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住総評� 

r万蒋lこ評価の高い点

間f訟を中心に� 3名のリーダーを配龍し、釧敬員が意識統一した体育が行われている。また、保識者に対す

るアンケートなども行い輯諸費者の意向を杷挫し、活塞に適切な対応がなされている。

ども達一人ひとりを大切に脊み発連段階をとらえ、安全確悌と、事故防止を第一にしながらもゆったり

とした環境の中それぞれの子ども壊が伸。捧びと生活している。

。改善を求められる点

連絡締fJが明記されていないマニュアルがあるので再棋が望まれる。
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6郷三者育判団結果に対する事業者のコメント� 
J 

φ各開匝項目にかかる第三都判関締果� 
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(保背所版) 

(JjIJ紛

評缶細闘の第三者評価締果

野橿対象I 船止サービスの基本方針と謡繍� 

Iペ 璃念・基本方針

.第三者説連結果

トト(1) 現念、基本方針が確立されている。

ト� 1-(1)-<1)理念が明文化されている。 W'b • C 

1-1-(l)-@現制こ基づく基本方針が明文化されてしも。 W'b • C 

11二1-(怠 現念や基本方針が周知されている。� 

I ト� (2)-(D理念や基本方針が職員に期知されている。 W'b • C 

ト� 1-(2)ゆ現念や基本方針が利用者等に周知されてし、る。� G)'b'c 

所箆撰

法人の現食、及び保育所の思念・基本方針が「要撃J• r入調のしおり� J，と暁記され保護者北対しては入

閣式に国長より説明があり周知が関られている。

また、職員iこも年度当初の職員合で話し合いを深め調知されている。

ト� 2 計画の策定

第三者言判期結果� 

1 2-(1) 中・長期的なピジョンと計画が暁確にされている。

トト(I)-(D 中・録期計画が策定されている。� ①- • C 

1 -2-(1)窃中・長期計闘を踏まえた事業計画が策定されている。 @・ • C 

1 2 -(2) 計欝が漉切に策定されている。� 

1 -2-(2)合計調の策定が組織的に行われてし、る。 ①.b場� C

トト(2)窃許盟会主職員特u患者に関知されている。� ①.t • C 

所見摘

理念や基本方針を却こ課題や問題点を明確iこして創犠践で取り組みの開描、克査しがされている。� 

1-3 管理者の責告とリーダーシップ

第三者評価結果� 

1-3-(1) 管理者の責任が明確にされている。� 

1-3一(l)-(D管理者自らの役割と責任を犠践に対して表現している。� ①.b • C 

1 -3-(I)-@潜守すべき法令等会悲しく瑚草するための取り組み合行っている。 ①.b • C 



{部育所版〉 

1 3-(2) 管理者のヲーダ…シップが発捧されている。� 

1-3-(2)-u)震の向上に意散を持ちその取り組みiこ指噂カを発揮している。� 

1-3-(2)窃経営や業務の効率化と改善に階けた敢り組みに指導力を発揮してい 

る。

G)oboc 

G)oboc 

所見欄

職務分担が締かく明記され、関長を中心iこ3名のり よる全職員の意識統一、及び棚田分析が行

われている。

|静嫡対象E 組織の運営管端

日目1 経営状況の把握

第三者言判面結果

遊山� 1-(1) 軽営環境の変化等に適切に対応している。� 

II-l-(l)-u)事業経常をとりまく環境科憐に指揮されている。 G)oboc 

II-1-(l)--@経営我祝さと分耕して改善すべき額難者発見する取り組みを行って 

いる。
G)oboc 

日-1-(I)-@外部監濯が実施されている。 9‘る・� C

所見J欄

税理士による外部監査が実施されている。� 

i幅広く構報の収集、槻持行い営に前向きな取り組みが実摘されている。� 

n-2 入轄の確保・養成

II-2一(1) 人事管理の体制カ噛備されている。� 

務禍結果�  

II-2-(1)や必襲な人材に関する具備句なプランが確立している。 ①� ob0 c 

