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（別紙） 

評価細目の第三者評価結果 

（児童分野 保育所） 

 

 
  評価対象Ⅳ  子どもの発達援助 
  Ⅳ－１ 発達援助の基本 

Ⅳ－１－（１） 保育計画は、保育の基本方針に基づき、地域の実態や保護者の意向
等を考慮して作成されていますか。 

第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 保育の理念、保育園の役割、保育の目標を掲げ、それを基本方針と保育計画に反映させている。近
隣の山や公園など豊かな自然環境を生かした保育が様々な行事にも活かされている。また保護者と
の意見交換については様々なアンケートを行い、希望や園に対する期待に応えていく工夫が見られ
る 

改善できる点／改善方法： 
 アンケートのフィードバックについて職員とのコミュニケーション不足をヒアリングや自己評価か
ら感じたので今後はコミュニケーションをより深められることを期待したい。 

Ⅳ－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
訂していますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 指導計画は毎月の職員会などで管理者のチェックされるとともに、各クラス担任で評価を行ってい
る。その結果は次月の計画に反映されている。 

改善できる点／改善方法： 
  

 
 
  Ⅳ－２ 健康管理・食事 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ－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ますか。 

第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 「保健衛生マニュアル」に基づいて健康管理実施されている。このマニュアルは症状ごとに園の対
応が記載されており細かな対応が期待できる。また個別の取組みとしては「健康管理記録票」にお
いて一人ひとりの健康状態を把握する体制ができている。園児の異常時においては看護師、主任、
園長への報告体制も確立されている。 

改善できる点／改善方法： 
 一部職員にマニュアルの未確認部分があるようなので、研修などで意識を高める工夫も実施された
い。 

Ⅳ－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
映させていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 検診結果は保護者に必ず報告されている。結果によっては看護師が直接説明するなど密な連絡を行
なっている。また月1回子供の様子を話し合うミーティングも実施されており、職員間での情報共有
を図り保育に反映させている 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－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
させていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 
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良い点／工夫されている点： 
 歯科検診の結果は、検診当日に保護者へ報告している。またその結果を児童票ファイルにおいて子
供一人ひとりの管理を職員が行なっている。歯科検診によって子供が歯に対する関心が高まるよう
「歯磨き指導」を歯科衛生士が行なうなど歯の健康管理に力を入れている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－２－（４）感染症への対応については、マニュアルなどがあり、発生の状況を必
要に応じて保護者、全職員に連絡していますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 感染症対応マニュアルに基づいて、感染症発生時には保護者向けに掲示板に「感染症の特徴、潜伏
期間、対策、注意すべきこと」などの情報を公開している。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－２－（５）専門医から指示があった場合、アレルギー疾患をもつ子どもの症状に
応じて適切な対応を行っていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 アレルギー児給食対応マニュアル及び医師の指示書に従い除去食対応を行なっている。食物アレル
ギー児給食記録票を整備し、保護者からの連絡事項、除去食の内容を把握できている。給食の配膳
時にはトレーに名前を付ける、また複数の職員でチェックするなど間違い防止の取組みを行なって
いる。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－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
かしていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 喫食状況を把握するため月1回の調理師と保育士との話し合いの場を持っている。また給食日誌の活
用や調理師が子供と一緒に食事をすることで子供の現状を把握する取組みを行なっている。また一
人ひとりの体調を考慮し食事量、乳児の離乳食にも注意を払っている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－２－（７）子どもたちが食事を楽しむことができるように工夫をしていますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 楽しい食事ができる取組みは常に検討し、実践されている。例えば幼児クラスの月2回のランチデー
においてお遊戯室で多くの友達と一緒に食事をしたり、ミニバイキング、BGMを流すなど楽しく食
事をする雰囲気作りを行なっている。 

 また食育の一環として、子供たちが育てた野菜を給食に取り入れることや、食べ物の栄養について
食品群を色分けし食事に関心をもってもらうような工夫を行なっている。 

改善できる点／改善方法： 

 

Ⅳ－２－（８）子どもの食生活について家庭と連携していますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 家庭とのコミュニケーションの取組みとして、保護者へ献立表の他にも毎月食育レシピ（給食だよ
り）を配布し、子供に人気のある食事などの調理方法などをお知らせし、家庭でも食育やコミュニ
ケーションのキッカケとして活用いただけるような取組みを行なっている。 

 また実際の食事を展示食として週2回、保護者に見ていただける機会をもっている。  

改善できる点／改善方法： 
 保護者が試食できる機会なども今後の課題として検討されてもよいのではないしょうか。 
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  Ⅳ－３ 保育環境 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

