

的・計画的に行われている

PDCA サイクルを取り入れ継続的に実施しています。

8

全体ミーティングまたは各クラスの話し合いによっ

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。

て策定された計画を、園長が確認し必要に応じて修正

□組織的に PDCA サイクルにもとづく保育の

や指導を行い、保育を実施しています。また、日々の

質の向上に関する取組を実施している。

振り返りを行い、次の計画につなげるとともに、振り

□保育の内容について組織的に（C：Check）
を行う体制が整備されている。

B

A

返りの内容と次の計画のつながりについて、園長が添
削し、コメントをする仕組みが整備されています。

□定められた評価基準にもとづいて、年に 1 回

・園の自己評価については、市の保育所における自己

以上自己評価を行うとともに、第三者評価等を

評価ガイドラインから抜粋した項目を使用し、各職員

定期的に受審している。

がチェックを行った後、全職員で共有し、改善点など

□評価結果を分析・検討する場が、組織として

の把握に努めています。

位置づけられ実行されている。

9

評価結果にもとづき保育所として

・職員は、市の保育所における自己評価ガイドライン

取組むべき課題を明確にし、計画的な

から抜粋した項目を使用し、園の自己評価を実施して

改善策を実施している。

います。各職員が実施した評価については、集計され、

□評価結果を分析した結果やそれにもとづく

文書・可視化して、会議において全員で課題を確認で

課題が文書化されている。

きるようにしています。一例として、言葉がけなどの

□職員間で課題の共有化が図られている。

項目ごとに振り返りを行い、課題を明確にしていま

□評価結果から明確になった課題について、職
員の参画のもとで改善策や改善計画を策定す
る仕組みがある。

B

A

す。全体的な課題については、全員で確認し改善策を
講じています。また、個人的な課題については、園長
面談にて取り上げるようにしています。

□評価結果にもとづく改善の取組を計画的に

11

行っている。
□改善策や改善の実施状況の評価を実施する
とともに、必要に応じて改善計画の見直しを行
っている。

Ⅱ

組織の運営管理

１

管理者の責任とリーダーシップ
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 管理者の責任が明確にされて

・園長の役割と責任については、職務分担表で文書化

いる

され、全職員に周知しています。法人代表は単年度ご

10

施設長は、自らの役割と責任を

との目標や構想について、必要に応じて職員に伝達し

職員に対して表明し理解を図ってい

ています。今後は、園運営に関する法人代表の役割と

る。

責任について、さらに明確にすることが期待されま

□施設長は、自らの保育所の経営・管理に関す

す。

る方針と取組を明確にしている。
□施設長は、自らの役割と責任について、保育

C

B

・平常時以外の園長の役割と責任については、不在時
の権限委任なども含め、事故対応マニュアル、不審者

所内の広報誌等に掲載し表明している。

対応マニュアルなど、各マニュアルにそれぞれ記載さ

□施設長は、自らの役割と責任を含む職務分掌

れています。

等について、文書化するとともに、会議や研修
において表明し周知が図られている。
□平常時のみならず、有事（災害、事故等）に
おける施設長の役割と責任について、不在時の
権限委任等を含め明確化されている。

11

遵守すべき法令等を正しく理解

・園長と法人代表は、園長会や講習会などに参加し、

するための取組を行っている。

随時刷新される情報の把握に努めています。一例とし

□施設長は、遵守すべき法令等を十分に理解し

て、保育所保育指針における保育所の在り方や、保育

ており、利害関係者（取引事業者、行政関係者

所と地域との連携などについて理解し、必要に応じて

等）との適正な関係を保持している。

職員へ周知しています。

□施設長は、法令遵守の観点での経営に関する

・遵守すべき法令等については、個人情報に関するこ

研修や勉強会に参加している。
□施設長は、環境への配慮等も含む幅広い分野

B

B

とや食品安全衛生法などについて把握し、会議等で職
員へ伝えています。また、法人を担当する社会保険労

について遵守すべき法令等を把握し、取組を行

務士との定期的なやり取りの中で、労働保険・社会保

っている。

険諸法令等の把握に努めています。

□施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を

・園長は、職員に対して遵守すべき法令などを周知し、

12

周知し、また遵守するための具体的な取組を行

また遵守するための具体的な取り組みを行っていま

っている。

す。一例として、ゴミの分別や清掃手順、早番・遅番
業務、地域や近隣住民との関わり方などについては、
新任時に丁寧に指導を行っています。身だしなみや服
装、態度については服務規程があり、入職時に説明を
行うとともに、いつでも閲覧できるようにしていま
す。

（２） 管理者のリーダーシップが発

・園長は、日々の保育に参加し子どもと職員の関わり

揮されている

や職員の保育内容を直接観察した上で、指導計画の添

12

削・指導やアドバイスを行っています。

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。

・職員一人ひとりの資質や保育にあたる姿勢などを把

□施設長は、保育の質の現状について定期的、

握し、自己評価シートをもとに面談や会議時にアドバ

継続的に評価・分析を行っている。

イスや評価、目標設定などを行っています。

□施設長は、保育の質に関する課題を把握し、

・園長は自ら保育を行い、またクラス会議や指導・意

改善のための具体的な取組を明示して指導力

見交換を通して、相談できる身近な存在となるよう心

を発揮している。
□施設長は、保育の質の向上について組織内に

B

A

掛けています。また、個別に面談を行い、課題につい
ての助言やフォローを行っています。

具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極

・職員の教育・研修の充実を図るため、園長は職員そ

的に参画している。

れぞれの経験年数や得意分野などを把握し、適切な研

□施設長は、保育の質の向上について、職員の

修に参加できるよう体制を整えています。研修後は報

意見を反映するための具体的な取組を行って

告書の提出を受け、会議などで全体の共有を図ってい

いる。

ます。

□施設長は、保育の質の向上について、職員の
教育・研修の充実を図っている。

13

経営の改善や業務の実効性を高

・経営の改善や業務の実効性の向上に向けた取り組み

める取組に指導力を発揮している。

があります。財務については、法人代表が担当し、月

□施設長は、経営の改善や業務の実効性の向上

に１回の会計事務所との会議において、月次の収支や

に向けて、人事、労務、財務等を踏まえ分析を

前年度比較などを行い、月初に予算をたてています。

行っている。

・働きやすい環境整備への取り組みとして、シフトに

□施設長は、組織の理念や基本方針の実現に向

ついては、勤務時間内で業務が終えられるよう調整し

けて、人員配置、職員の働きやすい環境整備等、
具体的に取り組んでいる。

C

B

たり、特定の職員に負担がかからないようシフトを組
むなどの工夫が実施されています。

□施設長は、経営の改善や業務の実効性の向上

・法人として系列園の職員が参加する「働き方改革委

に向けて、組織内に同様の意識を形成するため

員会」が設置され、職員の夢や、園の現状などを共有

の取組を行っている。

し、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて今後、

□施設長は、経営の改善や業務の実効性を高め

取り組むべき課題について検討されています。今後

るために組織内に具体的な体制を構築し、自ら

は、当園の職員も委員会に参画する予定です。

もその活動に積極的に参画している。

13

２

福祉人材の確保・育成
評価分類・評価項目

（１）

自己

評価

評価

結果

福祉人材の確保・育成計画、

評価の理由（コメント）
・評価根拠
・法人代表は、必要な福祉人材や人員体制に関する基

人事管理の体制が整備されている

本的な考え方として、保護者との関わりや職員間の連

14

必要な福祉人材の確保・定着等

携に必要とされるコミュニケーション能力を重要視

に関する具体的な計画が確立し、取組

しており、日々のミーティング資料に記載するなどし

が実施されている。

て職員にも重要性を伝えています。今後は、必要な福

□必要な福祉人材や人員体制に関する基本的

祉人材の確保・定着に関する具体的な計画を策定し、

な考え方や、福祉人材の確保と育成に関する方
針が確立している。

C

B

計画にもとづいた人材の確保や育成に取り組むこと
が期待されます。

□保育の提供に関わる専門職の配置、活用等、

・現在は、派遣会社、専門学校、人材紹介会社などの

必要な福祉人材や人員体制について具体的な

関わりや、職員の知り合いなどのネットワークから人

計画がある。

材の確保や採用につなげています。

□計画にもとづいた人材の確保や育成が実施
されている。
□法人（保育所）として、効果的な福祉人材確
保（採用活動等）を実施している。

15

総合的な人事管理が行われてい

・「期待する職員像」については、法人の理念・基本

る。

方針とともに年度はじめに資料として配布し、読み合

□法人（保育所）の理念・基本方針にもとづき

わせを行っています。また、日々のミーティング資料

「期待する職員像等」を明確にしている。

においても記載し、職員に向けて発信しています。

□人事基準（採用、配置、異動、昇進・昇格等

・人事基準については、就業規則において明確に定め

に関する基準）が明確に定められ、職員等に周

られ周知されています。

知されている。
□一定の人事基準にもとづき、職員の専門性や

C

B

・年に 2～3 回程度実施される職員面談では、自己評
価シートが使用され、シートには目標に対しての達成

職務遂行能力、職務に関する成果や貢献度等を

度や将来の自分の姿などが記載されています。園長は

評価している。

面談を踏まえ、職員の専門性や職務遂行能力、職務に

□職員処遇の水準について、処遇改善の必要性

関する成果や貢献度等を評価しています。また、職員

等を評価・分析するための取組を行っている。

が、自ら将来の姿を描くことができるよう各職員の将

□把握した職員の意向・意見や評価・分析等に

来の姿について共有しています。

もとづき、改善策を検討・実施している。

・職員の処遇改善については、経験年数やキャリアア

□職員が、自ら将来の姿を描くことができるよ

ップ研修等の受講を通して、処遇改善の必要性等を評

うな総合的な仕組みづくりができている。

価・分析するための取り組みを行っています。今後は、
園独自のキャリアパスの作成などに取り組み、職員
が、自ら将来の姿を描くことができるような総合的な
仕組みづくりが期待されます。