IT-2-(1)ゆ人事考繰が客観的な基準に基づいて行われている。 a0 ①・� C

註-2-(2) 職員の就葉状抗に商吉語、がなされている。

耳-2-(2)ベ3 犠践の就業状説や意向を把撞し必要があれば改善する仕組みが構� 

築されている。� 

11鱗IT-2-(2)--@ 滞金事業に積極的iこ取り組んでいる。� 

G)oboc 

ao(hloc 

百一2-(3) 職員の質の向上iこ向けた体制が確立されている。

日一� 2-(3)や職員の教育・研修に関する基本饗勢が明示されている。� ①� ob0 c 

IT-2-(3)-@ 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瞬� 

に基づいて具体的な取り組みが行われている。
G)oboc 

IT-2-(3)-@ 定期的に個別の教育・研修計踏の晋訓国・見直しを行っている。� G)oboc 

IT-2-(4) 実習生の受け入れが適嬰に行われている。

耳一� 2-(4)ベヨ〉実欝生の受け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。
G)'boc 

立-2一(4)窃実務般の膏成について積禅寺な取り組みを行っている。� G)oboc 
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所見繍

法人の就業規長IJが整備さ九線開に基づいf議業が行われている。

実習生に対する受け入れ体制もマニュアルカ濯儲d.tt..積極的に受付入れを行っている。

今後、人事考課基準安明確iこするとともに議和憲生事業にも事業訴としての積極的な取り組みを期待し

たい。

立叩3 安全管理

第三都糊結果� 

II-3一位 利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。

立-3-(1)や緊急時(事故、感続症の発生時など〕の対応など利用者の安全確 (i)'b'c 
保のための体艇が整輔されている。


耳-3-(1)命科照容の安全機保のためにヲスクを把握し対策会期子している。
 (i)'b'c 

日一3-(1)窃施設として、災警iこ対応できる能力を有しているe (i)'b'c 

所莞調

早出の職員がチェックジストによりチェックを入れるなど、子ども達の生命尊重と安全確保を埼葉、した

体制カ鴻立され、毎月� f火災Jr地震j等における避難訓練が実施されている。本審者防止策としては防日

カメラ者投置し安部こ配車している。

また、子どもの送油時に比職識が駐車場まて吃り迎えをするなど安全に聞記慮、している。

連絡体制が明記されていない緊急マニュアルについて、再楼封が望まれる。


立-4 地域との交流と連携� 

第三者百平価結果� 

II-4-(I) 地域との関保が溝切に織保されている。

や� 4-(1)ゆ和見者と地域との的わりを大切にしている。 (i).bプ� C 

II-4-(1)ベ窃事業所が宥する機能な地壌に還元してし、る。 ③.b• C 

豆-4-(1)一③ボ、フンティア受け入れに対する慕本姿勢を明確にし体鱒を確立し

ている。� 
a.愈・ C 

II-4-(2) 欝保機関との� i叢携が確保おれているa

葺-4-(2)-(D必要な担金資顕を明確にしている。 (i)'b'c 

II-4-(2)→e関部機関等との連携が滴切に行われている。 ①.b• C 

II-4-(3) 地棋の福祉向上のための取り組みを行ってし、る。

賢一� 4-(3)-(D地域の構祉ニーズを把握してし、る。 a• (h)・ C 

II-4-(3)争地域の犠止ニーズ、に基づく -活動カ汚すbれている。 a.(h).c 

所見欄

「天候と体調がよければ鶴田散歩に出かける」また、� f地壌とのつながりは接拶;こはじまるjを保育の基

本としている。

地域住民との関わりを大切にふ地域の医察機関・関体等とのネットワークイとに数り組んでいる。

ただ、富の立地条持から地域の構祉ニ…ズの柁躍が十分でなく、さらなる工夫が求められる。
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榔価対象霊適切な福祉サ}ピスの実捌

