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　　　令和元年度　保育の自己評価・改善検討及び実施計画　総括表
【サービス評価基準】

社会福祉法人あおもり愛育会　　　たていし愛児園

評 価 項 目
個人別評価

全 体 現　　状
改善実施計画

何　　を

検討日時：１２月２５日～２８日（個人）　1月中（グループ）　2月中（全体評価）

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。 5 7 ｂ

・理念・保育方針・目標に基づき趣旨を捉えて編成してい
る。平成29年度には法人の基幹職員と共に見直しをおこ
ない、30年度に改善した。

・職員の参画が少ない為、次回の見直しの際には専門部を活用し
編成に携わっていくようにする。

年度末 各専門部

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。 2 10 ｂ

・園児の人数も増え、子どもたちが生活しやすいよう環境
づくりに努めているが、難しい部分もある。都度工夫して改
善を図っているが完ぺきではない。清潔な場を保てるよう
不要物と必要物の管理や保育室内の改善が必要である。

・保育室には必要最低限の物を置き、広い空間を作る。
・一人ひとりが工夫や衛生管理に今以上努めていく。

新年度から
各クラス
各専門部

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。

3 9 ｂ

・個人差や一人ひとりの様子からそれに応じた保育を行お
うと努めているが、制止や急かす言葉を使ってしまったり、
「こうすればよかった…」と反省したりする事も多い。職員会
議で各クラスの様子や気になる子の様子などを話し合い、
関わり方の共通理解に努めている。

・子どもの情報は会議等で共通理解していくよう引き続きおこなって
いく。肯定的な言葉を用いるようにし、共に穏やかに生活できるよう
にする。
・３歳未満児の情報が、会議以外ではほとんど入ってこないため、
全職員で情報を共有していく。

新年度から 全職員

A－１-(２)-③

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

6 6 ｂ

・生活習慣の習得にあたっては家庭とも連携し、年齢や一
人ひとりの出来る範囲を考えながら必要に応じて援助して
いる。個人差を考えながら理解しやすいように関わるように
しているが、まだまだである。

・職員皆で同じように関われるよう職員会議等で共通理解を図る。
・各クラスで標準マニュアルを整備する。
・生活習慣が身につくよう、生活ポスターなどを掲示していく。 新年度から

全職員
保育支援部

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。 4 8 ｂ

・自発的に遊べる玩具とは何かを子どもたちはわからな
い。保育者が出したものであそんだり、遊んでいいよと言わ
れて遊んでいるため、自由遊びの時でも、主体的には遊ん
でいないのかもしれない。

・自由に出して遊べるような環境を年齢別に作ることが必要だ。
・作りたい・やってみたいに繋がるよう、製作の本の設置や使える廃
品等を準備しておく。 新年度から

全職員
保育支援部

A－１-(２)-⑤

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 9 ｂ

・０．１.２歳児混合保育で共に過ごしているため、０歳児だ
けの空間や長時間安心して過ごせる環境が整備されてい
るとはいえないが、０歳児だけでゆったりと過ごす時間を作
る等の工夫をもっとすると良い。

・０歳児が共に生活する保育室としては危険が多く、安全な環境と
は言えない。環境構成の見直しが必要。
・SIDS等の共通理解。
・年齢別保育も考慮し実施していく。

新年度から
０歳児クラス
保育支援部

A－１-(２)-⑥

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。 4 8 ｂ

・子どもの人数が増えたことにより、保育室が混雑している
様に感じる。室内での活動の際、動線を考えた取り出しや
すい環境に配慮されていなかった。
年齢別保育などもっと考慮すべきである。

・各年齢でその日の計画を立て、室内遊びを充実させる。
・年齢の特性、成長を理解し生かせるよう、保育者間で話し合い共
通理解をはかりながら、保育に努める。 新年度から

１・２歳児クラス
保育支援部

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。 8 4 ｂ

・各クラスに気になる子や配慮を必要とする子がいる中で
も、保育者同士で連携を取りながら活動内容や方法を工
夫しながら展開されていたと思う。また、ルール等根気強く
指導できていたと思う。

・教育的な活動としての和太鼓活動などを継続して練習していく。

新年度から
3歳以上児クラス

保育支援部

A-１-(2）-⑧

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。

5 7 ｂ

・必要に応じて専門機関と連携しながら対応しているが、
障害がある子への対応は難しく、それが適切ではないこと
もある。専門機関との連携は大事にしながら、生活習慣が
身につく様に配慮しているが、職員間で共通理解されてい
ないことも多い。

・特性を理解し、職員間で共通理解して保育する。保護者とも連携
を密にする。研修や書籍などで知識を深めていく。

新年度から 全職員

A-１-（2）-⑨

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。

4 8 ｂ

・異年齢で共に過ごす為、危険な場面もありゆったりと過ご
すことが難しい。また、それぞれが活動内容や関わり方に
は配慮しているが、職員間での引継ぎがスムーズにおこな
われていない。

・事故やけがに繋がらないように、環境の見直しや活動がマンネリ化
しない様に職員同士で連携したり、記録をしたりする。子どもの状況
について共通理解をはかり、引継ぎの際には正確な情報の伝達を
していく。

