
ａ ｂ ｃ い　つ 誰　が

検討日時：　1月16日～　1月25日(個人)　　1月27日～　2月 7日(グループ)　　2月　8日～22日(全体)　　2月25日～3月14日(改善検討)
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安心して食べることのできる食事を提供するため、毎月の専門部
会議の際にガイドラインを確認し合う。また、半年に1回は給食から
のおたよりにも食材の大きさや形（切り方）等を記載し、誤嚥防止に
努められるよう、保護者と共通理解を図る。

ｂ

ｂ

ａ

ｂ

見直しや課題の必要な項目について改善策の一覧表を作成し、
各専門部で取り組み、改善していくようにする。
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園内外の構造は、バリアフローとなっている。研修に参加したり、姉妹園
での公開保育に参加したりして、情報交換を行っている。必要に応じて、
定期的に支援専門員が来園し、関わり方のアドバイスをいただき、環境
を整えるための取り組みが行われている。障害の状況に合わせた個別
年間指導計画を作成し、月案とも関連づいている。

保護者が安心して子育てをすることへの支援ができるよう、相談内
容の事例をもとに電話対応や玄関対応等のシュミレーションを園
内研修で行っていく。
離乳食の面談の際は、調理員も一緒に面談に加わっていく。

ネグレクトについて、保健だよりやはなまるキッズなどを通して、全
体会以外でも具体的な例を挙げて知らせ、家庭でも気づいていけ
るようにする。
児童観察記録の記入の仕方など、園内研修を通して統一していく
ようにする。

0

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

園側から積極的に声をかけ、様子を伺うよう努めている。また、一人ひと
りの様子を把握する上での個人面談は、できるだけ保護者の都合に合
わせて行い、場合によっては職員（職種）を選んで行えることを伝えてい
る。内容も記録に残している。休日保育や延長保育の体制も整ってい
る。

子どもの表情や仕草、身体のアザなど、虐待の早期発見に努めている。ネグレクトにつ
いては、毎週爪切りや衣服の確認をし、児童観察記録に記入している。保護者と面談
を行い、園で援助できる部分は援助するよう努めている。法人で、青森しあわせネット
ワークに加盟しており、生活面での援助ができる施設となっている。児童相談所等の関
係機関との連絡が直ぐにとれるよう、園内に通報手順を掲示しているほか、虐待等に
ついてのマニュアルが整備され、職員会議や園内研修等で、学び機会が設けられて
いる。

年1回自己評価を行い、それをもとに3歳未満児クラス・3歳
以上時クラスで話し合い、さらに各専門部での話し合いを重
ね、園全体の自己評価につなげている。
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A-１-(４）-②

A-2-(１)-①

日々、口頭や連絡帳で子どもの様子を伝えたり、情報交換に努めてい
る。入園・進級式や保育参観の全体会・クラス懇談会では、資料をもと
に保育の意図や内容について、保護者の理解が得られるように伝えて
いる。毎月のお誕生会では、誕生児の保護者を招く等、子どもの成長を
共有している。保護者とは入園前、入園1か月後や進級時等のほか、必
要に応じて面談を行い、日々の成長を喜び合い共感している。

保健衛生教室で、歯磨きのチェック液の使用やブラックライトによる手のバイ菌の確認を
引き続き取り入れていく。
歯科健診後の受診や虫歯の様子を家庭から教えていただけるよう、保健だよりを通して
呼び掛けていく。

健康管理に関するマニュアルに基づき、毎朝の検温や視診触診を行
い、子どもの健康状態の把握に努めている。感染症情報は毎週更新し
て掲示し、必要に応じて専門部よりお便りを配布している。予防接種の
状況を把握し、追加をその都度記録している。ＳＩＤＳ対策としては、タイ
マーを使用して確認するときに、全体を見る監視役をつけるなど、見直し
を行った。

引き続き

12 16 0

5歳児クラスでは、机の向きや給食への取り組み方等、就学を意識した
生活を取り入れている。年2回（春・秋）には、幼保小連携の研修会に参
加し、情報の共有や意見交換等を行っている。子どもたちは、音楽鑑賞
会に参加するなどの交流を行い、保護者の方々とは面談を行い、就学
までに身に着けたい10の姿について伝えたり、確認したりしている。

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。

家庭からのケガや健康状態の変化や予防接種について、家庭から教えても
らえるように全体会等の機会に保護者へ伝えていく。
園内研修では、ガイドラインに沿って作成し、研修内で確認・見直し等を行っ
ていく。

A-１-(３）-② 0
健康診断・歯科検診の結果を保育に反
映している。

内科・歯科健診が、年2回行われている。その結果は、保護者に伝えら
れ、記録は個人ファイルに保管している。また、職員会議や申し送りを通
して全職員に周知されている。歯科健診の結果は、保健衛生部でまと
め、玄関に掲示することで虫歯予防への関心が向くようにしている。