豆一1 利用者本誌の福祉サービス

第三者軒高結果

国一� 1-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

藍-1ー(I)ゆ利用者を尊重したサーどス提供について共通の理解をもっための

取り組みを行っている。� 
c'v'boc 

間一� 1-(1)窃利用者のブフイパシぃ報機に関する規殺・マニュアル等を整備し 

ている。
c'v'boc 

町一� 1-(2) 事i患者満足の向上に努めている。

ID-1ー� (2)叩①利用者講是の向上合意鴎した台強みを整儲している。 C，Vob'c 

議-1-(2)--@ 手Ij舟者満足の向上に向汁た取り組みを行っている。� ①.b• C 

璽-1-(3) 利用者が意克等を述べやすい体制が確保されている。

田一� lベ3)-Q) 利用者が相談や意見を述べそ市喋境を整備している。� 

昭一� 1-(勢。苦情解決の位認みが擁立され村抗周知・機能している。� 

I註 1-(3)--@ 利用者からの意見等に対して迅速に対応している。� 

9・b・C

a.①・ C 

①.b • C 

所見調

法人としての個人情報管理課翠があり職銭iこ男知されている。各鎮で「保護者用罰覧ノート」があり保

護者の意見に対しても必要があれば各クラスの代表リーダー会で検討されフィードパックも遺産iこなされ

ている。

苦構処理に関する規程が整備され、第三者委員も設議されているが、謀議者への周知が十分でiまないた

め、来年度の� f入舗のしおり� JIこ明記し、周知を圏る準舗がされている。

班-2 サービスの麓の薙諜

第三者評価結果

:盟 2-(1) 質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。� 

ID-2べ1)一①サ-l::~ス内容について定期的に評留を行う体制を整憶している。 ①.b• C 

国一� 2-(1)切開国の結果iこ基づき組織として取り組むべき言葉轄を明確にしてい� a• ~. C 

る。

盟-2一(I)--@議題に対する改静饗・改善計画を立て実擁している。 C，Vob'c 

麗才一位) 恒々のサーゼスの標準告さな実施対去が確立している。� 

ID-2-(2)ベ①筒々のサービスについて標準的な実施方法が文番{とされサービス� c'v'b'c 
が提供されている。

麗� -2-(2)ゆ標鞠号な実施方法について見直しをする註強みが確立している。� c'v'b'c 

沼町i2恐-(3)2-サ(3)ー9ビス実擁め記録が適拐に行われている。

手当患者に隣するサーゼス爽擁状況の記議制� 1滴切に行われている。� c'v'b'c 

ID-2-(説。利用者iこ関するま鍛の管理手本最j治鴻立している。 c，v.b・C

堕-2-(3)-@ 利用者の制騨に関する培報を職員聞で賄� fとしている。� c'v'boc 



(保育所版)

所見掛

月一回行われる職員会や指導計醒検討会において評鵠� 見直しがなされている。また、気になる子どもe

については随時ケース会議が鴎か九釧議員で検討し課題を共有している。

言醸造については「児議欝J• r1糊1}保育総最ま滋Jとしてまとめ適拐ι保管されている。

言議騨栴こっし、ては� f松山市保育会jで恭した様式と鴎皇自の様式のものを般用し、職員に周知されてい

る。� 

m-3 サービスの開始・継続

第三者評締結果

師一3-(1) サーピス提供の開始が適切に行われている。

璽-3ーな)一①利用希望者に対してサ~J:::"ス選択に必要な靖報を提供している。 ①.b• C 

m-3-(I)一命サービスの開始にあたり利患者等に説明し同意を得ている。 ①.b・C

間一3一部 サ-l:::"スの継続1割晴晴した対的支行われている。

盟…� 3-(2)-(i)事業所の変更や家露への移行などにあたりサービスの籍続出こ配 

癒した対'tt;を行っている。
~. b• C 

一

者莞繍

サ-l:::"スの開始に当ブとり� f入簡のしおり� J，こ細かく明記されるとともに入閣式において説明が令されて

いる。一時保育利用者には「一時探育用しおりJを作成している。

ホームベ…ジの開設、閤パンフレットを作成し覆極的に情報の掛言をしている。

転鶴見・卒関児に対しても継続白骨自樹活動を実績している。

現叫4 サ}ピス実践計彊の策定

第三者言判加結果� 

国-4-(1) 利用者のアセスメントが行われている。

盟� 4-(1)-φ 定められた事艇に従ってアセスメントを行っている。� ①.b・C 

m-4ぺ1)“命利用者の課題を個別のサーゼス場師ごとに明示している。 @‘ b• C 

滋-4-(2) 利用者に対宇るサービス東擁計画が策定されている。

臨-4-(2)-(i)サービス実擁計画を適切に謙窓している。 ゆ.b• C 

部-4-(2)べID定期的にサーピス実施計画の評価・見蓋しを行っている。 ~. b'C 
仏 側 白

腕尭揮

クラスミーティング・ヲーダ…会・職議会等で個々について検討し指導計指に反映する註強みが整って

いる。

個々の課題については棋人間ま織に記載され喜軒面・見直しがされている。



(保育所複) 

