
評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念が明文化されている。 ａ

Ⅰ－１－（１）－②　理念に基づく基本方針が明文
化されている。

ａ

Ⅰ－１－（２）－①　理念や基本方針が職員に周知
されている。

ａ

Ⅰ－１－（２）－②　理念や基本方針が利用者等に
周知されている。

ａ

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　中・長期計画が策定されてい
る。

ａ

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－（２）－①　事業計画の策定が組織的に行
われている。

ａ

Ⅰ－２－（２）－②　事業計画が職員に周知されて
いる。

ａ

Ⅰ－２－（２）－③　事業計画が利用者等に周知さ
れている。

ａ

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－（２）　事業計画が適切に策定されている。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立されている。

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－２　事業計画の策定

Ⅰ－１－（２）　理念や基本方針が周知されている。



評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

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。

ａ

Ⅰ－３－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理
解するための取り組みを行っている。

ａ

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。

ａ

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。

ａ

第三者評価結果 コメント

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。

ａ

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。 ａ

第三者評価結果 コメント

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。

ａ

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。

ａ

Ⅱ－２　人材の確保・養成

Ⅱ－２－（１）　人事管理の体制が整備されている。

Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　経営状況の把握

Ⅱ－１－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。



評価結果詳細（保育所）

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。

ａ

Ⅱ－２－（２）－②　職員の福利厚生や健康の維持
に積極的に取り組んでいる。

ａ

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

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）－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。

ａ

Ⅱ－２－（４）－①　実習生の受け入れと育成につ
いて基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、積極
的な取組をしている。

ａ

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　緊急時（事故、感染症の発生
時など）における利用者の安全確保のための体制が
整備されている。

ａ

Ⅱ－３－（１）－②　災害時に対する利用者の安全
確保のための取組を行っている。

ａ

Ⅱ－３－（１）－③　利用者の安全確保のためにリ
スクを把握し対策を実行している。

ａ

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域とのかかわりを
大切にしている。

ａ

Ⅱ－４－（１）－②　事業所が有する機能を地域に
還元している。

ａ

Ⅱ－４－（１）－③　ボランティア受け入れに対す
る基本姿勢を明確にし、体制を確立している。

ａ

Ⅱ－４　地域との交流と連携

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－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）　実習生の受け入れが適切に行われている。

Ⅱ－３　安全管理

Ⅱ－３－（１）　利用者の安全を確保するための取組が行われている。



評価結果詳細（保育所）

Ⅱ－４－（２）－①　必要な社会資源を明確にして
いる。

ａ

Ⅱ－４－（２）－②　関係機関等との連携が適切に
行われている。

ａ

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズを把握して
いる。

ａ

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。

ａ

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。



評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－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もつための取組を行ってい
る。

ａ

公益財団法人鉄道弘済会が作成する中期経営計
画「ＫＯＵＳＡＩ創る2014」、保育方針、保育
目標、「望ましい保育者像マニュアル」等に、
利用者を尊重したサービス提供を行うことが明
示されている。「ＫＯＵＳＡＩ創る2014」の内
容について、法人役員による園内研修を通じて
職員の共通認識を図っている。園児の名前表
示、ホームページへの写真掲載等は、保護者の
同意書の提出を確認して行っている。連絡ノー
トや保護者役員会等で利用者の要望や意向を把
握し、サービス提供の共通理解を深める取り組
みを行っている。

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。

ａ

法人が策定した「個人情報保護方針」、「プラ
イバシー保護マニュアル」を具備している。プ
ライバシー保護に関しては、「入園のしおり」
への掲載や園内掲示することで利用者に周知し
ている。室内にパーテーションを設置したり死
角になる場所で園児の着替えやおむつ替えをす
るように心がける等、来園者の目に触れないよ
う配慮する取り組みを行っている。

Ⅲ－１－（２）－①　利用者満足の向上を意図した
仕組みを整備し、取組を行っている。

ａ

月1回接遇委員会を開催し、利用者の満足度向
上に向けた取り組みを行っている。接遇職員ア
ンケート、接遇利用者アンケート、給食アン
ケート等を実施し、利用者の満足度を把握し、
アンケート集計結果は、玄関正面に掲示してい
る。職員は、年1回自己評価の中で仕事への心
構え、接遇面、改善点を明確にすることにより
利用者満足の向上に資する取り組みを行ってい
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。