14

（２） 職員の就業状況に配慮がなさ

・園長は職員と面談を行い、ワーク・ライフ・バラン

れている

スを汲み取り、クラス編成やシフト作成、行事担当な

16

職員の就業状況や意向を把握

どを決定しています。賃金や労働条件などについて

し、働きやすい職場づくりに取組んで

は、法人代表に報告し、必要に応じて法人代表との面

いる。

談につなげるなどの取り組みを実施しています。

□職員の就業状況や意向の把握等にもとづく

・園長は職員が日頃から相談しやすいよう、話しやす

労務管理に関する責任体制を明確にしている。
□職員の有給休暇の取得状況や時間外労働の

C

B

い雰囲気づくりを心掛け、面談以外にも随時懇談を
し、気になることがあれば声をかけて話を聞くように

データを定期的に確認するなど、職員の就業状

するなど、職員が悩みなどを抱え込まないように努め

況を把握している。

ています。

□職員の心身の健康と安全の確保に努め、その

・職員の福利厚生として、市の勤労者福祉共済に参画

内容を職員に周知している。

しており、施設利用の割引や保養所の利用が可能とな

□定期的に職員との個別面談の機会を設ける、

っています。

職員の悩み相談窓口を組織内に設置するなど、

・福祉人材や人員体制に関する具体的な課題として、

職員が相談しやすいような組織内の工夫をし

人員不足の解消が挙げられています。今後は、改善に

ている。

向けた具体的な計画を策定し実行することで、勤務時

□職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利

間内で業務を終えることや、有給休暇が取得しやすい

厚生を実施している。

体制づくりにつなげることが期待されます。

□ワーク・ライフ・バランスに配慮した取組を
行っている。
□改善策については、福祉人材や人員体制に関
する具体的な計画に反映し実行している。
□福祉人材の確保、定着の観点から、組織の魅
力を高める取組や働きやすい職場づくりに関
する取組を行っている。

（３） 職員の質の向上に向けた体制

・「期待する職員像」については、就業規則に記載さ

が確立されている

れ、理念や保育方針と合わせて職員に説明、周知を行

17

っています。

職員一人ひとりの育成に向けた

取組を行っている。

・年に２～3 回程度、自己評価シートをもとに園長面

□組織として「期待する職員像」を明確にし、

談を行い、保育にあたる姿勢の見直しや目標の設定、

職員一人ひとりの目標管理のための仕組みが

悩みの解決など客観的に自己を見直す機会を設けて

構築されている。

います。

□個別面接を行う等保育所の目標や方針を徹

・目標の設定は、目標内容の大小に合わせて、期や年

底し、コミュニケーションのもとで職員一人ひ
とりの目標が設定されている。

B

A

度単位など適切に設定を行い、進捗状況の確認や達成
度の確認などを行っています。

□職員一人ひとりの目標の設定は、目標項目、
目標水準、目標期限が明確にされた適切なもの
となっている。

15

□職員一人ひとりが設定した目標について、中
間面接を行うなど、適切に進捗状況の確認が行
われている。
□職員一人ひとりが設定した目標について、年
度当初・年度末（期末）面接を行うなど、目標
達成度の確認を行っている。

18

職員の教育・研修に関する基本

・期待する職員像や園での保育にあたる心がけなどに

方針や計画が策定され、教育・研修が

ついて、新任職員に対し文書で配布するとともに、年

実施されている。

度はじめには、読み合わせを行っています。また、園

□保育所が目指す保育を実施するために、基本

長面談の際に再確認するとともに、必要に応じてミー

方針や計画の中に、
「期待する職員像」を明示
している。

C

B

ティングを通して伝えています。
・法人代表は、例年、年度ごとに研修計画を見直し、

□現在実施している保育の内容や目標を踏ま

策定しています。計画の中にはリモート研修なども取

えて、基本方針や計画の中に、保育所が職員に

り入れられています。今後は、策定された研修計画に

必要とされる専門技術や専門資格を明示して

もとづき、より着実な研修の実施が期待されます。

いる。
□策定された教育・研修計画にもとづき、教
育・研修が実施されている。
□定期的に計画の評価と見直しを行っている。
□定期的に研修内容やカリキュラムの評価と
見直しを行っている。

19

職員一人ひとりの教育・研修の

・自己評価シートなどをもとに、個別の職員の特性や

機会が確保されている。

課題、展望などを把握し、得意分野について知識や技

□個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取

術を深められるよう研修を推奨したり、分野別リーダ

得状況等を把握している。

ーを任命するなど、職員の職務や必要とする知識・技

□新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配

術水準に応じた教育・研修につなげています。

慮した個別的な OJT が適切に行われている。

・今年度は、コロナ禍の為、園内での個別的な OJT

□階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の
機会を確保し、職員の職務や必要とする知識・

B

B

に力を入れ取り組んでいます。新人研修としては、法
人代表と園長が、社会人としての基本事項、保育の中

技術水準に応じた教育・研修を実施している。

での心掛け、服務規程、日々の勤務の管理方法などを

□外部研修に関する情報提供を適切に行うと

伝えています。また、個々の職員には、園長が実際に

ともに、参加を勧奨している。

一緒に保育を行い、動きながら指導をしています。な

□職員一人ひとりが、教育・研修の場に参加で

ぜそのような行動をとったのか、どうしたらよかった

きるよう配慮している。

のかなどについて、共有し検討することで、職員の経
験や習熟度に配慮した個別的な OJT につなげていま
す。今後は、園の実態に合わせた定期的な園内研修の
実施が期待されます。
・今年度はコロナ禍の為、外部研修への参加が難しい

16

状況でしたが、例年、外部研修に関する情報提供行い、
職員が順次参加できるよう計画を立て実施していま
す。また、職員の興味や意欲、関心、開催時期（時間）
などを考慮したうえで、園長が指名した職員が園外研
修に参加するなどの取り組みも実施されています。園
外研修で学んだことは、ミーティングや研修報告書に
て周知を図っています。
（４） 実習生等の福祉サービスに関

・これまでに、実習生等の受け入れは実施されていま

わる専門職の研修・育成が適切に行わ

せん。今後は、実習生等の保育に関わる専門職の研

れている

修・育成についてのマニュアルを作成し、実習生等の

20

保育に関わる専門職の研修・育成への取り組みが期待

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、

されます。

積極的な取組をしている。
□実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成
に関する基本姿勢を明文化している。

C

C

自己

評価

評価

結果

□実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成
についてのマニュアルが整備されている。
□専門職種の特性に配慮したプログラムを用
意している。
□指導者に対する研修を実施している。
□実習生については、学校側と、実習内容につ
いて連携してプログラムを整備するとともに、
実習期間中においても継続的な連携を維持し
ていくための工夫を行っている。

３

運営の透明性の確保
評価分類・評価項目

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 運営の透明性を確保するため

・保育内容については、園のホームページやパンフレ

の取組が行われている

ット、また玄関掲示においても公開をしています。

21

・例年、近隣の保育園との交流や、地域行事に園とし

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。

て参加するなど、社会や地域との連携に取り組んでい

□ホームページ等の活用により、法人、保育所

ます。

の理念や基本方針、保育の内容、事業計画、事

・地域に向けて、理念や基本方針、事業所で行ってい

業報告、予算、決算情報が適切に公開されてい
る。

C

B

る活動等を伝える取り組みの一環として、自治体での
園情報の掲載や、保育園展への参加などの取り組みが

17

□保育所における地域の福祉向上のための取

行われています。

組の実施状況、第三者評価の受審、苦情・相談

・今後、第三者評価の受審に伴い、結果内容にもとづ

の体制や内容について公表している。

く具体的な対応等について公表予定です。

□第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や
内容にもとづく改善・対応の状況について公表
している。
□法人（保育所）の理念、基本方針やビジョン
等について、社会・地域に対して明示・説明し、
法人（保育所）の存在意義や役割を明確にする
ように努めている。
□地域に向けて、理念や基本方針、事業所で行
っている活動等を説明した印刷物や広報誌等
を配布している。

22

公正かつ透明性の高い適正な経

・園における事務・経理・取引などに関する担当は、

営・運営のための取組が行われてい

法人代表と事務職員になっており、職員にも周知され

る。

ています。園で必要な物品の購入については、小口現

□保育所における事務、経理、取引等に関する

金で取り扱われ、園長から法人代表に確認し購入して

ルール、職務分掌と権限・責任が明確にされ、
職員等に周知している。

C

A

います。
・財務については、外部の会計事務所との日々のやり
取りがあり、監査支援が行われています。

□保育所における事務、経理、取引等について
内部監査を実施するなど、定期的に確認されて
いる。
□保育所の事業、財務について、外部の専門家
による監査支援等を実施している。
□外部の専門家による監査支援等の結果や指
摘事項にもとづいて、経営改善を実施してい
る。

４

地域との交流、地域貢献
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 地域との関係が適切に確保さ

・地域との交流の取り組みについて、全体的な計画に

れている

項目の記載があります。

23

・活用できる社会資源や地域の情報として、地域見守

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。

りセンター（担当保健師）、病後児保育、休日の遊び

□地域との関わり方について基本的な考え方

場などの概要・役割・メリットなどについての案内を

18

を文書化している。

配布したり、園内掲示を行ったりしています。また、

□活用できる社会資源や地域の情報を収集し、

役所、商店街、子ども会、老人会などの行事について

掲示板の利用等で保護者に提供している。
□子どもの個別的状況に配慮しつつ地域の行

C

B

も掲示板などで案内をしています。
・子どもの発達や偏食についての不安など、保護者の

事や活動に参加する際、職員やボランティアが

悩みや困りごとについて、地域見守りセンターの紹介

支援を行う体制が整っている。

を行うことがあります。園は、地域見守りセンターの

□保育所や子どもへの理解を得るために、地域

保健師と子どもの発達相談など、日ごろからやり取り

の人々と子どもとの交流の機会を定期的に設

があります。

けるなどの取組を行っている。

・今後は、活動内容を工夫し、地域の人々と子どもと

□個々の子ども・保護者のニーズに応じて、地

の交流の機会を定期的に設けるなどの取り組みが期

域における社会資源を利用するよう推奨して

待されます。

いる。

24

ボランティア等の受入れに対す

・月に２回、ボランティアによる絵本の読みきかせや、

る基本姿勢を明確にし体制を確立し

わらべうたを楽しむ、おはなし会を開催しています。

ている。

・現在は受け入れにあたってのマニュアルなどはあり

□ボランティア受入れに関する基本姿勢を明

ません。今後、新たなボランティアの受け入れや、地

文化している。
□地域の学校教育等への協力について基本姿

C

B

域との交流、近隣の学校との相互協力などを想定し、
マニュアルなどが整備されることを期待します。

勢を明文化している。
□ボランティア受入れについて、登録手続、ボ
ランティアの配置、事前説明等に関する項目が
記載されたマニュアルを整備している。
□ボランティアに対して子どもとの交流を図
る視点等で必要な研修、支援を行っている。
□学校教育への協力を行っている。