Ⅳ－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ますか。 第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 室内、運動場など子供が過ごす場所それぞれで細かな配慮が行き届いている。室内においてはエア
コン、湿温計などで快適な空間になっており、各部屋に空気清浄機も配置されハウスダストや花粉
症対策などの対応もできている。またタタミスペースを設けるなど家庭的なくつろぎを味わえる空
間もある 

 また園庭や運動場ではプール設備や食育にもつながる菜園コーナーなども充実している。遊具につ
いては毎日の点検も行なわれ安全面の配慮にも注意している。新しい遊具の購入についても、計画
され近々に設置予定となっている。 

 清掃に関しては室内外ともに非常に清潔で整理整頓が行き届いている様子であった。また園舎外階
段のスペースを利用したもの置き場においては、竹馬や三輪車などが整理整頓され子供が片づけを
行なう習慣を身に付けるという目的もはっきりしており印象に残った。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－３－（２） 生活の場に相応しい環境とする取り組みを行っていますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 室内においてはタタミコーナー、園庭では菜園コーナーなど日常生活を意識した環境が感じられる
。保育園での生活において、掃除、給食当番など子供に役割を与え実践することで社会性を身に付
ける取組みも印象に残った。午睡時には室内を薄暗くするなど保育環境も整っている。 

 子供一人ひとりへの対応については２人担任制を敷いていることもあり、保育士にゆとりを感じ暖
かく対応していた。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
  Ⅳ－４ 保育内容 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

Ⅳ－４－（1） 子ども一人ひとりの理解を深め、受容しようと努めていますか。 第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 指導計画の中にも「個別の配慮」という項目があり園児一人ひとりの特徴を把握した上で受容しよ
うとしている。 

 子供への言葉がけにも一人ひとりの子供の状況に応じて言葉を選ぶよう努力しており、例えば新入
園児や登園児に泣く子供に対しても暖かな言葉遣いを心がけている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－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ますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 衣服の脱ぎ着は子供の主体性を最大限に考えながら、脱ぎ方、たたみ方についてもそばにいて見守
っている。 
 排尿などの生理現象についても一人ひとりの間隔を把握するよう努めており、せかしたりすること
のないように心がけている。午睡時に眠くない子供には、別の部屋に誘導し読み聞かせをするなど
の配慮も行なっている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－４－（３） 子どもが自発的に活動できる環境が整備されていますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 保育者が遊びを提供するばかりではなく、子供が何をしたいかを聞いたうえで遊ぶよう努力してい
る。自由遊び時には、室内スペースを有効に利用することで遊べる場所もあり、保育士や子供が工
夫して楽しんでいる。また保育士の手作りおもちゃを使用することでものの大切さを教えることも
できている。その他に遊具の使用において、例えば「ブランコ遊び」について「危険だから使用し
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ない」とするのではなく、保育士が見守りながら危険につながらない方法や危険を予知することを
子供に教え、自主性を重んじていることは評価できる。 

改善できる点／改善方法： 
 職員の自己評価では老朽化などの理由から新規遊具の購入を希望も多く聞かれたが、限られた予算
の中で、いかに今あるおもちゃを更に楽しく使う方法があるのかなどを子供たちと一緒に考えるこ
とも検討されたい 

Ⅳ－４－（４） 身近な自然や社会と関われるような取り組みがされていますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 園周辺の豊かな自然環境を十分に活かした活動が保育計画に盛り込まれている。散歩、山登り、遠
足等を通じて「よく歩く」ということが実施されている。その他にもプチZOO（動物園）では動物と
触れ合う機会も子供たちの楽しみになっている。社会との関わりについてはコミュニティバスの利
用や近隣の公園で地域の方との交流も多い。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－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していますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 絵本や紙芝居の読み聞かせの時間を毎日の生活の中に取り入れている。 
 子供の好きな音楽を流したりすることや、毎朝踊ったり歌ったりする時間を設け楽しく生活できる
工夫をしている。 

 季節に合わせた素材を使った作品を制作し、保育室へ飾りつけを行なっている。その作品も年度末
には家庭へ持ち帰っていただくようにしている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－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ますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 夏季（７月末から８月）は異年齢の縦割り保育を行なうことにより、年上の子供が年下の子供の面
倒を見るなど思いやりをもった子供の成長を目指している。特に年長クラスでは社会において重要
な順番待ちや当番制による掃除などルールを身につけるための取組みを積極的に行なっている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅳ－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ますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 ケンカなどした時子供同士の気持ちを受け止め、お互いの気持ちが受け止められるよう配慮してい
る。子供がなるべく自分の意見が言えるよう言葉がけや雰囲気作りに各保育者が心がけている。 

