
検討日時：12月11日～1月12日(個人)　1月13日～3月3日(グループ)　３月6日～4月10日（全体）(改善検討)                                                              　　　　　　  　　　　　　社会福祉法人あおもり愛育会　　みどりの風こども園あとむ

ａ ｂ ｃ い　つ 誰　が

11

・調理員による献立や調理の工夫だけでなく、保育者も克服につ
ながるような声がけをしていく。

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

・改善しなければならないことを具体的にし、更に良くするための方
法を考えていく。

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

・定期的に専門機関の方が訪問しており、相談したり
助言やアドバイスを受けている。

・保護者の相談に適切に応じられるように、子どもの育ちを把握す
る。
・報告はしているが、記録に残していないものもあるため、児童票
等に記入するなど記録していく。

・子どもの様子ばかりでなく、養育している保護者の様子についても
気配りする。

A-１-(４）-①

保護者が安心して子育てができるよう支
援を行っている。

家庭での虐待等権利侵害の疑いのある
子どもの早期発見・早期対応及び虐待の
防止に努めている。

保育士等が主体的に保育実践の振り返り
（自己評価）を行い、保育実践の改善や
専門性の向上に努めている。

A-2-(2)-①

A-2-(2)-②

A-3-(1）-①

・日々のコミュニケーションを大切にし、話しやすい関
係を築いて、相談があった時は一緒に解決できるよう
に関わっている。
・些細な事でも報告しあい、共有している。

・疑いのある子の様子を観察し記録することで、いつ
でも対応できるようにしている。
・職員会議等で、情報を共有している。
・保護者の体調が関係しているようなので、家族にさり
げなく様子を聞くなどして、対応している。

・年1回　自己評価を行い、自分の保育を振り返る機
会となっている。
・お互いに改善点を話し合うことで、より良い保育へ繋
げられるようにしている。
・今年度はコロナの影響で、延期・縮小・中止となる行
事があった。

ｂ11

ｂ

11 ｂ

A-１-(４）-②

A-2-(１)-①

・送迎時や連絡帳で、子どもの様子などの情報交換
を行っている。
・個人面談は、コロナの影響で限定した園児のみの開
催となった。
・おたよりや玄関での展示を通して、子どもたちの成長
が感じられるようにしている。

11

アレルギー疾患、慢性疾患等のある子ど
もについて、医師からの指示を受け、適切
な対応をおこなっている。

・健診結果は、家庭での生活や治療に反映されてい
る。
・子どもの虫歯が少なかったため、調査結果（虫歯の
多い位置）を保護者に報告するまでに至らなかった。
・コロナの影響で、年1回の実施となった。

・医師の診断のもとに、除去食や代替食を提供してい
る。家庭にも協力してもらい、定期的に検査をしても
らった。
・研修で得た知識・情報を、園内研修で学ぶ機会を
設けている。

2 9

1 10

ｂ

子どもがおいしく安心して食べることのでき
る食事を提供している。

食事を楽しむことができるよう工夫をして
いる。

・給食前に食材の栄養について説明したり、自分たち
で育て収穫した野菜を食べたりすることで、苦手な野
菜でも食べる意欲がうまれていた。また、調理体験を
行ったことで、実際に苦手な野菜を食べることができ
た子もいた。

・季節の食材や行事食を取り入れたり、調理の工夫を
行っていることで、子どもたちが喜んで食べ、苦手な
食材の克服にもつながっている。
・3歳以上児は、食事の様子を見たり話をしたり、コ
ミュニケーションがとられている。

子どもの生活を充実させるために、家庭と
の連携をはかっている。

・虫歯が少なくても調査結果を保護者に伝え、関心をもってもらう。

・体調変化があった子に対して、申し送りで伝えては
いるが、職員への周知・共有が十分ではない。
・体重の増加が少ない子の体重チェックをこまめに行
い、増減の状態を職員間で共有している。
・予防接種の状況など、保護者から知らせてもらう仕
組みができている。