ａ

年2回実施している個人面談、懇談会、保育参
加の際に、保護者が意見を述べやすい環境を整
え、丁寧に対応している。玄関に、「おひさま
ポスト」（意見箱）を設置し、利用者が気軽に
意見を言える配慮をしている。面談は随時受け
付けており、希望や内容に応じて担任の他に所
長、主任保育士、栄養士、調理師、看護師が同
席し対応している。

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

「苦情解決仕組みマニュアル」、「意見対応マ
ニュアル」に基づき、苦情の受付及び解決の仕
組みを整備している。第三者委員を配置し、中
立的な立場で適切に解決する制度を導入してい
る。保護者に対しては、「入園のしおり」、
「園だより」に明記すると共に玄関に掲示し周
知する取り組みを行っている。

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。

ａ

「苦情解決仕組みマニュアル」、「意見対応マ
ニュアル」に基づき、クラス会議、リーダー会
議、職員会議等で対応の検討を行い、必要に応
じて戸田市役所や法人に相談し的確に対応でき
るよう努めている。「おひさまポスト」に投函
された意見や要望の返答は、玄関のホワイト
ボードに掲示し情報を開示している。

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

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

Ⅲ－１－（２）　利用者満足の向上に努めている。

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。



評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果

Ⅲ－２－（１）－①　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。

ａ

法人内の全保育所が、3年周期で第三者評価を
受審する体制を構築し、福祉サービスの見直し
を実施している。受審結果は、法人のホーム
ページで閲覧できると共に保護者にも報告する
ことで、園の運営の透明性を図っている。

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、改善策・改善実施
計画を立て実施している。

ａ

第三者評価や監査結果は、職員会議で報告し、
クラス会議やリーダー会議で改善点等を検討
し、必要であればマニュアル等を変更し保育の
質の向上に反映できるような取り組みを行って
いる。

Ⅲ－２－（２）－①　提供するサービスについて標
準的な実施方法が文書化されサービスが提供されて
いる。

ａ

保育、調理、感染症対応、健康管理、危機管
理、安全管理等の個々のサービスについて、標
準的な実施方法に関するマニュアルを整備して
いる。一つのファイルにまとめられたマニュア
ルは、事務所及び各保育室に常備し、必要に応
じて閲覧できる体制を整えている。

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。

ａ

個々のサービスの標準的な実施方法を明記した
マニュアルは、毎年2～3月頃にクラス会議・
リーダー会議等において見直しの検討を行って
いる。年度途中においても、必要に応じて上記
会議以外に安全会議・職員会議・給食会議・
ケース会議等で見直しの検討を行い、サービス
の質の向上を図るように取り組んでいる。

Ⅲ－２－（３）－①　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る。

ａ

園児に対するサービスの実施状況は、「成長の
記録」・「発達記録」・「健康の記録」・「連
絡ノート」や各種会議録等に記録している。
「連絡ノート」は、複写式を使用し一部を園で
保管することで、継続的な保育ができる取り組
みを行っている。各クラスごとに年間指導計
画・月間指導計画・週案を作成し、実施内容を
日誌に記録している。年2回の個人面談におい
ても「面談記録」を作成している。

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。

ａ

利用者に対する記録は、「戸田駅前保育所運営
管理規定」第16条（保育経過の記録）に基づ
き、所長の責任により管理している。利用者の
個人情報に関する書類は、事務所内の鍵のかか
る書庫に一括して保管し、鍵は所長が管理して
いる。法人の「個人情報管理台帳」に基づき、
記録の保存や保管を行っている。園児の日常の
記録については担任が行い、保健に関する記録
については看護師が責任を持って管理してい
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。

ａ

利用者の状況等に関する情報は、「ケース会議
録」・「リーダー会議録」・「職員会議録」・
「食育会議録」・「職員連絡ノート」等に記録
し、職員の共通認識を図っている。

Ⅲ－２－（３）　サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ－２－（１）　質の向上に向けた取組が組織的に行われている。

Ⅲ－２　サービスの質の確保

Ⅲ－２－（２）　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。



評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－３－（１）－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る。

