
検討日時：1月16日～2月7日(個人)　2月10日～２月２８日(グループ)　３月７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

8

・調理員も子どもたちと一緒に食事する機会を設け、食事の様子
を見たり話を聞いたりして、更に改善に繋げていく。
・好き嫌いが無理なく克服出来るよう取り組んで、安心して食べら
れるよう衛生管理に努めている。

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

・改善点を具体的にして専門部が中心となり、改善に取り組みなが
らも、全職員が協力していく。

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

・専門機関からの助言は職員会議などで共有し、実
践することで適切な援助を行っている。

・些細な事でも報告し合い、相談事項は記録に残して共有してい
く。
・適切に対応できるように専門性を園内研修などで磨いていく。

・マニュアルに基づく園内研修を定期的に行い、保護者支援につ
いての理解や知識を身につけていく。
・虐待が疑われる兆候や発見した時の対応の仕方を学ぶ。

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

・保護者からの相談は、職員がその場ですぐ対応する
のでなく、主任や園長へ報告と共に申し送りなどで全
職員に伝え、助言を受けるなどして対応している。

・兆候を見逃さないよう、疑いのある子どもの様子を
観察し、記録したり職員間で共有している。
・マニュアルが整備され、園内外の研修も行われてい
る。

・年1回自己評価を実施し、職員間で話し合い学びや
保育の質の向上に努めているが、十分ではない。

ｂ8

ｂ

8 ｂ

A-１-(４）-②

A-2-(１)-①

・保護者懇談会・送迎時・連絡帳で情報交換を行っ
ている。保護者面談の記録も残している。
・年長は年2回保護者面談で就学に向けての情報交
換を行っている。

8

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。

・健診結果をコピーして配布したり、連絡帳で伝えたり
することで家庭での生活や治療に活かされている。

・医師の指示のもと、除去食を提供し定期的に検査を
してもらい、アレルギー児に対して除去・代替食で対
応、誤食のないよう名前をつけている。アレルギーを
理解してもらう取り組みが不足している。

8

3 5

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。

・食事前にメニューに使われている食材や栄養などに
ついて話し、食に関心が持てるようにしている。
・収穫した野菜を家庭に持ち帰り食べることで、親子
での食への関心が高まっている。
・野菜の収穫やおにぎり作りなど、楽しく食べられるよ
うにしている。
・アンケートから家庭の様子を把握し、献立作り等に
活かしている。

・季節の食材を使った献立や行事食を提供して、子
どもたちが楽しく食事できるようにしている。
・おかわりの際、調理員と子どもの会話から食事量や
好き嫌いを把握し、献立や調理の評価・改善につな
げている。

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。

・健診結果をもとに年齢別や虫歯の多い位置を調べ保健に関する
計画に反映したり保護者に伝えていく。

・保護者から既往症や予防接種の状況など健康に関
する情報を得たら申し送り等で共有している。
・感染症流行時期にも接種状況の確認をしている。
午睡時に5分ごとにチェックをしている。

新年度

8

・小学校と定期的に交流する機会と個々の子どもの
情報交換が毎年持たれている。
・小学校の先生との研修会にも参加している。
・保護者面談で就学に向けての資料配布と説明・確
認を行い見通しを持てるようにしている。

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。

・担当クラス以外の子どもの情報を正確に共有して送り迎えでの声
がけができるようにする。
・ケガ・体調の変化の際速やかに対応できるよう実技研修を増やし
ていく。・

A-１-(３）-②

・年長は年2回の保護者面談を今後も続けて就学への不安をなく
していく。

A-１-(３）-③ 8 ｂ

8 ｂ

・テラスでの給食やお弁当を作ってピクニックごっこなど、食事を楽
しくする環境を工夫していく。
・一人ひとりの食べられる量に合うように減らす。

・研修などで得た知識・情報は園内研修で職員に伝えて適切な対
応を行っていく。
・子どもたちに対してアレルギーの理解を図る取り組みを行う。
・職員もアレルギーについての意識を高めるための研修等を行う。

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。

8

8

8

全職員

改善実施計画

・保育課程は園の理念・基本方針や目標に基づき編
成されているが、職員の参画や定期的な評価を行う
機会が少ない。

全 体

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】

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。

8 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。

8

何　　を

・変わっていく地域の実態を把握しながら、保育に関わる全職員が
参画し、定期的な評価も行っていく。

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。

8

・1人ひとりの子どもの発達に合わせて、基本的な生
活習慣が身に付くように、個々に合わせた援助を行っ
ている。

・子どもたちが好きな遊びを楽しむ時間が設けられて
おり、遊びの中でルールを身につけている。
・地域の人に接する機会や社会的体験が得られる機
会が豊富であり、今年度は郷土芸能体験なども加わ
り、さらに充実できた。