（２） 関係機関との連携が確保され

・当該地域の関係機関・団体については、情報を整備

ている。

し職員間で共有化しています。

25

保育所として必要な社会資源を

・市の療育センターとのやり取りがあり、巡回が実施

明確にし、関係機関等との連携が適切

されることもあります。また、区の地域見守りセンタ

に行われている。

ーの職員が定期的に園を訪問した際に、地域の情報に

□当該地域の関係機関・団体について、個々の

ついて把握できるよう努めています。

子ども・保護者の状況に対応できる社会資源を
明示したリストや資料を作成している。

C

B

・家庭での虐待等権利侵害が疑われる子どもへの対応
について、児童相談所との連携体制があります。

□職員会議で説明するなど、職員間で情報の共
有化が図られている。
□関係機関・団体と定期的な連絡会等を行って
いる。
□地域の関係機関・団体の共通の問題に対し

19

て、解決に向けて協働して具体的な取組を行っ
ている。
□地域に適当な関係機関・団体がない場合に
は、子ども・保護者のアフターケア等を含め、
地域でのネットワーク化に取り組んでいる。
□家庭での虐待等権利侵害が疑われる子ども
への対応について、要保護児童対策地域協議会
への参画、児童相談所など関係機関との連携が
図られている。（保育所）

（３） 地域の福祉向上のための取組

・民生委員、主任児童委員が、園の行事に参加すると

を行っている。

ともに、年 2 回実施される法人の運営委員会に参加し

26

ています。その際に、地域の福祉ニーズや生活課題等

地域の福祉ニーズ等を把握する

ための取組が行われている。
□保育所（法人）が実施する事業や運営委員会
の開催、関係機関・団体との連携、地域の各種

の把握に努めています。

C

B

・区の児童家庭課などの関係部署から、入所希望等の
ニーズの把握を、また、園の見学者とのやり取りから、
地域の福祉ニーズの把握に努めています。

会合への参加、地域住民との交流活動などを通
じて、地域の福祉ニーズや生活課題等の把握に
努めている。

27

地域の福祉ニーズ等にもとづく

・地域のお祭り（山車引き・ハロウィンイベント）や

公益的な事業・活動が行われている。

商店街の行事に園として参加をしています。今後は、

□把握した福祉ニーズ等にもとづいて、法で定

地域の福祉ニーズ等にもとづき、保育所が有する専門

められた社会福祉事業にとどまらない地域貢

的な情報を、さらに地域に還元する取り組みが期待さ

献に関わる事業・活動を実施している。

れます。

□把握した福祉ニーズ等にもとづいた具体的
な事業・活動を、計画等で明示している。
□多様な機関等と連携して、社会福祉分野のみ

C

C

ならず、地域コミュニティの活性化やまちづく
りなどにも貢献している。
□保育所（法人）が有する福祉サービスの提供
に関するノウハウや、専門的な情報を、地域に
還元する取組を積極的に行っている。
□地域の防災対策や、被災時における福祉的な
支援を必要とする人びと、住民の安全・安心の
ための備えや支援の取組を行っている。
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Ⅲ

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
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 利用者を尊重する姿勢が明示

・子どもを尊重した保育の実施にあたり、「子どもの

されている

権利を守る条例」を使用して倫理綱領につなげていま

28

す。

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

・ミーティングや、場合によっては個別に、保育の振

ている。

り返りを行い、人権に配慮できているか否か、具体的

□理念や基本方針に、子どもを尊重した保育の

なケースを挙げて考える機会を設けています。子ども

実施について明示し、職員が理解し実践するた

を尊重した保育を実施し、保護者が安心して預けられ

めの取組を行っている。

る保育所とはどのようなものかを職員間で検討して

□子どもを尊重した保育の提供に関する「倫理

います。

綱領」や規程等を策定し、職員が理解し実践す

・子どもが互いを尊重する心を育てるために、職員は

るための取組を行っている。
□子どもを尊重した保育に関する基本姿勢が、

B

A

日頃から保育理念に従い、子どもの良いところを見つ
けることや、褒めること、また他の子と違っていいと

個々の保育の標準的な実施方法等に反映され

いうことなどを伝えていくことで、子どもたち同士が

ている。

互いを自然に認められることにつなげています。

□子どもの尊重や基本的人権への配慮につい

・女の子は赤色でないといけない、男の子は人形ごっ

て、組織で勉強会・研修を実施している。

こをしてはいけないなど、性差への先入観による固定

□子どもの尊重や基本的人権への配慮につい

概念を植え付けるような対応をしないよう配慮して

て、定期的に状況の把握・評価等を行い、必要

います。

な対応を図っている。

・子どもの人権などについては、理念を踏まえて、保

□子どもが互いを尊重する心を育てるための

護者にも説明を行い、理解を図っています。また小規

具体的な取組を行っている。（保育所）

模園の為、日ごろからクラス隔たりなく分かり合い、

□性差への先入観による固定的な対応をしな

協力し合えるよう伝えています。

いように配慮している。（保育所）
□子どもの人権、文化の違い、互いに尊重する
心について、その方針等を保護者に示すととも
に、保護者も理解を図る取組を行っている。
（保
育所）

29

子どものプライバシー保護に配

・子どものプライバシー保護に配慮した保育につい

慮した保育が行われている。

て、就業規則に記載があります。

□子どものプライバシー保護について、社会福

・オムツ交換の際は、窓に背を向けて遮るようにし、

祉事業に携わる者としての姿勢・責務等を明記

着がえの際には全裸にしないようにするなど、日々の

した規程・マニュアル等が整備され、職員への

保育の中で子どものプライバシーを守るよう配慮を

21

研修によりその理解が図られている。
□規程・マニュアル等にもとづいて、プライバ

B

A

しています。
・個人情報の取扱いについては、入園時に説明を行い、
保護者から同意書にサインをいただいています。

シーに配慮した福祉サービスが実施されてい
る。
□一人ひとりの子どもにとって、生活の場にふ
さわしい快適な環境を提供し、子どものプライ
バシーを守れるよう設備等の工夫を行ってい
る。
□子ども・保護者にプライバシー保護に関する
取組を周知している。

（２） 福祉サービスの提供に関する

・園のパンフレットや見学用の案内を区役所に置くな

説明と同意（自己決定）が適切に行わ

ど、多くの人が園についての情報を入手できるよう努

れている

めています。また、ホームページ内にも園の概要を紹

30

介しています。

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

・パンフレットについては、わかりやすく見やすいも

る。

のになるよう一年ごとに見直し、修正しています。見

□理念や基本方針、保育の内容や保育所の特性
等を紹介した資料を、公共施設等の多くの人が

B

A

直しにあたっては、実状に合わせた内容への修正とと
もに見学者の声なども取り入れるようにしています。

入手できる場所に置いている。

・園見学については、園長が対応しています。見学は

□保育所を紹介する資料は、言葉遣いや写真・

随時受け付けており、希望の日程などできるだけ要望

図・絵の使用等で誰にでもわかるような内容に

に応えるようにして行っています。

している。
□保育所の利用希望者については、個別にてい
ねいな説明を実施している。
□見学等の希望に対応している。
□利用希望者に対する情報提供について、適宜
見直しを実施している。
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保育の開始・変更にあたり保護