ａ

法人のホームページ「すこやかねっと」におい
て、保育理念を始め全国23か所の保育園を紹介
すると共に、各保育園のページには、保育所概
要・施設紹介・園の平面図等の他に園の行事の
様子をブログでわかりやすく紹介することで、
利用希望者に対して必要な情報を提供してい
る。園内見学希望者は随時受け付けており、
「見学者案内マニュアル」に基づき、できるだ
け園児が活動している時間帯に案内すること
で、日常の様子を直接見ていただく取り組みを
行っている。各年齢の行事の様子や給食の写真
等を閲覧することで、わかりやすく紹介する工
夫を施している。質疑応答等においても見学者
の要望に柔軟に対応する取り組みを行ってい
る。

Ⅲ－３－（１）－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る。

ａ

入園説明会において、保育園利用に関する詳細
を記した「入園のしおり」を配布し、法人の保
育理念、園の保育目標・保育方針や保育生活全
般にわたる説明を行っている。子どもの健康や
食に関しては、慢性疾患やアレルギーのある新
入園児に対する薬や食事の配慮等を看護師、栄
養士、調理師等の専門職員から丁寧に説明・指
導を行っている。入園説明会に参加できない保
護者に対しては、希望の日時に来園してもらい
同様の説明を行う取り組みを行っている。

Ⅲ－３－（２）－①　事業所の変更や家庭への移行
などにあたりサービスの継続性に配慮した対応を
行っている。

ａ

「退園児の対応マニュアル」に基づき、必要に
応じて保護者の同意を得たうえで転園先へ情報
を提供したり、退園後も遊びに来たり相談でき
る体制を整え、サービスの継続性に配慮した退
園手続を行っている。卒園の際は、小学校に
「保育所保育要録」を提出し、小学校教諭との
面談を行う連絡会を実施し、卒園児が安心して
小学校生活を送れるように小学校との連携を
図っている。

第三者評価結果 コメント

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。

ａ

入園説明会において、子どもの生育歴・家庭で
の生活リズム・授乳・食事・排泄等を記載する
「生育表」と、子どもの健康状態・既往歴・予
防接種歴・検診の結果を記載する「健康の記
録」を配布し、保護者が記載した内容を参考に
しながら個人面談を実施し、子どもの様子をで
きるだけ詳しく把握したうえで入園していただ
く取り組みを行っている。0歳児に対しては、
「離乳食食材チェック表」・「調乳ボード」を
活用し、家庭での生活を継続した授乳や食事の
提供を行っている。園と家庭での様子を両者が
把握するための「連絡ノート」には、起床時
間・就寝時間・食事・排泄・健康状態等を記載
してもらうことで、子どもの状態を把握できる
仕組みを構築している。

Ⅲ－３　サービスの開始・継続

Ⅲ－３－（１）　サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ－３－（２）　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

Ⅲ－４　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。



評価結果詳細（保育所）

Ⅲ－４－（２）－①　サービス実施計画を適切に策
定している。

ａ

サービス実施計画は、保育課程に基づいて「年
間指導計画」・「月間指導計画」・「週案」・
「日案」を策定している。「個人面談」・「保
育参加」・「懇談会」は、各年2回実施し、保
護者の要望や意向を把握し、「クラス会議」や
「リーダー会議」等で検討している。隔月開催
する「ケース会議」において、子どもの様子や
必要な保育に関する職員間の共通認識を図る取
り組みを行っている。

Ⅲ－４－（２）－②　定期的にサービス実施計画の
評価・見直しを行っている。

ａ

「保育課程」、「年間行事計画」は、リーダー
会議で2月に見直し、継続や改善を検討してい
る。「年間指導計画」は、新担任が前年度末ま
でに策定し、園長、主任保育士、リーダー保育
士が見直しを行っている。「月間指導計画」
は、クラスごとに毎月20日までに作成し、園
長、主任保育士、リーダー保育士が確認してい
る。

Ⅲ－４－（２）　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。



評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　保育所の保育の方針や目標に
基づき、発達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や
家庭及び地域の実態に即した保育過程を編成してい
る。