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。 8

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。 1 7

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

8

・0～2歳児が合同保育となっているため、0歳児が安
心して過ごすことができる環境が十分ではない。
・家庭との連携が密に行われている。
・毎年途中入園の子が多いが、その都度保育者を増
やし、安心して愛着関係が持てるように配慮してい
る。
・1・2歳児と同室なので、環境への工夫が十分ではな
い。

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

8

・1人ひとりの発達に合わせた援助が行われている。
・保育士以外の大人との関わりが少ないように感じ
る。
・０・１・２歳児合同なので、探索活動が十分にできな
い。
・朝・夕の合同保育で様々な年齢の子どもと関わって
いる。

常日頃からA-１-(2）-⑧

・柔らかい素材のマットを用意し、座ってくつろげる空
間を確保している。
・0歳児が多いので迎えが来るまで、１対１の関わりを
大切にし安心して過ごせるようにした。申し送りで子ど
もの状況を共有している。
・合同保育を行っていて、好きなおもちゃでゆったり遊
んでいる。

・各年齢に合わせ活動や援助を行っている。・集団の
中で、ルールや言葉づかいは、少しずつ意識できるよ
うになったが十分でない。
・各年齢に合わせた保育が展開されており、様々な
体験を通して学ぶことができている。

・子どもの発達状況や課題などについて、専門の機関と情報を共
有して長期的な見通しを持って保育をしていく。
・適切に関わることができるように、専門員からの助言を職員間で
共有したり、研修会へ参加する。

・異年齢児が同じ空間で過ごすので、子どもの人数や状況などを
見極め使用する玩具を選び安全に遊べるようにする。3歳未満児
が安全に過ごすことができる環境の工夫をする。
・保育時間が長くなる子へ対してのおやつの提供を検討する。

・保護者の就学への不安を取り除けるように細かい部分まで連携
を図っていく。
・配慮を必要とする子や気になる子については小学校とも細かい
部分まで伝え共有できるようにしていく。
・小学校以降での生活を安心して過ごせるよう保護者の不安や疑
問をアンケートで確認して答えていく。

新年度

ｂ

・夏場の直射日光対策や冬場の加湿について検討する。
・室内の温湿度のチェックを細めに行い、快適な状態を保てるよう
にしていく。

・日々の子どもの様子を情報交換し、子どもへの対応策や対応の
結果を共有していく。
・せかす言葉や制止させる言葉のかけ方の見直しと工夫をしてい
く。
・どんな状況でも気持ちにゆとりのある保育ができるよう、スキルを
上げる。

・1人ひとりに合った援助を日々積み重ねることで、習得できるよう
にする。
・家庭とも連携を図りながら、援助を行っていく。
・洗面所やトイレ等の環境の定期的な見直しと整備を行い、子ども
に関心と意欲を持たせていく。

・引き続き戸外遊びを積極的に取り入れる。
・郷土芸能は今年度から取り組んだ活動だが、今年度体験した以
外の芸能も体験できるようにしたい。

・0歳児の保育内容を話し合い、安全に遊べるスペースを確保す
る。
・ゆったりと落ち着いて過ごせる時間が少しでも持てるように、空間
を利用するなど 環境を変える。

・保育士以外の大人と関わりが持てる機会をつくる。
・年齢別の活動や、3歳以上児との交流の機会を設ける。そのため
には、各クラスとの連携や協力を得る。

・適切な言葉づかいは保育者が積極的に子どもたちにその都度声
がけをして定着を図っていく。
・個人差を配慮し、集団のルールを守ることが難しい子へ対しての
対応を考えていく。 常日頃から

常日頃から

常日頃から

常日頃から

・湿度計を一日3回チエックしている。食事・睡眠の空
間が保たれている。エアコン・加湿機の使用により快
適に過ごせるようにしている。
・空間除菌ミスト器（ノロックス）を設置し、ウイルス対
策に取り組んでいる。
各クラスの温湿度計を統一し、冬場の乾燥対策を継
続して行っているが、適切な状態にならない日があ
る。

常日頃から

・1人ひとりの子どもの個人差を十分に把握し、些細な
ことでも申し送りなどで話し合い、情報の共有と理解を
図っている。
・せかす言葉や制止させる言葉を使うことがあった。

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

各クラス担任
給食担当

常日頃から

給食担当

全職員

全職員

全職員

全職員

管理者
担当保育士

専門部

全職員

全職員

常日頃から

新年度

常日頃から

常日頃から

常日頃から

常日頃から