・保育の開始にあたっては、入園前面接において園の

者等にわかりやすく説明している。

しおり、重要事項説明書、持ち物リスト一覧などを用

□保育の開始及び保育内容の変更時の説明と

いて読み合わせをし、わかりやすい説明を行っていま

同意にあたっては、保護者等の意向に配慮して

す。また、保護者からは説明後に同意書を得ています。

いる。
□保育の開始・変更時には、保護者等がわかり

B

A

・持ち物の説明などには、見本を準備し、わかりやす
く丁寧な説明を心がけています。

やすいように工夫した資料を用いて説明して

・アレルギー対応が必要な際は、市のアレルギー対応

いる。

マニュアルに沿って保護者に説明をし、保護者が園に

□説明にあたっては、保護者等が理解しやすい

必要書類を提出しています。また、市の健康管理委員

ような工夫や配慮を行っている。

会の規程に沿って、献立内容を確認し、園で初めて口

□保育の開始・変更時には、保護者等の同意を

にするものがないようにしています。

22

得たうえでその内容を書面で残している。
□特に配慮が必要な保護者への説明について
ルール化され、適正な説明、運用が図られてい
る。

32

保育所等の変更にあたり保育の

・保育所の変更にあたっては、市の書式に沿って引き

継続性に配慮した対応を行っている。

継ぎ書を作成し送付しています。配慮が必要な子ども

□保育所等の変更にあたり、保育の継続性に配

の場合は、個別指導計画書をもとに作成しています。

慮した手順と引継ぎ文書を定めている。

・保育所の利用が終了した後も、子どもや保護者が相

□保育所の利用が終了した後も、保育所として
子どもや保護者等が相談できるように担当者

B

B

談できるよう園長が窓口とし、全職員が対応できるよ
うにしています。また、いつでも相談に来て欲しい旨

や窓口を設置している。

を日ごろから伝えています。今後は卒園、転園後の相

□保育所の利用が終了した時に、子どもや保護

談受付先について記述した文書等を渡すなどの取り

者等に対し、その後の相談方法や担当者につい

組みが期待されます。

て説明を行い、その内容を記載した文書を渡し
ている。

（３） 利用者満足の向上に努めてい

・日々の保育の中で、子どもの満足を把握するように

る

努めています。子どもの声に耳を傾けたり、表情から

33

利用者満足の向上を目的とする

気持ちを汲み取ったりすることを基本とし、家庭から

仕組みを整備し、取組を行っている。

の連絡帳など保護者からの情報も参考にしています。

□日々の保育のなかで、子どもの満足を把握す

・行事の後には、保護者アンケートを行い、次年度の

るように努めている。（保育所）

活動に活かしています。また、懇談会や保護者会など

□保護者に対し、利用者満足に関する調査が定
期的に行われている。

A

A

で寄せられた意見を参考に改善したことなどがあれ
ば、園だよりなどで報告をしています。

□保護者への個別の相談面接や聴取、保護者懇

・個人面談、保護者会、懇談会などを行い、利用者満

談会が、利用者満足を把握する目的で定期的に

足を把握することに努めています。また保護者会は、

行われている。

職員も出席して利用者満足の把握をするとともに、保

□職員等が、利用者満足を把握する目的で、保

護者とのコミュニケーションを取ることができる重

護者会等に出席している。

要な場になっています。

□利用者満足に関する調査の担当者等の設置
や、把握した結果を分析・検討するために、検
討会議の設置等が行われている。
□分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善
を行っている。

（４） 利用者が意見等を述べやすい

・苦情解決の体制として、園長を苦情・相談解決責任

体制が確保されている

者とし、職員を苦情・相談受付担当者として設置し、

34

重要事項説明書に記載されるとともに園内に掲示し、

苦情解決の仕組みが確立してお

り、周知・機能している。

保護者等に周知しています。

□苦情解決の体制（苦情解決責任者の設置、苦

・苦情内容に関する検討内容や対応策については、会

23

情受付担当者の設置、第三者委員の設置）が整

議にて検討した結果や事実確認内容を書面にし、園内

備されている。

に掲示するとともに、口頭でも各家庭に経緯と共に説

□苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した

明しています。内容によっては、苦情を申し出た保護

掲示物が掲示され、資料を保護者等に配布し説

者等に配慮したうえで、公表しています。

明している。
□苦情記入カードの配布やアンケート（匿名）

B

A

・苦情相談内容にもとづいた保育の質の向上に関わる
取り組みの一例として、便の状態や蕁麻疹などの発疹

を実施するなど、保護者等が苦情を申し出しや

が生じた際に、より保護者との共有や理解を図るた

すい工夫を行っている。

め、写真で記録し、お渡ししたり、使用したオムツの

□苦情内容については、受付と解決を図った記

枚数を伝えることなどが挙げられます。

録を適切に保管している。
□苦情内容に関する検討内容や対応策につい
ては、保護者等に必ずフィードバックしてい
る。
□苦情内容及び解決結果等は、苦情を申し出た
保護者等に配慮したうえで、公表している。
□苦情相談内容にもとづき、保育の質の向上に
関わる取組が行われている。
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保護者が相談や意見を述べやす

・保護者が相談したり意見を述べたりする際の方法に

い環境を整備し、保護者等に周知して

ついて、重要事項説明書に記載され説明しています。

いる。

また、保護者会や懇談会、園だより、お知らせ掲示板

□保護者が相談したり意見を述べたりする際

などにおいても周知しています。

に、複数の方法や相手を自由に選べることをわ
かりやすく説明した文書を作成している。

B

A

・事務室や保育室の一部をロールカーテンで仕切るな
ど、相談しやすく、意見を述べやすいスペースの確保

□保護者等に、その文章の配布やわかりやすい

等の環境に配慮しています。

場所に掲示する等の取組を行っている。

・相談や意見を述べやすい環境の整備とともに、日々

□相談をしやすい、意見を述べやすいスペース

のコミュニケーションを通して、職員と保護者との信

の確保等の環境に配慮している。

頼関係の築きを大切にしています。

36

・職員は日々の保育の提供において、連絡帳のやりと

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。

りや、送迎時のコミュニケーションなどで保護者が相

□職員は、日々の保育の提供において、保護者

談しやすく意見を述べやすいよう配慮し、適切な相談

が相談しやすく意見を述べやすいように配慮

対応と意見の傾聴に努めています。

し、適切な相談対応と意見の傾聴に努めてい
る。

C

B

・主に行事アンケートなどを通して把握した意見にも
とづき、次年度の計画などに活かしています。アンケ

□意見箱の設置、アンケートの実施等、保護者

ート結果は、園だよりなどで公表し、対応策なども合

の意見を積極的に把握する取組を行っている。

わせてお知らせしています。

□相談や意見を受けた際の記録の方法や報告

・相談や意見を受けた報告の手順として、苦情に関し

の手順、対応策の検討等について定めたマニュ

て定めた規定に沿って実施されます。具体的には、職

アル等を整備している。

員は園長と内容を共有し対応するとともに、内容に応
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□職員は、把握した相談や意見について、検討

じて、法人代表とも共有し対応しています。

に時間がかかる場合に状況を速やかに説明す

・今後は、保護者から相談や意見を受けた際の記録の

ることを含め迅速な対応を行っている。

方法や報告の手順、対応などを定めたマニュアルの整

□意見等にもとづき、保育の質の向上に関わる

備が望まれます。

取組が行われている。
□対応マニュアル等の定期的な見直しを行っ
ている。

（５） 安心・安全な福祉サービスの

・リスクマネジメントに関する責任者は、法人代表と

提供のための組織的な取組が行われ

園長になっています。事故発生時の対応と安全確保に

ている

ついてのマニュアルが整備され職員に周知していま

37

す。

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

・ヒヤリハットや他園で起きた事故などの具体的な事

体制が構築されている。

例を収集し、発生要因の分析や改善策、再発防止策の

□リスクマネジメントに関する責任者の明確

検討や実施を行っています。また、事故や事例が起き

化（リスクマネジャーの選任・配置）、リスク

た際は、その都度共有するとともに、ミーティングに

マネジメントに関する委員会を設置するなど
の体制を整備している。

B

A

おいて安全に関する内容を伝えています。
・室内環境整備の安全性について、定期的に評価・見

□事故発生時の対応と安全確保について責任、

直しを行っています。クラスごとの仕切りや玩具棚等

手順（マニュアル）等を明確にし、職員に周知

緊急度が高いものから買い換えや新規購入を検討し

している。

ています。

□子どもの安心と安全を脅かす事例の収集が
積極的に行われている。
□収集した事例をもとに、職員の参画のもとで
発生要因を分析し、改善策・再発防止策を検
討・実施する等の取組が行われている。
□職員に対して、安全確保・事故防止に関する
研修を行っている。
□事故防止策等の安全確保策の実施状況や実
効性について、定期的に評価・見直しを行って
いる。
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感染症の予防や発生時における

・感染症対策については、法人代表と園長が責任者と

子どもの安全確保のための体制を整

なり、健康管理マニュアルに沿って対応をしていま

備し、取組を行っている。

す。また、系列園の看護師とも必要に応じて相談でき

□感染症対策について、責任と役割を明確にし

る体制があります。

た管理体制が整備されている。

・園長を中心として会議などで、健康管理マニュアル

□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル

や、コロナウイルス感染症対策などについて職員へ周

等を作成し、職員に周知徹底している。
□担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防

C

B

知しています。
・嘔吐処理セットを常備し、その手順については事前

25

や安全確保に関する勉強会等を開催している。

に職員に伝えるなど、感染症の予防に努めています。

□感染症の予防策が適切に講じられている。

今後は、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉

□感染症の発生した場合には対応が適切に行

強会等の実施が期待されます。

われている。

・感染症の発生時には、園内掲示で感染症名と人数を

□感染症の予防と発生時等の対応マニュアル

伝えるとともに、園だより内の保健だよりにおいて適

等を定期的に見直している。

切な情報提供がされています。

□保護者への情報提供が適切になされている。
（保育所）
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災害時における子どもの安全確

・災害時における子どもの安全確保のための取り組み

保のための取組を組織的に行ってい

として、防災マニュアル、災害対策ハンドブック、洪

る。

水時の避難確保計画があります。

□災害時の対応体制が決められている。

・園長が管理者となって備蓄リストを作成し、保管・

□立地条件等から災害の影響を把握し、建物・

管理・定期的な見直しを行っています。立地条件など

設備類、保育を継続するために必要な対策を講

から災害の影響を把握し、水害や不審者対策などに要

じている。
□子ども、保護者及び職員の安否確認の方法が

B

B

する備品も合わせて準備をしています。自家発電機を
管理しており、訓練も行っています。

決められ、すべての職員に周知されている。

・子ども、保護者、及び職員の安否確認の方法として、

□食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理

連絡帳アプリの掲示板や災害用伝言ダイヤルの利用

者を決めて備蓄を整備している。

を想定しており、日ごろから訓練を行っています。

□防災計画等整備し、地元の行政をはじめ、消

・今後は、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自治

防署、警察、自治会、福祉関係団体等と連携す

会、福祉関係団体等と連携し、訓練を実施するなどの

るなど、体制をもって訓練を実施している。

取り組みが期待されます。

２

福祉サービスの質の確保
評価分類・評価項目

自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

（１） 提供する福祉サービスの標準

・標準的な実施方法については、保育所保育指針等を

的な実施方法が確立している

参考に実施されています。実施方法については新任研
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修やミーティング等を通して職員への周知に努めて