15 13

保育参観でのクラス懇談会では、食事と同時進行になってしまいがちで、保
護者も集中して話を聞けないと思うので、保育参観全体の流れや各クラスの
活動状況等を見直してはどうかと思う。
クラスの懇談内容やおたよりに、職員が学んできた研修内容を組み込んで、
保護者へ伝えていくなど、子どもの成長に必要なことを連携していけるように
する。

A-１-(３）-③ 17 ｂ

12 16 0 ｂ

子どもたちの苦手な食べ物を把握しつつ、好き嫌いなく食べられる
ように調理員とともに工夫・考慮していく。

食物アレルギー以外でのアレルギー疾患やアレルギーを起こす食
材や発作を起こした場合（蕁麻疹・アナフィラキシーショック等）の
対応については、園内外研修を通して職員間で周知・理解を深め
ていきたい。

18 10

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。

医師からの診断結果をもとにアレルギー対応食を提供してい
る。調理の際は、除去や代替の確認を行い、保育への受け渡
しの際は、復唱とサインをして目で確認しあっている。食物アレ
ルギー一覧表で全職員に周知されており、アレルギー食はお
盆を使ったり主担がそばについて見守りを行っている。

13 15 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。

11

食事を楽しむことができるよう工夫をして
いる。

年4回の食育栄養教室を通して、プランターで育てた野菜を使っての
クッキングを行ったり、食事のマナーや三色栄養素等について伝えてい
る。食事時は、音楽をかけ、落ち着いた雰囲気作りをし、おにぎり作りや
バイキング給食等、食への関心を深められるようにしている。保温器を
活用し、炊き立てのご飯を提供し、盛り付けたり、年長組はお盆に入れて
配膳している。玄関には、サンプルを設置している。

マニュアルに基づいて衛生管理を適切に行い、給食の提供を行ってい
る。ガイドラインを確認しながら、調理の仕方なども工夫し、安全に食事
できるようにしている。子どもたちと調理員が一緒に食事することで、食に
関する会話が増えていたり、離乳食について職員が気付いたことを受渡
し表に記入したりして連携をとっている。旬の食材を使った献立や郷土
食を取り入れるなど、食文化にもつなげたメニューとなっている。

0

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。

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。

13 15 0
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各クラス
保育実践部

改善実施計画

全体的な計画（保育課程）は、関係法令や認定こど
も園教育・保育要領の趣旨を捉え、理念や基本方針
に基づいて作成されている。また、子どもの各年齢の
発達過程や地域の実態等も考慮し、関係職員が中
心となって見直しや改定を行っている。

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。

14 14 0 各専門部

評 価 項 目
個人別評価

現　　状

新年度初め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。

18 10 0

何　　を

各年齢の全体的な計画（保育課程）について、各クラス毎で理解
を深めるための取り組みをクラス会議や園内研修で行っていく。ま
た、1人ひとりの成長発達を共通理解するためにクラスで話し合っ
ていく。

社会福祉法人あおもり愛育会　みどりの風こども園かなぎ

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。

9 19 0

生活安全教室や保健衛生教室、園内に掲示されて
いるポスターを通して、基本的な生活習慣に触れ、
学べる機会がある。年齢や発達に合った援助を行
い、保護者との情報交換により習得できるように働き
かけている。できたときは十分に認めていき、1人ひと
りの気持ちを大切にしている。

豊かな自然と広い園庭の中で、積極的に遊びや学びの機会
を持つことができる。園内でも生き物を飼い、命の大切さを学
べるよう工夫している。地域の日や園外行事、公共施設への
訪問を通して、社会のルールに触れる場も多くある。遊びの中
で、友だち同士で考えルールを決めるなど、自発性へつなが
る保育も行われている。

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。

13 15

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。 9 19 0

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。

12

12 新年度から

16 0

保育室は床暖やエアコン、空気清浄機やノロックスなど、適した環境と
なっており、トイレットペーパーの芯を通る玩具は使用しないなど、遊びを
通しての安全管理への配慮もなされている。保育者と子ども1人ひとりが
応答的なかかわりを持ちながら日々過ごしている。家庭との連携におい
ては、入園説明や入園1ヶ月後、離乳食など必要に応じて面談を行い、
発達過程に応じた保育を行っている。

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 17 0

16 0

個人の発達状況をよく理解し、月齢等に配慮しながら1人ひとりの“やっ
てみたい”“自分で”という、気持ちを受け止め関わっている。送迎時やお
帳面、面談を通して情報交換を行い、家庭と連携している。保育者以外
の人（図書館の方、実習生、インターンシップ生）とのかかわりを図ってい
る。