ａ

保育理念、保育方針、保育目標を明確に示すと
共に、提供する保育サービス、環境・衛生管
理、安全対策事故防止、特別支援保育、保護者
支援、特別活動、小学校との連携、在宅子育て
家庭支援、地域支援・交流等、子どもの心身の
発達等に基づく保育課程を編成する取り組みを
行っている。毎年2月に小学校との交流会を実
施し、卒園児がスムーズに就学できるようにす
る取り組みを行っている。

Ａ－１－（１）－②　乳児保育のための適切な環境
が整備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

乳児が安全かつ快適に過ごせるように空気清浄
機や加湿器を設置している。保護者と連携を図
り、家庭で使用しているミルクを提供したり、
家庭で食べられるようになったものを提供する
取り組みを行っている。授乳や食事の状況は
「離乳食食材チェック表」を活用している。月
齢や生活に合わせた「コーナー」を設置し、発
達に合わせた遊びや食事、睡眠ができるように
するための環境を設定する取り組みを行ってい
る。0歳～1歳5ヶ月までは、毎月子ども一人ひ
とりの「ねらい」を策定し、「ねらい」に基づ
く保育サービスを提供すると共に、「成長の記
録」と「発達記録」に記録する取り組みを行っ
ている。

Ａ－１－（１）－③　１・２歳児の保育において養
護と教育の一体的展開がされるような適切な環境が
整備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

食事や朝夕の遊び等において、異年齢の子ども
が一緒に過ごし交流する機会を確保している。
子どもができるようになったことを子どもと喜
び合いながら、基本的生活習慣の自立を援助す
る取り組みを行っている。月齢に合わせた遊び
を行うと共に、散歩を通じて季節の移り変わり
を体験的に習得する取り組みを行っている。戸
外遊びに力を入れており、長い距離を散歩した
り、近隣の公園にある雲悌を利用して筋力をつ
ける遊びを行う等、丈夫な身体作りを目指した
取り組みを行っている。近隣の家庭菜園に散歩
に行き、野菜や果実が生長する過程を観察する
取り組みを行っている。調理スタッフが給食の
食材説明を行う等の食育活動を行っている。

Ａ－１－（１）－④　３歳以上の保育において養護
と教育の一体的展開がされるような適切な環境が整
備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

担任による年齢別保育を行っているが、朝夕の
自由遊び、午睡、給食等は異年齢で過ごす取り
組みを併せて行っている。生活や遊びを通じ
て、年下の子は年上の子に憧れの気持ちを持っ
たり、年上の子は年下の子に優しくすることの
大切さを学ぶ機会を設ける取り組みを行ってい
る。子どもたちの「シュタイナー絵画作品」は
保育室に展示している。5歳児は近隣の畑にお
いて、3歳児はプランターにおいて野菜を栽培
する取り組みを行っている。遊びや野菜の栽培
等を通じて保育士が子どもと一緒に喜びや楽し
さを共有する保育サービスを提供する取り組み
を行っている。

Ａ－１－（１）－⑤　小学校との連携や就学を見通
した計画に基づいて、保育の内容や方法、保護者と
のかかわりに配慮されている。

ａ

5歳児クラスは、担任以外の保育士による絵本
の読み聞かせを毎週実施すると共に、茶道教
室、高齢者施設訪問、JR戸田公園駅訪問、戸田
市私立保育園のサッカー教室、小学生との交流
会に参加する課外保育を実施している。6月と2
月に実施する懇談会と個人面談において、就学
に向けた取り組み内容と子どもの様子に関する
情報提供を行っている。1月からは午睡をなく
し、全職員が日替わりで先生となり、ひらがな
を学んだり絵本の読み聞かせを行う「学校ごっ
こ」を実施している。2月からは上履きを履い
て過ごす等、スムーズに小学校の生活に移行で
きるようにするための取り組みを行っている。

評価対象Ⅳ　内容評価基準

Ａ－１保育所保育の基本

Ａ－１－（１）養護と教育の一体的展開



評価結果詳細（保育所）

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ような人的・
物的環境が整備されている。

ａ

「安全管理マニュアル」を整備すると共に、決
められた手順に基づき清掃・管理・点検を行っ
ている。保育室に加湿器や空気清浄器を設置
し、午前と午後の2回、保育室の温度と湿度を
計測し「温度・湿度測定表」に記録を行い温度
と湿度を管理する取り組みを行っている。子ど
もが主体的に遊べるようにする「コーナー」を
設置し、自由に遊べる環境づくりを行ってい
る。季節や行事に合わせて子どもが製作した作
品を壁面に飾ったり、給食のサンプルと共に旬
の食材を紹介する等、季節を感じることができ
る取り組みを行っている。早朝・延長保育時に
特定の保育士を配置する等、子どもたちが安心
した環境で過ごせるようにする取り組みを行っ
ている。