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。

います。また、クラス会議やミーティング、年に 2 回

□標準的な実施方法が適切に文書化されてい

程度実施される園長との面談を通して、実施方法にも

る。

とづいて実施されているかどうかを確認しています。

□標準的な実施方法には、子どもの尊重、プラ
イバシーの保護や権利擁護に関わる姿勢が明

C

B

今後は、より当園に即した標準的な実施方法を文書化
し、実施方法にもとづいて実施されているかどうかを

示されている。

確認する仕組みづくりが期待されます。

□標準的な実施方法について、研修や個別の指

・保育実践が画一化されないよう、個々の月齢や発達、
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導等によって職員に周知徹底するための方策

特性、保育時間などに合わせて計画を立て実践してい

を講じている。

ます。

□標準的な実施方法にもとづいて実施されて
いるかどうかを確認する仕組みがある。
□標準的な実施方法により、保育実践が画一的
なものとなっていない。（保育所）
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標準的な実施方法について見直

・標準的な実施方法については、保育所保育指針等を

しをする仕組みが確立している。

参考にし、園の実態に沿うよう検討されています。現

□保育の標準的な実施方法の検証・見直しに関

在は、文書化されておらず具体的な保育実践を引き継

する時期やその方法が組織で定められている。

ぐ仕組みとなっています。今後は、具体的な保育実践

□保育の標準的な実施方法の検証・見直しが定
期的に実施されている。

B

B

を文書化し、実施方法の検証・見直しにつなげていく
ことが期待されます。

□検証・見直しにあたり、指導計画の内容が必

・標準的な実施方法の検証、見直しにあたっては、行

要に応じて反映されている。

事後の保護者アンケート結果を反映するなどの仕組

□検証・見直しにあたり、職員や保護者等から

みがあります。

の意見や提案が反映されるような仕組みにな
っている。
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（２） 適切なアセスメントにより福

・アセスメントにもとづく指導計画の策定について

祉サービス実施計画が策定されてい

は、園長が責任者となり、クラス担任が作成していま

る

す。園長は必要に応じて指導計画の添削や各職員への

42

アセスメントにもとづく指導計

アドバイスなど、適切なアセスメントが実施されてい

画を適切に策定している。

ます。

□指導計画策定の責任者を設置している。

・保育開始時は、入園面談に園長と担任が参加し、市

□アセスメント手法が確立され、適切なアセス

の児童票などに沿った項目について聞き取り、ミーテ

メントが実施されている。

ィングにて職員と共有しています。在園児に対しては

□さまざまな職種の関係職員、必要に応じて保

発達記録表の記録を通して、一人ひとりの子どもたち

育所以外の関係者が参加して、アセスメント等

のアセスメントを実施しています。また、必要に応じ

に関する協議を実施している。
□全体的な計画にもとづき、指導計画が策定さ

B

A

て療育センターや地域の保健師と連携を図り、適切な
アセスメントにつなげています。

れている。（保育所）

・個別の指導計画等には、日々の保護者との情報共有

□子どもと保護者等の具体的なニーズ等が、個

で得られた内容や、保護者面談で得られた保護者のニ

別の指導計画等に明示されている。（保育所）

ーズや意向の把握を踏まえ、保護者と連携し一人ひと

□計画の策定にあたり、さまざまな職種の関係

りの子どもへの適切な援助や配慮につなげています。

職員、必要に応じて保育所以外の関係者が参加

・指導計画にもとづく保育実践について、毎日の振り

しての合議、保護者の意向把握と同意を含んだ

返りや週ごとの振り返りなど、担任同士で行い、園長

手順を定めて実施している。

が講評、コメントをし、次週の計画につなげるなど、

□指導計画にもとづく保育実践について、振返

振り返りや評価を行う仕組みが構築され機能してい

りや評価を行う仕組みが構築され、機能してい

ます。

る。（保育所）
□支援困難ケースへの対応について検討し、積
極的かつ適切な保育の提供が行われている。
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定期的に指導計画の評価・見直

・各種指導計画は園長が時期に応じて確認していま

しを行っている。

す。特に年度末の会議を新年度準備会議とし、次年度

□指導計画の見直しについて、見直しを行う時

のカリキュラムについて見直すなど、計画に関する内

期、検討会議の参加職員、保護者の意向把握と

容について職員間で見直す時期と定めています。今後

同意を得るための手順等、組織的な仕組みを定

は、指導計画の評価や見直しの際に、標準的な実施方

めて実施している。

法や保護者のニーズ等に対する視点をより踏まえ、振

□見直しによって変更した指導計画の内容を、
関係職員に周知する手順を定めて実施してい

C

B

り返る仕組みづくりが期待されます。
・食育年間計画や年間保健計画などは、年度ごとに大

る。

幅な見直しを行い、次の指導計画の作成に活かしてい

□指導計画を緊急に変更する場合の仕組みを

ます。

整備している。
□指導計画の評価・見直しにあたっては、標準
的な実施方法に反映すべき事項、子ども・保護
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者のニーズ等に対する保育・支援が十分ではな
い状況等、保育の質の向上に関わる課題等が明
確にされている。
□評価した結果を次の指導計画の作成に活か
している。（保育所）

（３） 福祉サービス実施の記録が適

・子どもの発達状況や生活状況等について、個別指導

切に行われている

計画、個人記録、発達記録表、日誌、連絡帳、すこや

44

子どもに関する保育の実施状況

か手帳等、園が定めた統一した様式によって把握し記

の記録が適切に行われ、職員間で共有

録しています。また、個別の指導計画にもとづく保育

化されている。

が実施されていることが、個人目標、達成までの援助、

□子どもの発達状況や生活状況等を、保育所が

配慮事項、評価反省より確認することができます。

定めた統一した様式によって把握し記録して

・園長は、記録する職員で記録内容や書き方に差異が

いる。

生じないよう、週案や月案を添削する際に、赤字でコ

□個別の指導計画等にもとづく保育が実施さ
れていることを記録により確認することがで

B

A

メントをしたり、必要に応じて個別に指導をしていま
す。

きる。

・園における情報については、月に 2～3 回、全職員

□記録する職員で記録内容や書き方に差異が

が参加して行うミーティングや、職員連絡帳を通して

生じないように、記録要領の作成や職員への指

基本的に全職員が把握する仕組みが整備されていま

導等の工夫をしている。

す。また、週案打ち合わせや、献立打ち合わせなど、

□保育所における情報の流れが明確にされ、情

情報共有を目的とした会議の定期的な開催の取り組

報の分別や必要な情報が的確に届くような仕

みが行われています。

組みが整備されている。
□情報共有を目的とした会議の定期的な開催
の取組がなされている。
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子どもに関する記録の管理体制

・個人情報の取り扱いについては、園の規定の中に記

が確立している。

載され、書類の持ち出しの禁止や、保管や廃棄方法な

□個人情報保護規程等により、子どもの記録の

どについて定められています。

保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規定を

・個人情報の記載がある書類は鍵付きの収納で保管さ

定めている。
□個人情報の不適正な利用や漏えいに対する

B

A

れています。写真の管理については、園長が行ってい
ます。

対策と対応方法が規定されている。

・園で使用するパソコンはパスワードの設定がされて

□記録管理の責任者が設置されている。

おり、個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策

□記録の管理について個人情報保護の観点か

が図られています。

ら、職員に対し教育や研修が行われている。

・職員へは、個人情報の取り扱いについて、新任研修

□職員は、個人情報保護規程等を理解し、遵守

で周知するとともに、年度始めのミーティングにおい

している。

て全職員へ周知、確認を実施しています。

□個人情報の取扱いについて、保護者等に説明

・保護者へは、重要事項説明書にて説明するとともに、

している。

個人情報使用同意書にて同意を得ています。
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内容評価基準（20 項目）A－Ⅰ
評価分類・評価項目
A－１－(１)

保育内容
自己

評価

評価

結果

評価の理由（コメント）
・評価根拠

全体的な計画の作成

・全体的な計画は年度末に実施される、保育内容全体

1．保育所の理念、保育の方針や目標

の振り返りや、食育計画、保健計画、行事等の振り返

に基づき、子どもの心身の発達や家庭

り内容を反映し園長が作成しています。作成の際は、

及び地域の実態に応じて全体的な計

小規模園の特色を生かし、食事や睡眠などの生活習慣

画を作成している。

や、遊びの際の環境設定など、保護者の意見や意向を

□全体的な計画は、児童憲章、児童の権利に関

踏まえ、家庭と二人三脚で保育実践ができるよう配慮

する条約、児童福祉法、保育所保育指針などの
趣旨をとらえて作成している。

B

B

しています。今後は、さらなる職員参画のもとで全体
的な計画が作成されることが望まれます。

□全体的な計画は、保育所の理念、保育の方針

・全体的な計画は玄関に掲示し、保護者との保育内容

や目標に基づいて作成している。

の共有を図っています。また、日頃より園だよりや電

□全体的な計画は、子どもの発達過程、子ども

子媒体を使用したお知らせなどを通して、具体的な保

と家庭の状況や保育時間、地域の実態などを考

育のエピソードとともに保護者へ伝えています。

慮して作成している。

・全体的な計画は年度末の全職員が参加するミーティ

□全体的な計画は、保育に関わる職員が参画し

ングにて定期的に評価を行い、次の作成に活かしてい

て作成している。

ます。

□全体的な計画は、定期的に評価を行い、次の
作成に生かしている。

評価分類・評価項目
A－１－(２)