iA-1 子ども Q)発達掻~ 

1-(1) 発達援助の基本

第三者評価結果� 

A-l一(1)→@諜育計画が、県育の基本方針に基づき、さらに地域の実態や保識者の� 

議;均等を考慮、して作成されている。� 
①.b • c 

A-l-(l)-@指導針璽のー謝苗を定期的に行い、その結果に基づき、指導計画を設窓 

している。� 
<&l.b.c 

A-lーな)ゆ入醤当初の環境変化に対応できるよう支援している。� <&l.b ・C

所見擁

接曹の基本方室料こ基--:)IJ、た保育言十醒がfF戒され、保護者の意関についても考意されている。

月ごとに指導計画の開加者?行い翌完の実践へつなげている。

入国に際しては一人ひとりの状祝に合オフせた鹿患をしている。

ト{号機康管理・金事� 
. 第三者評価結果� 

A-l-(2)-(芸懇斯時や保背中の子どもの健藤管理辻、マニュアルなどがあり子ども� 

一人ひとりの穣褒状踏に応じて実擁してし唱。� 
①.b • c 

A-l-(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?保膏に反映 

させている。� 
<&l.b.c 

iA-l-(劫ゆ醤科検診の結果について、保擁者や犠員に松瀧し、それを保育に反映� 

させている。� 
<&l.b.c 

A-l-(2)ベ@感染症発生時に対応できるマニュアfレがあり、発想状況を保護者、金� 

職員に通知している。� 
<&l.b.c 

A-l-(2)一部食事を楽しむことができる工央をしている。 <&l.b.c 

A-l-(羽一φ 子どもの給食内容について、献立の作或・調理の工夫が行われてい� 

る。� 
<&l.b'c 

A-l-(2)-1② J子どもの喫食状況を把握するなどして、保育所給食の向上について体� 

制が整えられている。� 
<&l.b.c 

A-l-(2)噌子どもの食金活を充実させるために、家躍と連携している。� 

A-l一(2)一等 アレノレギー喪患をもっ子どもに対し、専門医等からの指示を得て、対� 

応を行っている。

<&l'b.c 

①.b • c 
い側側側側側白幽曲ー

務晃繍

健康管理に関しては看護師が配壁されマニュアんも整髄されている。� 

f食育jについても月齢別・年糊Ijに食育部鶴針翻が糊されている。� 

f食事アンケ…トjの実蕗や当日の「給食メニューのサンプルjの風示や� fレシ引を商時し謀議者の理

解・関心者深めている。

離乳食・手作りおやつ・アレルギー克のための除去食・長時間保育克のための補食等も提供している。
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ト{お保育環境� 