Ａ－１－（２）－②　子どもが基本的な生活習慣を
身につけ、積極的に身体的な活動ができるような環
境が整備されている。

ａ

保育室にトイレ（0、1、2歳児クラス）と手洗
い場（0～5歳児クラス）を設置しており、2歳
児クラスのトイレでは、トイレットペーパーを
1回に使う分をあらかじめ切り置いておくな
ど、排泄が自分でできるように配慮する取り組
みを行っている。個人のロッカーはオムツ交換
や着がえなど、子ども達が自分で出し入れしや
すいように工夫する取り組みを行っている。0
歳児クラスは十分にハイハイや歩行ができるよ
う広いスペースを設けたり、近隣の公園に散歩
に出かける等、外に多く出る取り組みを行って
いる。3歳児クラスからは幼児体育指導者の資
格を取得した職員による運動あそびを週に1回
実施している。

Ａ－１－（２）－③　子どもが主体的に活動し、
様々な人間関係や友だちとの協同的な体験ができる
ような人的・物的環境が整備されている。

ａ

玩具は年齢に応じて、子どもの手の届くところ
に配置している。「おひさま図書館」の絵本
は、子どもが自由に手にとることができる高さ
に設置する配慮を行っている。絵本の貸し出し
を行っており、親子で絵本に親しめるようにす
る取り組みを行っている。食事は献立のバリ
エーションを増やし子どもの好き嫌いを減らす
取り組みを行っている。食器は子どもの安全に
配慮を行った上で陶磁器を使用しており、壊れ
ることを通じて大切に使うことを学べるように
する取り組みを行っている。様々な年齢間での
交流ができる環境を整備している。5歳児は卒
園直前の時期に年下の子どもの世話をする取り
組みを行っている。

Ａ－１－（２）－④　子どもが主体的に身近な自然
や社会とかかわれるような人的・物的環境が整備さ
れている。

ａ

散歩や戸外活動を積極的に実施し、地域で栽培
されている農作物や植物、身近にいる昆虫や動
物等に触れる機会を増やす取り組みを行ってい
る。近隣の方の協力を得て、農作物を収穫する
体験を行っており、幼児クラスでは一人一鉢ず
つ野菜栽培を行っている。5歳児クラスは月に1
回、近隣の高校の茶室を借りて地域の方から茶
道を習ったり、年に4回高齢者施設を訪問して
交流を図ったり、年に1回隣り駅の戸田公園駅
を訪問する取り組みを行っている。年2回講演
会を催し、地域の方と交流できる機会を設けて
いる。

Ａ－１－（２）－⑤　子どもが言葉豊かな言語環境
に触れたり、様々な表現活動が自由に体験できるよ
うな人的・物的環境が整備されている。

ａ

絵本コーナーは、専門家により選定された絵本
を多く配置している。0歳児クラスから絵本の
読み聞かせを毎日行うと共に、親子で絵本に親
しめるように絵本の貸し出しを行っている。
4、5歳児クラスは専門講師によるシュタイナー
絵画を行っている。12月にクリスマス発表会を
行っており、子どもが表現活動を楽しみながら
体験できる機会を設けている。保育士は、子ど
もの人権を尊重すると共に、丁寧で正しい日本
語で子どもと会話する取り組みを行っている。

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育



評価結果詳細（保育所）

Ａ－１－（３）－①　保育士等が主体的に自己評価
に取り組み、保育の改善が図られている。

ａ

保育士の資質向上の為に園長が保育士との面談
を実施している。保育士による「接遇委員」を
組織し、日頃の保護者との接遇状況等に対する
評価や討議を行い適切な接遇ができるようにす
るための取り組みを行っている。週に1回、各
クラスのリーダー（保育士）によるリーダー会
議を実施しており、子どもの様子や気付いたこ
となどを報告、連絡、相談する取り組みを行っ
ている。リーダー会議で話し合った内容につい
て全職員の共通認識を図る取り組みを行ってい
る。保育サービスの質の向上に向けた取り組み
を行っている。