自己

評価

評価

結果

環境を通して行う保

評価の理由（コメント）
・評価根拠
・温度、室温については、日々計測し記録すると共に

育、養護と教育の一体的展開

必要に応じて空調の調整や換気を実施しています。採

2．生活にふさわしい場として、子ど

光については、照明やカーテンの開閉で随時調整し、

もが心地よく過ごすことのできる環

一人ひとりの子どもたちが心地よく過ごせるよう配

境を整備している。

慮しています。

□室内の温度、湿度、換気、採光、音などの環

・保育所内外の設備等については、安全点検チェック

境は、常に適切な状態に保持している。

リストによる定期的な点検を実施しています。また、

□保育所内外の設備・用具や寝具の衛生管理に

保育室内の清掃及び消毒は徹底し、日々の衛生管理に

努めている。
□家具や遊具の素材、配置等の工夫をしてい

B

B

努めています。
・家具はクッション材で角を保護するとともに、活動

る。

内容に応じて配置を変えるなど、子どもたちが安全な

□一人ひとりの子どもが、くつろいだり、落ち

環境で十分に遊びこめるよう、配置等の工夫をしてい

着ける場所がある。

ます。

30

□食事や睡眠のための心地よい生活空間が確

・保育室内はワンフロアーですが、ロールカーテンや

保されている。

棚で仕切ることで、子どもたちが落ち着いて過ごせる

□手洗い場、トイレは、明るく清潔で、子ども

よう配慮しています。また、保育室内に事務所を設置

が利用しやすい設備を整え、安全への工夫がさ

することで、保育者と 1 対 1 で落ち着いて絵本を読む

れている。

ことができるようにするなど、落ち着ける場所の確保
に努めています。
・玄関から手洗い場までの床には、丸や四角などの色
とりどりの模様が貼られ、散歩から帰園後、子どもた
ちが楽しみながら手洗い場まで行けるよう、工夫がさ
れています。

3．一人ひとりの子どもを受容し、子

・送迎時や面談で得られた、一人ひとりの子どもたち

どもの状態に応じた保育を行ってい

の情報を職員間で共有し、個人差に配慮した保育実践

る。

につなげています。

□子どもの発達と発達過程、家庭環境等から生

・子どもが安心して自分の気持ちを表現できるよう、

じる一人ひとりの子どもの個人差を十分に把

子どもの気持ちを聴く姿勢を大切にしています。保育

握し、尊重している。

者が一方的に伝えたり、代弁したりするのではなく、

□子どもが安心して自分の気持ちを表現でき
るように配慮し、対応している。

A

A

子どもが何を求めているかを様々な角度から考察し、
子どもの言葉を待つ姿勢を心掛けています。

□自分を表現する力が十分でない子どもの気

・職員は日ごろから、子どもの手本となるよう、丁寧

持ちをくみとろうとしている。

な言葉遣いでゆったりとかかわることを心掛けてい

□子どもの欲求を受け止め、子どもの気持ちに

ます。また、否定的な言葉ではなく、
「待っているよ」

そって適切に対応している。

「大丈夫だよ」など肯定的で、言葉で子どもが前向き

□子どもに分かりやすい言葉づかいで、おだや

に取り組めるような言葉遣いを心掛けています。さら

かに話している。

に園長は、職員の日ごろの言葉遣いを把握し、園の実

□せかす言葉や制止させる言葉を不必要に用

態に合わせた言葉遣いを見直す資料を作成するなど

いないようにしている。

の取り組みも実施しています。

4．子どもが基本的な生活習慣を身に

・一人ひとりの子どもの発達に合わせて、生活習慣が

つけることができる環境の整備、援助

身に付けられるよう、子どもたちが一人でできる部分

を行っている。

から始めることに取り組んでいます。できる部分から

□一人ひとりの子どもの発達に合わせて、生活

始め、保育者が十分に褒めることで自信につながるよ

に必要な基本的な生活習慣を身につけられる

う配慮しています。また、2 歳児からは個人用のロッ

よう配慮している。

カーを使用し、自分で朝の支度や片づけなどができる

□基本的な生活習慣の習得にあたっては、子ど
もが自分でやろうとする気持ちを尊重して援

B

A

ようにするとともに、玄関には散歩の準備の際に子ど
もたちが座る場所が分かるよう目印をつけるなど、子

助を行っている。

どもたちが自ら生活習慣に取り組みやすいよう環境

□基本的な生活習慣の習得にあたっては、強制

を整えています。

することなく、一人ひとりの子どもの主体性を

・生活習慣の習得にあたっては、焦らず少しずつ取り

尊重している。

組むことで一つずつ着実に身に付けられるよう配慮
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□一人ひとりの子どもの状態に応じて、活動と

しています。見守りながらも援助が必要かどうかを見

休息のバランスが保たれるように工夫してい

極め、子どもの意欲や達成感を妨げないよう必要に応

る。

じて声をかけるなどの取り組みを実施しています。

□基本的な生活習慣を身につけることの大切

・生活習慣を身に付けることの大切さについては、保

さについて、子どもが理解できるように働きか

護者など身近な存在への憧れや感謝の気持ちを感じ

けている。

ることをきっかけとして関わっています。一例とし
て、日ごろから保護者がきれいに服を畳んでくれてい
ることを伝えるとともに、「きれいに畳んであると気
持ちが良い」「きれいに畳んであるとうれしい」など
と伝えることで、子どもたちが自ら取り組む意欲につ
ながるよう配慮しています。

5．子どもが主体的に活動できる環境

・子どもが自主的に遊ぶことができるよう、玩具が取

を整備し、子どもの生活と遊びを豊か

り出せる環境が設定されているとともに、年齢に応じ

にする保育を展開している。

て、保育者が子どもに遊びたいことを訊き、玩具を選

□子どもが自主的・自発的に生活と遊びができ

んで遊べるよう配慮しています。

る環境を整備している。

・子どもの自発性が発揮できるよう、遊びの中で子ど

□子どもが自発性を発揮できるよう援助して

もの話に耳を傾けることを大切にしています。話の中

いる。

で、子どもから発信されたことや提案などを受け入れ

□遊びの中で、すすんで身体を動かすことがで

実現できるよう配慮しています。一例として、個々で

きるよう援助している。

作っていたブロックをつなげ合わせて大きな作品に

□戸外で遊ぶ時間や環境を確保している。

するなど、子どもの提案を実現することで、自発性を

□生活と遊びを通して、友だちなどと人間関係
が育まれるよう援助している。

B

A

発揮できるよう援助しています。
・遊びの中で、進んで身体を動かすことができるよう、

□子どもたちが友だちと協同して活動できる

日ごろから戸外活動を大切にするとともに、室内では

よう援助している。

リトミックや障がい物レースなどの活動を取り入れ

□社会的ルールや態度を身につけていくよう

ています。また、希望性で毎週火曜日に専門講師を招

配慮している。

き、体操教室を実施しています。体操教室は園内では

□身近な自然とふれあうことができるよう工

なく、園から徒歩 1 分程度の場所にある広いスペース

夫している。

で実施することで、さまざまな身体運動ができるよう

□地域の人たちに接する機会、社会体験が得ら

配慮しています。

れる機会を設けている。

・日ごろの遊びの中で、子どもたちが協働して活動で

□様々な表現活動が自由に体験できるよう工

きるよう援助しています。ごっこ遊びやブロック遊び

夫している。

を通して、並行遊びから模倣遊び、共同遊びへと発展
できるよう必要に応じた援助を行っています。
・散歩の前には、「横断歩道では止まって、手を挙げ
てから渡る」などの約束を必ず伝えることで、社会的
ルールや態度が身につくよう配慮しています。また散
歩の際は商店街の方や近隣の方に積極的に挨拶する
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などの取り組みが実施されています。
・園周辺は、小川や緑地など自然に触れあえる場所が
が多くあり、日ごろから散歩に出かけることで自然と
触れ合うことができるよう配慮しています。また園の
庭では、朝顔やスミレなどの花を育て、花の観察や虫
の観察などをしています。
・地域のイベントにて山車を引いたり、園のハロウィ
ン行事の際は、近隣の方々に協力いただいて実施する
ことや、消防署見学などを行うことで、地域の人たち
に接する機会、社会体験が得られる機会を設けていま
す。
6．乳児保育（0 歳児）において、養

・1 日のデイリープログラムはありますが、個々の生

護と教育が一体的に展開されるよう

活リズムに合わせ睡眠や食事（授乳）ができるよう環

適切な環境を整備し、保育の内容や方

境を整えています。一例として、保育室内に事務所を

法に配慮している。

置くことで、保育室だけでなく、1 対 1 でかかわるこ

□0 歳児が、長時間過ごすことに適した生活と

とが出来るスペースを設けています。また、個々の睡

遊び及び環境への工夫がされている。

眠リズムに合わせて午前や夕方に眠ることができる

□0 歳児が、安心して、保育士等と愛着関係（情
緒の安定）が持てるよう配慮している。

A

A

よう配慮しています。
・遊びについては、保育室内だけでなく、一人ひとり

□子どもの表情を大切にし、応答的な関わりを

の興味や関心に応じて、保育者と 1 対 1 でダンボール

している。

で作られた手作りの車に乗って遊んだり、保育室内を

□0 歳児が、興味と関心を持つことができる生

散策するなどの活動を楽しんでいます。

活と遊びへの配慮がされている。

・安心して保育士等と愛着関係が持てるよう、担当制

□0 歳児の発達過程に応じて、必要な保育を行

を取り入れ一人ひとりの生活リズムに合わせゆった

っている。

りと応答的に関わることを大切にしています。また、

□0 歳児の生活と遊びに配慮し、家庭との連携

援助する前には「口を拭くよ」「抱っこするよ」など

を密にしている。

必ず子どもに声を掛けてから行うことで安心感が持
てるよう配慮しています。
・発達過程に応じて十分に身体が動かせるよう、這い
這いやつかまり立ちが出来る場所の確保や、家具等を
片付けて十分に歩行が楽しめるよう配慮しています。
・保護者との連携については、家庭での喫食状況や、
提供食材の確認、食材の形状などについて共有し保育
につなげています。その際に、園主体で行うのではな
く、園が提案し家庭が主体として取り組めるよう配慮
しています。

7．1 歳以上 3 歳未満児の保育におい

・一人ひとりの子どものしようとする気持ちを尊重

て、養護と教育が一体的に展開される

し、状況に応じて、子どもの気持ちが落ち着くまで待
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よう適切な環境を整備し、保育の内容