A-l-(3)-{D子どもが心地よく過ごすことができる環境を整犠している。 c

結一果
一
切

一
c

(
V

VAづ一(3)φ 生活の壌に相応しい環境とする取り組みを行っている。

日 

一ハ

糊
一
ト
一
か

所見撰

呂々の生活環境に十分な語己慮がなされ、一人ひとりの子どもがゆったりと落ち着いて渦ごせる体制が整

っている。保育護にはスライディング、ウオールが用いられ用途にJoじ広々とした空間での保育が展開され

ている。

| 
ト� (4)傑韓持容

第三者評髄結果� 

A-l-(4)-{D ども一人ひとりへの理解を探め、受容しようと努めている。� <i)oboc 

A-l-(4)窃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� 

iこ芯じて対応している。� 
①� o b 0 c 

A-l-(4)一命子どもが密発的に活動できる環境が盤僻されている。� ①� o b • c 

A-l-(4)--{4)身近な自然や社会と会坊やれるような取り組みがなされている。 <i)oboc 

. 
A-l-(4)-@ さまざまな表現活動が自由に体験できるように詑産されている。� ①� o b 0 c 

A-l-(4)ゆ遊びや生活者通して入鰐鑓採が育つよう商議、されている。� <i)oboc 

IA-l-(4)--<V子どもの人権にすづき配意するとともに文化の違いを認め、互いに噂� 

薫ずる心を背てるよう配慮している。� 
<i)oboc 

!Aートゆ場性議への先入観による国定的悲観合冷性割分業意識を植え付けなし、よ� 

う配慮している。� 
<i)oboc 

IA-l一(4)ゆ乳児保管のための環境が整備され、楳警の内容や方法に重識がみられ� 

る。� 
0・b 0 c 

! A-l 母母長時間にわたる保育のための環境が整備され、探宵の内容や方法に記� 

産、がみられる。� 
<i)oboc 

A-l-(l)-@欝害児や気になる子どもの保育のための環境が整備され、保育の内容� 

や方法iこ削酔2みられる。
①� o b 0 c 

所見欄

豊かな吉然環境の中で酉季折々の自然や社会との触れ合いがなされている。保習者は一人ひとりの子

どもを受容しよ子どもの入識に語自重した保膏を行っている。

乳児保育においては人的、物的に十分説醸し、安全と清潔を基本iこし、一人ひとりの発議に合わせた慌
:育を実践している。 

長時間保育にもきめ細やかな覇閣がされている。� 

2譲兜が使用するトイレ入り口のドア上部に小窓があり、そこから空会予具える状鯨になっていたり、使

;器と便器の間にしきりがないなど子ども遠の人権を大壌にす答管原五ちも裏目載が望まれる。

締害児の保育にも職員の研諺が行われるなどoeli撃がされている。

l 



(保育摂絞〉 

2-(1) 入所児童の保護者の嘗兜支援

第五都機結果� 

! A-2-(I)一① 一人ひとりの保護者と日常的な情報交換iこ加え、個別面談会どを行つ� 

ている。� 
(i)'b'c 

A-2-(1)-<ID家農の状祝や保護者との靖報交換の内容が必襲に応じて記録されてし、 

る。� 
(i). • C 

A-2-(1)ベ舎二子どもの発達や管売などについて、懇談会などの話し合いの場1.:110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)• b• C 

A-2-(l)→@膚待を受けていると焼われる子どもの早期発見に努め、得られた構報 

が連呼3かに所長まで届く捧棋になっている。� 
(i)'b'c 

A-2-(I)-@虐待を受けていると疑われるこ子どもの擁護者への対応につし、て、児童

相談話奇などの関係機関記類、会、通告書?詐う体制が整っている。� 
9・� • C 

所見纏� 

f欝だより� J r保韓だより� J r気づいてJ r食事のお手告し� 'J r献立表J等老謀議者に配布しよ子育て情報や

子ども議の闘での活動の捧子がわかりやすく伝達されている。懇談会・保背番加も行われ保護者との共通

理解を深めている。

虐待児に関してもマニュアルを11載しており、関祭機関等との連絡体輯も整っている。� 

2-(2) 一時保育� 

A-2-(2)--<D 一時銘背は、一人ひとりのこ子どもの毛身の状態を考醸し、通常保育と

の関連を配l謀、しながら行っている。

所見撮

専患の保育蜜を設鰻し保護者との連携をとりながら保育を実擁している0 

3議以上児においては制兄に応じて連常部宵との交流も行っている。� 

iA…3 安全・毒事雄前止|� 

3-治 安食・事故鏡止� 

第三者報酬果� 

(i)• b・C

第三者言軒町結果� 

A-3-(1)→由競理場、水屑り会どの構主主管理は、マニュアルに基づ、いて適切に実擁

されている。� 
①.b• C 

A-3-(1)ー窃食中毒の発金持に対応できる … アルがあり、さらにその対tt方法
(i)'b'c

につし、ては、錨議員にも周知されている。� 

A-3-(I)一@事故防止のためのチェックリスト等があり、事故紡止に向けた具体的
(i)'b'cな取組を仔っている。� 

A-3-(I)→④ 事故や災害の発生善寺に対応できるマニュアノレがあり、創議員iこ周知さ 9・b• C
れている。



(保管残額) 

A-3-(1)一φ 不審者の浸入時など北対応できるマニュアノレがあり、銀議員に関知さ

れている。
a'@・C

所見摺 

給食窓の衛生管理についてはチコニックヲストを作成し詩々チェックを行っている。事故・けが?食中毒

等iこ対しては危操管理マニュアノレを詩減し職員に周知を囲っているが、詳絡な判闘の記載がないので、再

検討が望まれる。

不審者に対しては防日カメラも設置し管理部おこ指導を仰いでいる。