第三者評価結果 コメント

Ａ－２－（１）－①　子ども一人ひとりを受容し、
理解を深めて働きかけや援助が行われている。

ａ

クラスの様子や子ども一人ひとりの様子は、日
誌や連絡ノートに記録したり、送迎時に会話を
して情報の共有化を図っている。年に2回定め
た月に個人面談を行っているが、保護者から面
談の希望があればその都度対応を行っている。
気になる子どもや配慮が必要と思われる子ども
については、リーダー会議やケース会議におい
て職員全体で対応を協議すると共に共通認識を
図る取り組みを行っている。子どもの様子や健
康状態については、成長の記録、発達記録、健
康の記録、健康カードに年齢ごとに、定期的に
記録を行っている。

Ａ－２－（１）－②　障害のある子どもが安心して
生活できる保育環境が整備され、保育の内容や方法
に配慮がみられる。

ａ

配慮が必要と思われる子どもに対して特別支援
月間指導計画を作成すると共に、計画に基づく
保育サービスを提供する取り組みを行ってい
る。保護者と担任が連絡ノートを通じて情報提
供と情報収集を行うことに加え、保護者と加配
保育士が別の連絡ノートを通じて情報提供と情
報収集を行い子どもに関する情報共有を密にす
る取り組みを行っている。配慮が必要と思われ
る子どもに適切に対応することができるよう
に、発達の専門家（巡回相談）、知的障がい児
の専門家である前園長、療育支援施設からの助
言を得る取り組みを行っている。前園長による
療育相談を定期的に実施すると共に、保護者と
共に子どもの姿や支援の内容に関する検討を重
ねる取り組みを行っている。

Ａ－２－（１）－③　長時間にわたる保育のための
環境が整備され、保育の内容や方法が配慮されてい
る。

ａ

都心へ通勤する保護者が多い地域性があり、長
時間保育を利用している子どもが多く在園して
いる。そのため、朝夕はその時間を専門とする
保育士を配置し、子どもと信頼関係を構築し継
続的な保育サービスを提供するための取り組み
を行っている。朝夕の時間帯は異年齢保育を行
い、子どもが自由に好きな友だちと好きな遊び
を楽しめる対応を行っている。保育室に遊びの
種類ごとにコーナーを設け、子どもがブロッ
ク、ままごと、お絵描き、パズル等好きな遊び
を選べるようにする取り組みを行っている。子
どもの情緒的安定を図る為に、園全体で子ども
の甘えを受け止め、触れ合う時間を多く確保す
る取り組みを行っている。

Ａ－１－（３）　職員の資質向上

Ａ－２　子どもの生活と発達

Ａ－２－（１）　生活と発達の連続性



評価結果詳細（保育所）

Ａ－２－（２）－①　子どもの健康管理は、子ども
一人ひとりの健康状態に応じて実施している。

ａ

年間保健計画に基づき子どもの健康管理を行う
と共に、子どもの健康状態に応じて対応する取
り組みを行っている。子どもの健康情報や毎月
の身体測定の結果、健診の結果、予防接種の実
施等を「健康の記録」に記入している。毎月
『ほけんだより』を発行すると共に、必要に応
じて臨時号を発行し、保護者に対して子どもの
健康維持のための情報提供を行っている。感染
症が発生した場合は保護者に対し速やかに情報
提供を行い、注意を促し感染症の蔓延を防止す
る取り組みを行っている。体調のすぐれない子
どもについては子どもの状態に応じて担任また
は看護師が保護者に連絡をすると共に、家庭に
おける対応に関する助言を行っている。子ども
が怪我をした場合は「危機管理マニュアル」に
基づき対応を行っている。保育時間内に服薬が
必要な場合は服薬依頼書の提出に基づく対応を
行っている。