ったり、見守ったり、必要に応じて手伝うなどの取り

や方法に配慮している。

組みが実践されています。

□一人ひとりの子どもの状況に応じ、子どもが

・サークルや可動式の棚などを使用し、部屋の使い方

自分でしようとする気持ちを尊重している。

を工夫することで、探索活動が十分にできるよう努め

□探索活動が十分に行えるような環境を整備

ています。

している。

・子どもの自我の育ちを十分に受け止められるよう、

□子どもが安定して遊びを中心とした自発的
な活動ができるよう、保育士等が関わってい

B

B

職員体制の充実を図るとともに、状況に応じて園長も
保育に入ることで、一人ひとりの子どもたちに丁寧に

る。

向き合えるよう配慮しています。また、子どもの声を

□子どもの自我の育ちを受け止め、保育士等が

大切にし、保育者が決めるのではなく子どもに「どう

適切な関わりをしている。

したら良いか」を投げかけ、子どもの主張を把握でき

□保育士等が、友だちと関わりの仲立ちをして

るよう努めています。

いる。

・友だちとの関わりでは、トラブルが起きた際などは

□様々な年齢の子どもや、保育士以外の大人と

形式的な謝罪のやり取りではなく、相手の気持ちに気

の関わりを図っている。

づけるよう仲立ちするなど、互いの気持ちを大切にす

□一人ひとりの子どもの状況に応じ、家庭と連

る関わりを心がけています。

携した取組や配慮がされている。

・保育士以外の大人との関わりとして、毎日の調理員
との関わりや体操教室の講師との関わり、また手遊び
や絵本の読み聞かせによる外部講師との関わりなど
が実施されています。

8．3 歳以上児の保育において、養護

・非該当

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。
□3 歳児の保育に関して、集団の中で安定しな
がら、遊びを中心とした興味関心のある活動に
取り組めるような環境を整え、保育士等が適切
に関わっている。
□4 歳児の保育に関して、集団の中で自分の力
を発揮しながら、友だちとともに楽しみながら
遊びや活動に取り組めるような環境を整え、保
育士等が適切に関わっている。
□5 歳児の保育に関して、集団の中で一人ひと
りの子どもの個性が活かされ、友だちと協力し
て一つのことをやり遂げるといった遊びや活
動に取り組めるような環境を整え、保育士等が
適切に関わっている。
□子どもの育ちや取り組んできた協同的な活
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動等について、保護者や地域・就学先の小学校
等に伝える工夫や配慮がされている。

9．障害のある子どもが安心して生活

・配慮が必要な子どもに対する個別支援計画を作成

できる環境を整備し、保育の内容や方

し、職員間で支援方法を検討し実践しています。個別

法に配慮している。

指導計画には、現在の本児の姿をはじめ、得意なこ

□建物・設備など、障害に応じた環境整備に配

と・好きなこと・本児が安定できる内容、保護者の願

慮している。

い・家庭との連携、また保健センター・療育センター

□障害のある子どもの状況に配慮した個別の

との連携の項目が設けられています。項目に沿って実

指導計画を作成し、クラス等の指導計画と関連

践された内容は、職員間で振り返り、次の目標につな

づけている。

げるなどの取り組みが行われています。

□計画に基づき、子どもの状況と成長に応じた
保育を行っている。

B

B

・保護者との連携については、1 歳から 2 歳に進級す
る際に、個別面談の中で必要に応じて発達過程と照ら

□子ども同士の関わりに配慮し、共に成長でき

し合わせ配慮する点などを共有しています。また、個

るようにしている。

別で支援が必要な際は、状況に応じた適切な支援を実

□保護者との連携を密にして、保育所での生活

施する旨を伝えています。

に配慮している。

・必要に応じて保護者の了承を得た上で、療育センタ

□必要に応じて、医療機関や専門機関から相談

ーや区の保健師と情報を共有し、適切な支援につなげ

や助言を受けている。

ています。

□職員は、障害のある子どもの保育について研

・職員は、戸外活動や夕方の異年齢で過ごす保育時間

修等により必要な知識や情報を得ている。

など、具体的な事例をもとに、適宜検討し、必要な知

□保育所の保護者に、障害のある子どもの保育

識や情報の把握に努めています。

に関する適切な情報を伝えるための取組を行
っている。
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10．長時間にわたる保育のための環

・家庭的でゆったりと過ごすことができるよう、早朝

境を整備し、保育の内容や方法に配慮

保育や延長保育の時間には保育者とのスキンシップ

している。

を多く持ち安心して過ごせるよう配慮しています。ま

□1 日の生活を見通して、その連続性に配慮し、

た、職員数を多く配置し、全職員が一人ひとりの子ど

子ども主体の計画性をもった取組となってい

もの保育にあたるという共有認識を持って取り組ん

る。

でいます。

□家庭的でゆったりと過ごすことができる環

・少人数でしか遊ぶことのできない玩具の提供や保育

境を整えている。

者と個別に過ごす時間を設けるなど、一人ひとりの子

□子どもの状況に応じて、おだやかに過ごせる
ように配慮している。

B

A

どもの欲求に応じて過ごせるよう環境の工夫に取り
組んでいます。また、一人ひとりの子どもの発言に耳

□年齢の異なる子どもが一緒に過ごすことに

を傾け、さまざまな遊びに挑戦する機会を多く持つこ

配慮している。

とで、一人ひとりの子どもが主役になって遊ぶ体験が

□保育時間の長い子どもに配慮した食事・おや

できるよう配慮しています。

つ等の提供を行っている。

・職員間の引継ぎについては、申し送り表を通して適

□子どもの状況について、保育士間の引継ぎを

切に行っています。申し送り表では、体調面などに関

適切に行っている。

する保健記録とその他の連絡事項などを記載し、書面

□担当の保育士と保護者との連携が十分にと

とともに口頭での引継ぎを行っています。また必要に

れるように配慮している。

応じて職員連絡網を通して情報共有を行っています。
・保護者との連携については、送迎時の際は担任が受
け入れ及び引き渡しを行い、日中の子どもの様子を伝
えています。その際に、保護者の言葉を大切にしコミ
ュニケーションを図り、小さなことでも気付けるよう
心がけています。

11．小学校との連携、就学を見通し

・非該当

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。
□計画の中に小学校との連携や就学に関連す
る事項が記載され、それに基づいた保育が行わ
れている。
□子どもが、小学校以降の生活について見通し
を持てる機会が設けられている。
□保護者が、小学校以降の子どもの生活につい
て見通しを持てる機会が設けられている。
□保育士等と小学校教員との意見交換、合同研
修を行うなど、就学に向けた小学校との連携を
図っている。
□施設長の責任のもとに関係する職員が参画
し、保育所児童保育要録を作成している。
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A－１－(３)

健康管理

・子どもの健康管理に関するマニュアルとして、市が

12．子どもの健康管理を適切に行っ

指定する健康管理マニュアルを使用しています。また

ている。

毎日の視診で把握された内容を申し送り表に記入す

□子どもの健康管理に関するマニュアルがあ

るとともに、保健日誌への記録を通して一人ひとりの

り、それに基づき一人ひとりの子どもの心身の

子どもの心身の健康状態の把握につなげています。

健康状態を把握している。

・子どもの体調悪化やけがについては、担任または担

□子どもの体調悪化・けがなどについては、保

当保育者が経過と共に報告し、その後の家庭での様子

護者に伝えるとともに、事後の確認をしてい

について聞き取っています。けがなどの状況に応じて

る。
□子どもの保健に関する計画を作成している。

B

A

は、園長が報告し、謝罪することもあります。
・子どもの保健に関する計画として、年間保健計画を

□一人ひとりの子どもの健康状態に関する情

立てています。保健計画には年間保健目標として「子

報を、関係職員に周知・共有している。

どもたちが心身ともに健やかに成長し、保育園生活を

□既往症や予防接種の状況など、保護者から子

快適に送ることができる」を掲げ、月ごとの目標に沿

どもの健康に関わる必要な情報が常に得られ

って、行事と計画、配慮事項、家庭との連携について

るように努めている。

記載されています。

□保護者に対し、保育所の子どもの健康に関す

・既往歴や予防接種の状況については、すこやか手帳

る方針や取組を伝えている。

にて記録し把握しています。

□職員に乳幼児突然死症候群（SIDS）に関す

・乳幼児突然死症候群への取り組みとして、0，1 歳

る知識を周知し、必要な取組を行っている。

児は 5 分ごと、2 歳児は 10 分ごとにチェックシート

□保護者に対し、乳幼児突然死症候群（SIDS）

を用いて確認しています。保護者へは、家庭でもうつ

に関する必要な情報提供をしている。

ぶせで寝ることが習慣にならないよう協力を求めて
います。

13．健康診断・歯科健診の結果を保

・健康診断、歯科検診の結果については、健診記録及

育に反映している。

び歯科健診記録、すこやか手帳にて記録され、関係職

□健康診断・歯科健診の結果が記録され、関係

員に周知されています。

職員に周知されている。

・絵本の読み聞かせやごっこ遊びを通して食事や歯の

□健康診断・歯科健診の結果を保健に関する計
画等に反映させ、保育が行われている。

B

A

大切さなどを伝える取り組みが実施されています。
・健診前に保護者から事前に相談を受けた際は、健診

□家庭での生活に生かされるよう保育に有効

時に医師に確認し、内容を結果表に記載するとともに

に反映されるよう、健康診断・歯科健診の結果

口頭で伝えています。

を保護者に伝えている。

14．アレルギー疾患、慢性疾患等の

・食事の提供等においては、除去食提供・配膳マニュ

ある子どもについて、医師からの指示

アルをもとに、子どもの状況に応じた適切な対応を行

を受け適切な対応を行っている。

っています。提供の際は、事前に該当する食材にチェ

□アレルギー疾患のある子どもに対して、
「保

ックを入れた献立を保護者に配布し確認しています。

育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を

確認された内容に対して、除去がない場合、除去があ

もとに、子どもの状況に応じた適切な対応を行

り持参食の場合、除去があり調理室内で除去食提供の

っている。

場合の 3 つのパターンに応じて、調理室での確認、保
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□慢性疾患等のある子どもに対して、医師の指
示のもと、子どもの状況に応じた適切な対応を