常日頃から

11

・就学に向けて見通しが持てるよう保護者面談を実
施したり、小学校教員との合同研修で意見交換を行
うなど連携が図られている。

A-1-(２)-⑩

小学校との連携、就学を見通した計画に
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。

・申し送りでは、伝えられた子どもの健康状態等を全職員誰でも保
護者に伝えられるようにする。

A-１-(３）-②

・送迎時の対話や連絡帳で得た情報を、職員間で共有する。

A-１-(３）-③ 11 ｂ

1 10 ｂ

・食事のマナーが身につくように、家庭と連携し伝えていく。

・アレルギーの症状・危険性、ショック時の対応法など、職員間で
認識の差が出ないように、ガイドラインを使って学んでいく。

健康診断・歯科検診の結果を保育に反
映している。

A-１-（2）-⑨

障害のある子どもが安心して生活できる
環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

長時間にわたる保育のための環境を整備
し、保育の内容や方法に配慮している。

A-１-(３）-①

子どもの健康管理を適切におこなってい
る。

11

11

11

全職員

改善実施計画

・保育過程は、園の理念・基本方針や目標、保育指
針に基づいて編成されているが、保育に関わる全職
員の参画や定期的な評価は少なかった。

全 体

令和２年度 保育サービスの自己評価・改善実施 総括表
【サービス評価基準】

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。

11 全職員

評 価 項 目
個人別評価

現　　状

新年度A-1-(1)-①

保育所の理念、保育の方針や目標に基
づき、子どもの心身の発達や家庭及び地
域の実態に応じて保育過程を編成してい
る。

11

何　　を

・変わっていく地域の実態を把握しながら、園長・主任・保育実践
部が参画して編成・見直しを行い、その後、保育に関わる職員がク
ラス毎の見直しを行っていく。また、定期的な評価を行う。

A－１-(２)-②

一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状
態に応じた保育を行っている。

11

・一人ひとりの発達に合わせ、子どもの気持ちを尊重
しながら、基本的生活習慣が身につくように援助して
いる。

・園庭や園舎周りの豊かな自然を利用し、遠出をしな
くても戸外遊びや散歩に出かけ、自然とふれ合う工夫
をしている。
・遊びや生活を通して、ルールが身につくようにしてい
る。
・地域の人と接する機会や社会体験が得られる機会
が設けられているが、今年度はコロナ禍で機会が少な
かった。

A－１-(２)-③

子どもが基本的な生活習慣を身につける
ことができる環境の整備、援助を行ってい
る。 11

A－１-(２)-④

子どもが主体的に活動できる環境を整備
し、子どもの生活と遊びを豊かにする保育
を展開している。

11

A－１-(２)-⑤

A－１-(２)-⑥

乳児保育（0歳児）において、養護と教育
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歳未満児（１・２歳児）の保育において、
養護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。 常日頃から

11

・愛着関係が持てるよう配慮されているが、0～2歳児
混合で過ごしているため、遊びの環境が十分でない。
・家庭との連携が密に行われている。

A-1-（2）-⑦

3歳以上児の保育において、養護と教育
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。

11

11

・合同保育を通して、異年齢同士で関わる時間が持
たれている。
・一人ひとりの気持ちを尊重しつつ、発達に合わせた
援助を行っている。
・日々の保育の中で、遊びが固定されてしまったり、
戸外遊びなどが十分にできず、物足りなさがあると思
う。

常日頃からA-１-(2）-⑧

・子どもの状況について、情報共有されている。
・好きな玩具で遊んだり、落ち着く保育者と関わりなが
ら安心して過ごしている。

・各年齢に合わせた配慮がされており、遊びや活動の
環境を整えている。
・ホームページや玄関に写真を掲示して、保育の様
子を公開している。

・適切な関わりができるよう、支援員のアドバイスを職員間で共通
理解し、職員誰でも同じ対応ができるようにする。

・申し送りでは、伝え忘れがないようにしつつ、その後の子どもの様
子の変化について、遅番への伝達をしっかりと行う。

・保護者の就学に対する不安もあると思うので、保護者との会話を
大切にし、相談に耳を傾けたり、面談を通して不安なことがないか
確認していく。

常日頃から

ｂ

・冬場の保育室の乾燥対策を行っているが、湿度が十分でないの
で、温度や湿度のチェックと濡らしタオルや霧吹きをこまめに行っ
ていく。
・ウイルス対策を継続して行っていく。

・子どもの発達していく過程や性格なども理解しながら、他の職員
から助言をもらったり与えたりする。子どもが分かりやすいような言
葉使いができるように、気持ちにゆとりを持って保育していく。

・その日の子どもの体調や機嫌を考えながらも、子ども自身がどこ
までできるようになったか情報を家庭と共有し、次のステップに進
めるよう援助していく。

・年間を通してお散歩マップを活用し、季節の自然に触れる機会
を作っていく。

・支援センターを利用するなど、別室で活動する時間を設ける。

・年齢別の活動を増やし、思い切り体を動かす時間を作る。

・日々の保育の中で、挨拶や返事・言葉使いなどを指導していく。

常日頃から

常日頃から

常日頃から

常日頃から

・空気清浄機の設置、玩具や室内の消毒・換気を定
期的に行うことで、清潔が保たれている。
・子どもが心地よく過ごせるように、1日3回温湿度の
チェックを行っている。
・各クラスにエアコンが設置され、夏場は快適に過ご
せるようになった。

常日頃から

・子ども一人ひとりの発達の違いや、個人差を理解し
て接するようにしているが、時にせかす言葉や制止さ
せる言葉を使ってしまうことがある。

常日頃から

常日頃から

常日頃から

全職員

全職員

全職員

全職員

全職員

全職員

全職員

全職員

専門部と担任新年度から

全職員

全職員

全職員

全職員

全職員

担当保育士

全職員

全職員

全職員

新年度

新年度から

常日頃から

常日頃から

常日頃から

常日頃から