Ａ－２－（２）－②　食事を楽しむことができる工
夫をしている。

ａ

トマトのへた取り等を通じて調理する前の野菜
に触れる機会を設けている。毎朝、その日の給
食に使用する調理前の食材を紹介し、どのよう
にして給食で提供されるのか等、食材への興味
や関心を高める取り組みを行っている。行事
食、世界の料理、地域の郷土料理、物語メ
ニュー等を取り入れる取り組みを行い、国や郷
土の文化、行事に対する子どもの理解を高める
取り組みを行っている。調理担当者が子どもと
毎日食事を取り、嗜好や残食等を把握すると共
に、食事のマナーやバランスの良い食事を摂る
ことの大切さを伝える取り組みを行っている。
バイキング給食や子どもの希望に基づくリクエ
スト給食を実施している。栄養士と調理師は保
育士資格を取得しており、保育士と連携を図り
ながら食育に力を入れる取り組みを行ってい
る。

Ａ－２－（２）－③　乳幼児にふさわしい食生活が
展開されるよう、食事について見直しや改善をして
いる。

ａ

年1回食事に関するアンケートを実施し、献立
や食育活動にアンケート結果を反映させる取り
組みを行っている。栄養士、調理師、保育士が
連携を図り、保護者に対して子どもの食事に関
する専門的な助言を行っている。毎月発行して
いる『食育だより』において、保護者から寄せ
られた食事の悩みに対する回答を記載してい
る。食育の一環として子どもが野菜や植物の栽
培を体験し、農家の方から説明を受ける機会を
設けている。毎日の給食とおやつは、玄関前の
サンプルケースに展示し、保護者に開示してい
る。子どもに人気のある献立は、「お勧めレシ
ピ」としてレシピを保護者に紹介し、自由に持
ち帰ることができるようにしている。毎月の
「食育会議」において、次月の献立予定表の確
認や子どもの喫食状況や切り方や刻み方等に関
する検討と共通認識を図っている。給食を提供
する前には、担当保育士が味や大きさなどの検
食を行っている。体調のすぐれない子どもに対
して食事を細かく軟らかくして提供する等、個
別の対応を行っている。

Ａ－２－（２）　子どもの福祉を増進することに最もふさわしい生活の場



評価結果詳細（保育所）

Ａ－２－（２）－④　健康診断・歯科検診の結果に
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

嘱託医による内科検診（健康診断）を、乳児ク
ラスは毎月、幼児クラスは4月、10月の年2回実
施している。歯科検診は年1回実施している。
毎月の身体測定と健康診断の結果等を健康カー
ドを通じて保護者に連絡している。0、1歳児は
身体測定の結果と共に、乳幼児の発育状態の目
安であるカウプ指数を記録する取り組みを行っ
ている。歯科検診の結果を歯科検診結果通知書
として保護者に配布し、異常があった場合は歯
科検診受診報告書を添付し、受診を促す取り組
みを行っている。日々の子どもの健康状態は保
健日誌や保育日誌に記録している。職員を対象
とした「保健に関する研修」を年1回実施して
いる。毎月、看護師による3・4・5歳児を対象
とした健康集会を実施し、子どもたちが楽しみ
ながら学習する機会を設けている。

Ａ－２－（３）－①　アレルギー疾患、慢性疾患等
をもつ子どもに対し、主治医からの指示を得て、適
切な対応を行っている。

ａ

医師の指示や診断書に基づきアレルギー除去食
や服薬支援の対応を行っている。アレルギー除
去食や服薬支援にあたり、保護者と面談を行
い、状態の把握と対応等を詳細に話し合う取り
組みを行っている。アレルギー除去食を提供す
る場合は過誤や失念がないように子どもの顔写
真や除去する食材を記入したプレートをクラス
と調理室に掲示すると共に、トレイを個別に準
備し普通給食と区別する対応を行っている。配
膳する際はアレルギー連絡メモを添付し、除去
の内容を記載すると共に、除去しているものに
ラップをして、何度も確認する取り組みを行っ
ている。献立表を保護者にチェックしていただ
き、除去すべき食材を把握する取り組みを行っ
ている。服薬が必要な場合には、医師の指示に
基づき保護者に服薬依頼書を提出していただき
対応する取り組みを行っている。