B

B

育士同士での確認、園長の確認など具体的な手順に沿
って食事が提供されています。

行っている。

・職員は、アレルギー疾患に関するミーティングでの

□保護者との連携を密にして、保育所での生活

情報共有やエピペンに関する研修などを通して必要

に配慮している。

な知識や情報を得たり、技術の習得に努めています。

□食事の提供等において、他の子どもたちとの
相違に配慮している。
□職員は、アレルギー疾患、慢性疾患等につい
て研修等により必要な知識・情報を得たり、技
術を習得している。
□他の子どもや保護者にアレルギー疾患、慢性
疾患等についての理解を図るための取組を行
っている。

A－１－(４)

食事

・食育年間計画を立て、食に関する豊かな経験ができ

15．食事を楽しむことができるよう

るよう配慮しています。年間計画では、「楽しい雰囲

工夫をしている。

気の中で、食べることを喜び、健やかに生活するため

□食に関する豊かな経験ができるよう、保育の

の基礎を育む」ことを年間目標・めあてとして掲げ、

計画に位置づけ取組を行っている。

年齢ごとに具体的な取り組み内容を記載するととも

□子どもが楽しく、落ち着いて食事をとれる環

に、食育に関する行事計画が立てられています。また、

境・雰囲気づくりの工夫をしている。
□子どもの発達に合わせた食事の援助を適切

A

A

「はぐくみごはん（育食）」として位置づけ、安全で
おいしい食事を提供し、子どもの健やかな成長を応援

に行っている。

することが述べられています。

□食器の材質や形などに配慮している。

・子どもが楽しく、落ち着いて食事がとれるよう献立

□個人差や食欲に応じて、量を加減できるよう

に入っている食材に関する絵本や手遊びを行ってか

に工夫している。

ら食事をはじめたり、「おいしいごはんのうた」を歌

□食べたいもの、食べられるものが少しでも多

うなどの取り組みが行われています。

くなるよう援助している。

・食べたいもの、食べられるものが少しでも多くなる

□子どもが、食について関心を深めるための取

よう苦手な物は一口食べてから、子どもに食べる量を

組を行っている。

訊いてみたり、食べてみたいと思えるまで待つように

□子どもの食生活や食育に関する取組につい

しています。

て、家庭と連携している。

・子どもが、食について関心を深めるために、食材に
触れる、においを嗅ぐ、野菜を栽培するなどの取り組
みを行っています。育てた野菜は、塩もみなどのクッ
キングにつなげたり、野菜スタンプなどの活動につな
げています。活動内容については、園だよりや電子媒
体を使用したお知らせなどを通して保護者に伝えて
います。
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16．子どもがおいしく安心して食べ

・一人ひとりの子どもに応じて、食材の切り方や刻み

ることのできる食事を提供している。

方を配慮するなど調理の工夫をしています。また、手

□一人ひとりの子どもの発育状況や体調等を

づかみ食べができるよう、スティック状で提供するな

考慮した、献立・調理の工夫をしている。

どの取り組みも実施されています。

□子どもの食べる量や好き嫌いなどを把握し

・日々の残食チェック表や調理員による喫食状況の確

ている。

認を通して、子どもの食べる量や好き嫌いなどを把握

□残食の調査記録や検食簿をまとめ、献立・調
理の工夫に反映している。

A

A

しています。また、月に 2 回程度実施される献立打ち
合わせにおいて、離乳食の進み具合などについて共有

□季節感のある献立となるよう配慮している。

しています。

□地域の食文化や行事食などを取り入れてい

・季節感のある献立となるよう、夏野菜のカレーライ

る。

スなど旬の食材を取り入れた献立や、行事食として、

□調理員・栄養士等が、食事の様子を見たり、

七夕そうめんや節分会食、ひな祭りメニューなどを取

子どもたちの話を聞いたりする機会を設けて

り入れています。

いる。

・日々の衛生管理については、衛生管理マニュアルや

□衛生管理の体制を確立し、マニュアルに基づ

衛生管理チェック表を用いて適切に行われています。

き衛生管理が適切に行われている。

A－Ⅱ 子育て支援
評価分類・評価項目
A－２－(１)

自己

評価

評価

結果

家庭との緊密な連携

評価の理由（コメント）
・評価根拠
・保護者との日常的な情報交換については、送迎時の

17．子どもの生活を充実させるため

コミュニケーションや電子媒体を通したお知らせな

に、家庭との連携を行っている。

どを通して行っています。お知らせでは、食育の様子

□連絡帳等により家庭との日常的な情報交換

や、子どもたちの製作など日々の活動の様子を写真と

を行っている。
□保育の意図や保育内容について、保護者の理

B

A

とともにコメントを添えて伝えています。
・園だよりや日々の活動写真の掲示、また個人面談や

解を得る機会を設けている。

懇談会などを通して保育の意図や保育内容について、

□様々な機会を活用して、保護者と子どもの成

保護者の理解を得る機会につなげています。

長を共有できるよう支援をしている。

・日々の保護者との情報交換の内容については、申し

□家庭の状況、保護者との情報交換の内容を必

送り表に記載しています。また、個別の面談の際は、

要に応じて記録している。

個人面談の記録として保管しています。

A－２－(２)

・子どもたちの日々の生活の様子について、連絡帳や

保護者等の支援

18．保護者が安心して子育てができ

お知らせ掲示板など、様々な方法を通して伝えていま

るよう支援を行っている。

す。また、送迎時の際に必要に応じて話す時間を設け

□日々のコミュニケーションにより、保護者と

たり、保護者の意見を尊重し寄り添うことで保護者と

の信頼関係を築くよう取組を行っている。

の信頼関係を築けるよう取り組んでいます。
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□保護者等からの相談に応じる体制がある。
□保護者の就労等の個々の事情に配慮して、相

B

A

・保護者からの相談に応じる体制として、個人面談や
懇談会が実施されています。個人面談の実施日時につ

談に応じられるよう取組を行っている。

いては、保護者の都合に合わせ、平日の送迎時に対応

□保育所の特性を生かした保護者への支援を

するなどの配慮がなされています。また、希望に応じ

行っている。

て随時行っています。

□相談内容を適切に記録している。

・保育所の特性を生かした取り組みとして、在園児を

□相談を受けた保育士等が適切に対応できる

対象として、園が休みの際に、園開放や読み聞かせ会、

よう、助言が受けられる体制を整えている。

製作など休日に親子で楽しめるプログラムを行って
います。
・相談を受けた職員が適切に対応できるよう、園長と
情報を共有するとともに、職員同士で相談しながら対
応できる体制が整えられています。

19．家庭での虐待等権利侵害の疑い

・虐待等権利侵害の兆候を見逃さないよう、送迎時の

のある子どもの早期発見・早期対応及

保護者との関わり方や、着替えの際の視診、歯の汚れ

び虐待の予防に努めている。

やオムツかぶれ、子どもの表情や保護者の表情の様子

□虐待等権利侵害の兆候を見逃さないように、

などの把握に努めています。

子どもの心身の状態、家庭での養育の状況につ

・虐待等権利侵害の可能性があると感じた際は、職員

いて把握に努めている。

会議で共有、協議するとともに法人代表へ報告し、必

□虐待等権利侵害の可能性があると職員が感

要に応じて関係機関との連携を図る体制が整えられ

じた場合は、速やかに保育所内で情報を共有

ています。

し、対応を協議する体制がある。
□虐待等権利侵害となる恐れがある場合には、

B

A

・虐待等権利侵害となる恐れがある場合には、必要に
応じて保護者に声をかけ保護者の相談に乗るととも

予防的に保護者の精神面、生活面の援助をして

に、保育時間の延長や代理者の迎えを可能にするなど

いる。

の取り組みが行われます。また、保護者の精神的なフ

□職員に対して、虐待等権利侵害が疑われる子

ォローや子どもに対して食事の提供を行うなどの取

どもの状態や行動などをはじめ、虐待等権利侵

り組みも行われます。

害に関する理解を促すための取組を行ってい

・虐待等権利侵害を発見した場合の対応等について

る。

は、虐待対応マニュアルや虐待対応ハンドブックを整

□児童相談所等の関係機関との連携を図るた

備しています。

めの取組を行っている。
□虐待等権利侵害を発見した場合の対応等に
ついてマニュアルを整備している。
□マニュアルに基づく職員研修を実施してい
る。
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A－Ⅲ 保育の質の向上
評価分類・評価項目
A－３－(１)

自己

評価

評価

結果

保育実践の振り返り

評価の理由（コメント）
・評価根拠
・日々の保育実践の振り返りについては各種指導計画

（保育士等の自己評価）

の項目にある、反省・評価にて行われています。また

20．保育士等が主体的に保育実践の

園長との面談の際に使用される自己評価シートをも

振り返り（自己評価）を行い、保育実

とに、子どもへの言葉がけや子どもの人権の尊重な

践の改善や専門性の向上に努めてい

ど、具体的な子どもとの関わりについて振り返ってい

る。

ます。

□保育士等が、記録や職員間の話し合い等を通

・各職員が実施した自己評価シートは、保育内容の項

じて、主体的に自らの保育実践の振り返り（自

目ごとに統計を出し、職員間で共有することで、互い

己評価）を行っている。
□自己評価にあたっては、子どもの活動やその

B

A

の学び合いや意識の向上につなげています。
・自己評価シートの統計から保育所全体の保育実践の

結果だけでなく、子どもの心の育ち、意欲や取

自己評価につなげています。一例として、言葉がけの

り組む過程に配慮している。

中で、援助をする前に必ず子どもに声を掛けたり、確

□保育士等の自己評価を、定期的に行ってい

認してから行うなどの具体的な保育実践につなげま

る。

した。

□保育士等の自己評価が、互いの学び合いや意
識の向上につながっている。
□保育士等の自己評価に基づき、保育の改善や
専門性の向上に取り組んでいる。
□保育士等の自己評価を、保育所全体の保育実
践の自己評価につなげている。
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