新年度から 全職員

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。 9 3 a

・合同研修の機会は設けていないが、就学に向けた取り組
み（授業参観や行事見学など）を家庭に伝えたり、小学校
とも情報交換をおこない、就学への見通しが持てるようにし
ている。

・情報交換は数少ない小学校との連携である為、大事にしながらそ
の情報を基に、保護者との面談をおこなっていく。

継続 担当保育士

A-１-(３）-①

子どもの健康管理を適切におこなっている。

6 6 ｂ

・子どもの体調の変化、ケガ等について保護者への伝達を
おこない、記録にも残している。また、一人ひとりの健康状
態の把握に努めているが、対策の取り組みには差がある。

・保護者への連絡内容を共通理解し、職員間での連携を密にす
る。
・専門部で年間計画を立て、流行時の対策を指示してもらい、業務
日誌へ記録として残していく。

新年度から
全職員

保健衛生部

A-１-(３）-②

健康診断・歯科検診の結果を保育に反映して
いる。

8 4 a

・年２回、小児科健診、歯科健診がおこなわれ、各家庭に
周知している。また必要に応じて治療をすすめている。

・虫歯所持の統計を提供し、予防や治療の意識を高めていく。
・歯科医に歯磨き指導をお願いし、正しい歯磨きの仕方を身につけ
る機会を作る。 継続

全職員
保健衛生部

A-１-(３）-③

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。

7 5 b

・重度のアレルギーではないが、万が一のことを考え、除去
する食材は家庭と相談しながら進めている。また、研修で
得た情報や知識を活かして対応をおこなっている。

・複数担任の所は特に、共通理解するための取組をする。（会議だ
けでなく）・周囲への理解（なぜ別な食材なのか、何のアレルギー
か。プライバシーはどうするか。）
・職員間で誤差がないように、何らかの反応が出た場合の他職員
への周知、記録を徹底していく。

新年度から
全職員

給食担当

A-１-(４）-①

食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

7 5 b

・食事環境が慢性化して工夫されていなかったり、偏食に
対して厳しくなってしまい、楽しい食事ができていないことが
ある。
・食事をする時のマナーや姿勢等、都度食事をしながら指
導している。一人ひとりの苦手な食材を把握し、調理師と
連携しながら量を調節し、完食できたに繋がるようにしてい
る。食べる・クッキングだけでなく、食事のマナーについても

・食事中の環境設定、雰囲気作り、姿勢など食事指導に取り組ん
でいく。
・三歳未満児は食事時間の見直しが必要。
・残食の記録を残していく。
・厚生労働省の基準に基づき、現在マニュアルを作成中。

新年度から
全職員

給食担当

A-１-(４）-②

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。

8 4 a

・子どもの発育状況や発達等に考慮し、行事食、季節感
のある献立が工夫されている。
・個々の発達状況や体調等に考慮したり、食べる量や好き
嫌いなどを把握することで無理なく完食できるよう配慮して
いる。

・会議等で共通理解しているつもりでも、３歳以上児と3歳未満児と
では共通理解できていない為、食事指導の共通理解を図る。
・食事に関する絵本等を活用し、食に興味・関心が持てるよう取り
組みをおこなっていく。

継続できる部分は継続
新年度から

全職員
給食担当

A-2-(１)-①

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。

12 a

A-2-(2)-②

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。

・日常的な情報交換ができている中で、子どもの成長を共
有し支援をおこなっている。必要に応じて記録に残してい
る。バスを利用する子もいる為、できるだけ連絡帳に記す
ようにしている。

・情報交換の内容を関係職員で共通理解していく。また、保護者へ
の一方的な連絡にならないよう配慮し、書き方にも十分気を付けて
いく。 継続 全職員

・保護者からの相談には都度対応し、面談をお願いして話
し合う機会もある。お誕生会や行事等を通じて子どもの様
子を見たり、話をしたりして、安心できるよう努めている。・
調理の相談を受け、その子に合わせたメニューの情報提
供などをおこなっている。

・記録の範囲・基準が定まっていない為、マニュアルを整備してい
く。職員への周知や用紙の改善も見直しをしていく。
・助言できる体制を整えていく。 新年度から 全職員

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。

6 6

7 4

b

・マニュアルの読み合わせをするなど共通理解のための時間を定
期的に設ける。また、身体の観察だけでなく、箸やおしぼり等の衛生
面など、持ち物等はどうかのチェックもしていく。 新年度から

全職員
保育支援部

A-3-(1）-①

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。 4 8

A-2-(2)-①

全職員
各専門部リーダー

1

b

・日々の保育の中で自分の声がけや対応の仕方に反省す
ることがあると同時に周りの職員の保育の違いや考え方の
違いに気付くこともある。より良い保育について努力をして
いくべきである。

・各専門部でのリーダーが主となって改善計画を立て、改善へつな
げていき、保育の質を上げていくために一人ひとりが意識を持って
取り組んでいく。 新年度から

・視診・触診をおこない、早期発見に努めている。関係機
関との連携を図る取り組みは十分にできていない。また知
識不足もある。c