Ａ－２－（３）－②　調理場、水周りなどの衛生管
理が適切に実施され、食中毒等の発生時に対応でき
るような体制が整備されている。

ａ

衛生管理表（個人用、清掃用等）を活用し必要
な衛生管理に対する取り組みを行っている。食
材を保管する場合は食材の状態等を記録する取
り組みを行っている。検食簿に水質検査や調理
後の食材の中心温度等を記録する取り組みを
行っている。手洗い場の横に手洗い方法のポス
ターを貼り衛生管理の重要性と方法や理解を促
進するための取り組みを行っている。朝夕は消
毒液を使用しての清掃、換気扇、冷蔵庫の掃除
を定期的に行っている。食材の納品時に、検収
簿に品温、賞味期限等を記録している。泥等が
付いている食材は受け入れ口の部屋で洗い、調
理室には持ち込まないようにしている。月1回
検便を行い、体調不良の時は園長に申し出て直
ちに帰宅し、医師の診断を受ける取り組みを
行っている。食中毒が発生した場合において、
園児に提供する代替食の注文先を確保してい
る。衛生管理について、法人による研修と共に
外部研修を活用しており、受講費用等を保育園
が負担する取り組みを行っており、衛生管理に
知識や技術を向上させる取り組みを行ってい
る。

Ａ－２－（３）　健康及び安全の実施体制
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Ａ－３－（１）－①　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

毎月発行している『幼児食・離乳食用の食育便
り』に、食事のマナー、旬の食材紹介、レシピ
紹介、行事の由来等を掲載し、保護者に発信し
ている。「春の七草」や柑橘類を輪切りにした
観察、食育活動や行事食、物語メニュー、郷土
料理食等を玄関前のホワイトボードに掲示して
保護者に情報提供を行っている。連絡ノート
に、その日に食べた量などを記録し、保護者に
対する情報提供と情報共有を図る取り組みを
行っている。保育参加や子どもの誕生会におい
て、保護者も子どもと一緒に給食を食べる機会
を設け、献立や味に関するアンケートを実施し
ている。

Ａ－３－（１）－②　家庭と子どもの保育が密接に
関連した保護者支援を行っている。

ａ

入園から卒園まで継続した支援ができるよう
に、連絡ノートは全園児が同じ形式のものを使
用する取り組みを行っている。園だより、クラ
スだより、食育だより、ほけんだよりは月1回
発行し、保護者に情報提供を行っている。子育
てを支援するために、子どもの様子やその時期
に応じた育児のワンポイントアドバイス等を、
園便り、クラスだより、食育だより、ほけんだ
より等に掲載する取り組みを行っている。定期
的な刊行に加えて臨時号を刊行して情報を提供
する取り組みを行っている。

Ａ－３－（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
と共通の理解を得るための機会を設けている。

ａ

懇談会は年2回、保護者の就労状況に配慮して
土曜日に実施している。懇談会はクラスごとに
分かれ担任が近況報告を行うと共に、引き続き
保護者同士が意見交換等を行う機会を設けてい
る。懇談会では担任を交えながら保護者同士が
育児の悩みを話し合ったり、情報交換を行って
いる。保育参加と個人面談は、多くの保護者に
参加していただくために、保護者の希望日に基
づく調整を図る対応を行っている。

Ａ－３－（１）－④　虐待に対応できる保育所内の
体制の下、不適切な養育や虐待を受けていると疑わ
れる子どもの早期発見及び虐待の予防に努めてい
る。

ａ

「虐待防止マニュアル」に基づき虐待の早期発
見及び予防等に対する取り組みを行っている。
登園時に観察を行うと共に、保育中も子どもの
表情や着脱の様子を通じて子どもの様子を把握
する取り組みを行っている。虐待を防止する観
点から、日ごろから保護者とコミュニケーショ
ンを図ると共に、信頼関係を構築する取り組み
を行い、保護者が気軽に相談できる雰囲気を作
る取り組みを行っている。必要に応じて、クラ
ス会議、リーダー会議、職員会議、ケース会議
において職員の共通認識を図る取り組みを行っ
ている。戸田市役所保育幼稚園課と子ども家庭
課、児童相談所、保健センターと連携を図り、
虐待に関し迅速な対応を行うことができるよう
にする取り組みを行っている。

Ａ－３　保護者に対する支援

Ａ－３－（１）　家庭との緊密な連携