改善できる点／改善方法： 
 子供の権利擁護に関する研修などの受講により更なる理解を深めていかれることを期待します。 

Ⅳ－４－（８） 性差への先入観による固定的な観念や役割分業などの意識を植え付
けないよう配慮していますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 男女平等の取組みとして当番制の中で、性差への先入観による固定的な観念や役割分業の意識を植
え付けないような言葉使いなど意識している。また男性保育士が２名在籍することで、母子家庭の
子供には大きな効果、影響があるように感じられた。 

改善できる点／改善方法： 
  

Ⅳ－４－（９） 乳児保育のための環境を整備するなど、保育の内容や方法に配慮し
ていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 
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良い点／工夫されている点： 
 ひとりひとりの子供の状態に応じてスキンシップを十分に取っている。SIDSに関しては呼吸センサ
ーを設置するなどの対策も行なっている。保育室横にはミニプールがあり、室内だけではなく外で
も安全に遊べるスペースを確保している。また授乳、食事、おむつ交換、睡眠などについても個別
に随時保育士が記録し、お迎え時など保護者へ報告している。また家庭での状況を知るために保護
者との連絡帳で情報交換を行い保育に活かしている。 

改善できる点／改善方法： 
  

Ⅳ－４－（１０） 長時間にわたる保育ための環境を整備し、保育の内容や方法に配
慮していますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 長時間保育の週間予定が玄関に掲示してあり、どのような保育（遊び、軽食など）がされるのか保
護者にも分かりやすく安心感を与える。保育内容については長時間延長マニュアルにも記載されて
いる。長時間保育の部屋については別途確保されている。現在は子供も尐ないため、異年齢の子供
たちが一緒に家庭的な環境で過ごすことができるというメリットもある。遅番との職員間の引継ぎ
時に口頭だけではなく引継ぎノートの活用などで記録に残すような取組みもしている。 

改善できる点／改善方法： 
   

Ⅳ－４－（１１） 障害児保育ための環境を整備し、保育の内容や方法に配慮してい
ますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 障害児については個別に援助計画があり、毎日保護者との連絡を欠かさないようにしている。また
職員も障害児保育に携わるものは障害児保育に関する研修も受講し、理解を深め保育に活かす取組
みを実践している。バリアフリーへの対応については階段の手すり、トイレの洋便器、上靴のまま
トイレが使えるなど工夫が見られる。 
その他「障害児に対する安全マニュアル」も作成されており、障害別の特徴や留意事項など対応方
法が記載されている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 
  評価対象Ⅴ  子育て支援 
  Ⅴ－１ 入所児童の保護者の育児支援 

Ⅴ－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
行っていますか。 

 第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 ５月の個別懇談会は全入所児童を対象に、１２月には年長児対象の個別懇談会を開催している。日
常的には送迎時に積極的にコミュニケーションをとるよう努力している。乳幼児、障害児の保護者
へは連絡帳で一日の保育の様子をお知らせするようにしている。事情を抱えている保護者について
は、担任だけではく主任や園長も一緒にサポートする体制をとっている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅴ－１－（２） 家庭の状況や保護者との情報交換の内容を必要に応じて記録してい
ますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 保護者とのやりとりは必要に応じて個別記録表や家庭調査記録に記録している。乳幼児や障害児を
持つ保護者に対しては、より多くの情報交換に努めており詳細な記録を残している。記載する内容
については岐阜市の基準に基づいて行なっており、その研修も受講している。個別懇談会の内容に
ついても園長に報告する仕組みが確立している。 

改善できる点／改善方法： 
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Ⅴ－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ますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 送迎時のコミュニケーション、個別懇談会等の他に年２回の保育参加やクラス懇談会、保護者向け
の講演会の開催など保護者との共通理解を得るための取組みを積極的に行なっている。また保護者
の休みを考慮した保育体験などを通じて自分の子供だけではなく、他の子供の様子も見てもらうよ
うな試みも計画されている。 

改善できる点／改善方法： 
  

Ⅴ－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ますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
保護者対応マニュアルに基づいて、虐待が疑われる子供についてはその対応、発見、情報収集、通
報など園長、市、地域、児童相談所に速やかに連絡をとり、迅速な対応が出来る体制ができている
。保育士も普段の着替え時などに身体チェックをするなど意識を高めている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅴ－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ますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 虐待が疑われる子供を発見した場合は、マニュアルに基づいて園長への報告がきちんと行なわれて
いる。その後園長から児童相談所や市などの関係機関との連携によって、保護者との個別面談など
の対応が行なわれている。 

改善できる点／改善方法： 
 職員間での情報共有と個人情報・プライバシーとの相反する関係を考慮し、どこまでの職員が情報
を共有するのかなどの基準を確立を検討されたい。 