新年度から0A-１-(2）-⑧

合同保育の合流時間を見直したことで、集中して楽しんでいる。また、
マットを活用して、ゆったりと家庭的な雰囲気で穏やかに過ごせるよう、
安心して保護者の迎えを待てるように援助している。夕方への引継ぎを
申し送りで伝える他、子どもの様子が全職員へ周知できるように連携し
ている。

養護と教育の目標を明確にし、縦のつながりを意識した活動や環境に配
慮して、生活や遊びを通しての物事への関心が高められるようにかか
わっている。地域の行事に参加し、共同的な活動を披露することができ
ている。育ってほしい10の姿を目標に取り入れながら、生活と遊びの中
での学びを意識した取り組みが実践されている。

障害のある子どもの育ちを園全体で支えていけるよう、支援の仕方や対応に
ついて担当者から伝える機会を設け、職員間での連携や情報共有を密に
行っていく。障害のある子ども、気になる子どもの保育指導年間計画・経過記
録はあるものの、日々の計画や経過記録を担当者が記録していってはどう
か。

曜日によって玩具の種類を変えていくことで、マンネリ化を防いでい
く。また、子どもたちが落ち着いて遊びを楽しめるように、時には、子
どもの声や様子に合わせた環境を整え、柔軟に対応していく。

小学校との交流会は、継続的に実施できるように働きかけていく。
小学校では、性差別の観点から男女ともに「さん」付けなので、園
でも「さん」付けで呼び合うようにしていってはどうか。 新年度から

ａ

すだれの使用期間を増やしてはどうかと思う。
各箇所の掃除の仕方や空気清浄機のフィルターの掃除の仕方を
統一できるようにマニュアル化する。
内履きや敷掛け布団カバーは、月1回は持ち帰るようにする。
3歳以上児の着替えの配慮として、目隠しとなるついたてまたは、
カーテンを使用してみる。

全職員が毎月1回のクラス会議の際に、担当クラス前後の年齢も
合わせてチェリッシュの読み合わせを行い、発達段階の理解を深
め、1人ひとりにあった教育・保育が見通しをもって提供できるよう
にしていく。

引き続きポスター掲示をし、視覚から身についていける方法を実
践していく。
おたより・口頭・面談等にて、園での様子を家庭に知らせ、援助の
仕方を共有していく。

様々な社会体験ができるよう、園外保育行き先の候補を増やして
いく。図書館が来園した際は、積極的に読み聞かせへ参加し、園
内においても社会体験ができるよう工夫していく。砂場で遊ぶ機会
が少ないと思うので、遊びに取り入れていけるよう、定期的に整備・
点検していく。

夕方の合同保育では、0歳児が遊べる玩具をクラスから持ってきたり、マット
部分を増やして転倒防止や安全な環境を整える。
ＳＩＤＳ対応を想定した訓練を実施する。
合同保育で移動する際は、紙パンツ等、必要なものを持って移動する。

1人ひとりの発達成長に合わせながら、園庭での遊び等を一緒に行い、上の
クラスを見て遊び方を真似たり、興味関心を高められるようにする。
玩具の大きさが限られてくるので、手先を使って集中できる玩具（例えば、ボ
タン掛け、マジックテープ、チャック、磁石ブロック等）を増やしてはどうか。

3・4・5歳児の発達について、1人ひとりが育ってほしい10の姿をよ
り意識して保育・教育にもっていけるよう、ポスターを作成し、各ク
ラスに掲示していく。 新年度から

新年度から

新年度から

毎月の
クラス会議で

温湿度計を設置して1日3回（9時・12時・15時）に計
測している。また、保育室は日光が入り、換気もする
など、適切な状態が保たれている。加湿空気清浄機
やノロックス等の使用や次亜塩素酸ナトリウム（ピュー
ラックス等）で拭き掃除をしている。学校薬剤師によ
り、水質やダニ、照明等の点検を定期的に行い、衛
生管理に努めている。

新年度から

子ども1人ひとりの発達や個人差、家庭環境等から、クラス会
議や普段の話の中で、声がけの仕方や子どもの状況を共有
し、十分に把握している。気持ちを受け止めることで安心して
自分を表現できるようにしている。また、せかす・制止する言
葉ではなく、子ども自身のやる気や意欲を引き出せるような声
がけや援助を行うよう、努めている。

新年度から

新年度から

新年度から

全職員

全職員

全職員

全職員

全職員

保育実践部

総務研修部
保育実践部

保育実践部

食育給食部引き続き

食育給食部

各クラス

家庭地域部

安全管理部

総務研修部

管理者
5歳児主担

総務研修部

保健衛生部

保健衛生部

引き続き

新年度から

新年度から

3月末から

5月中旬から

新年度から