Ⅴ－１－（６）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 ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 現在は一時保育の利用は尐ないので、一時保育の保育室や専任の担当者など別個には確保されては
いない。利用があるときは事務室に情報が知らされている。保育に関しては通常保育のクラスで一
緒に生活している。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
  評価対象Ⅵ  運営管理 
  Ⅵ－１ 安全・衛生管理 

Ⅵ－１－（１） 事故や災害に適切に対応できるマニュアルがあり、全職員に周知
されていますか。 

第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 「事故災害対策マニュアル」「食中每発生マニュアル」などが保育士自身の手で作成されており
、読み合わせや勉強会などを積極的に開催している。また状況に応じて随時マニュアルの改訂な
どの話し合いも行なわれている。 

改善できる点／改善方法： 
  

Ⅵ－１－（２） 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
具体的な取り組みを行っていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 毎年度ごとに避難計画が作成され、火災、地震、風水害などの避難訓練を毎月実施している。避
難経路も色分けの矢印が表示してあるなど分かりやすくするための工夫も見られる。 
安全管理マニュアルに基づいたチェックリストを活用し、毎日のチェックを欠かさず行なってい
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る。園内の安全が疑われる場所についてはあらかじめ進入禁止や事故防止のカバーを取り付ける
など実際の行動にも活かされている。また園児に対しても交通安全教室を行なうなど事故防止の
取組みも積極的に推進している。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅵ－１－（３） 食中每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ますか。 

Ａ・○Ｂ ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 「保健衛生マニュアル」内に「食中每発生マニュアル」が規定されており、食中每発生時の対応
が示されている。マニュアルには発生時の対応だけではなく、調理員・保育者・園児ごとに発生
の予防策も検討されており先進的な取組みは評価できる。 

改善できる点／改善方法： 
 食中每など生命の危機にも関わることは、正職員のみならず、契約職員やパート職員まで全職員
への周知の徹底を目指されたい。研修会の開催などでより一層の周知徹底に期待したい。 

Ⅵ－１－（４） 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
に実施されていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 「保育所給食マニュアル」が規定されている。年３回の定期検査も行なわれ薬剤師によるチェッ
クもしっかり行なっている。日々の取組みとしては床の掃除、食器保管庫、冷蔵庫の消每を行い
害虫の侵入を避けることに取り組んでおり、毎日衛生面には注意を払っている。 

改善できる点／改善方法： 
 

Ⅵ－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
囲されていますか。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 保育園独自の「不審者対応マニュアル」を作成し、また安全管理の研修担当が毎月交代されてい
ることもあり職員に広く周知されている。自分が研修担当として行なうことによって職員一人ひ
とりに責任感が生まれるという効果は非常に大きいと感じた。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
 
  評価対象Ⅷ  個別サ－ビス着眼点（岐阜県独自項目） 
  Ⅶ－１ 安全管理面でのサ－ビス 

 
 
  
 
 
    

Ⅶ－１－（１） 外部から侵入に対する対応策がとられていますか。 第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 外部侵入に対するマニュアルが作成されており、訓練も実施している。園内への侵入を防ぐ施錠に
ついても一箇所だけではなく、複数個所の施錠を行なうなどの対策を施している。また玄関などに
カラーボールも設置されておりいざというという時の備えをしている。 

改善できる点／改善方法： 
 

 
  Ⅶ－２ 保護者とのコミュニケ－ション 

    
 
 
 
 
 

Ⅶ－２－（１） 保護者の保育参加を促すような工夫をしていますか。 第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 保護者参加行事はほぼ毎月計画されており、園だよりなどを通じて事前に連絡している。またなる
べく保護者の方が参加しやすいような曜日（土曜日）などにも行事を開催したり、年間計画表を配
布し予定を組みやすいようにするなどの配慮もされている。 
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改善できる点／改善方法： 
 

Ⅷ－２－（２） 保護者会組織等への活動の援助や意見交換を行っていますか。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点：  
 保護者会・役員会など開催時には園を代表して園長が出席している。また園の好意で絵本室を利用
できる。保護者会の行事にも職員が参加して一緒に活動している。 

改善できる点／改善方法： 
  

 
 
  Ⅶ－４ 保育所・幼稚園・小学校との連携 

Ⅷ－４－（１） 保育所・幼稚園・小学校との連携した取り組みを行っていますか。 第三者評価結果 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ 

良い点／工夫されている点： 
 進学する小学校には保育要録を提出している。年長クラスが年１回キッズトントンという行事で小
学校に行き交流している。広範囲からの通園もあり複数の小学校に進学しているため、現状は地域
の小学校との交流はあまり多くないが、園から地域の小学校や児童館などにも積極的に交流を図っ
ている。 

改善できる点／改善方法： 
  

 


