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検討日時 ： 1月12日～1月31日(個人)  2月1日～2月 14日(クラス)  2月15日～3月1日(専門部)  3月2日～3月14日(全体）  3月15日～31
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引き続き、手作りお弁当の日は前もって食材の形状等についての
おたよりを配布して呼びかけていく。
新しいメニュー等を取り入れ、子どもたちの食への関心や食欲につ
なげていく。
食事中の危険について、事例を用いた園内研修を行っていく。

ｂ

ａ

ａ

ａ

改善実施計画が計画的に行われているか、総括表を用いて見直しを行っていく。
総括表を各専門部を通して職員に周知し、毎月の専門部会議でも確認しながら進
めていく。また、今まで行ってきたことも新しい生活様式に合わせながら振り返り、今
一度再確認をしていく。
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個人別年間指導計画を通して、月・週案等につなげてい
る。また、専門機関で定期的に来園し、保育者への助言
として受け保育につなげている。保護者との連携を密に
し、面談を行い1人ひとりの成長や状況に合わせた保育
に取り組んでいる。

行事後等、アンケートを定期的に行うことで、保護者の意向を把握
していけるよう努めていく。保護者対応の事例を基に、園内研修で
具体的な対応について学び合い、コミュニケーション力の向上を図
る。

園内研修を通して、虐待についての知識を深めていくとともに、親子の時間や
スキンシップの大切さを保護者へ伝えていくよう、おたより等を活用していく。
また、保護者に寄り添い、その保護者に合わせての支援を行っていく。ネグレ
クト的な要素を持った保護者もいるため、声をかけたり具体的に知らせたりし
ていくことで悪化していかないよう努めていく。

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

日々のコミュニケーションの中で、保護者の想いや様子をうかがう
よう努めている。個人面談では、意向に添って相談相手や日時希
望に応じ、組織としても保護者を支援する体制作りとなっている。ま
た、面談内容は記録に残し、全職員へ周知している。保護者が安
心して仕事ができるよう、延長保育や休日保育等の体制も整って
いる。

マニュアルが整備されており、視診・触診や衣服の着脱の際、おむ
つ交換時等も気にかけ、早期発見に努めている。また、子どもの心
身の状態や家庭での養育についての把握に努め、申し送りやケア
会議等を通して、職員間で情報共有したり、児童観察記録簿を活
用し、その後の様子も含め記入している。関係機関への連絡体制
も整えている。

年1回自己評価を行い、自身の保育について振り返りを行ってい
る。自身での評価後、それをもとに各クラス、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改善に向けた取り組みを行っている。
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A-１-(４）-②

A-2-(１)-①

お帳面や口頭、面談等で保護者とのコミュニケーションや情報交
換を行っている。また、写真や製作物を玄関に掲示することで、子
どもの成長を共有できる努めている。面談に関しては、今年度新入
園児と気になる子のみ対象となったこともあり、日常的に普段の様
子を細かく伝えるよう意識している。保護者からの意見・苦情等は
記録に残し、園長・主幹とともに協議し、保護者が安心できるよう対
応している。

虫歯ありの診断を受けていても受診していない家庭もあるため、歯
の大切さについておたより等で伝えたり、個人的に声をかけたりして
経過確認をしていく。

毎朝の検温や視診・触診を行い、気付いたことは保護者へ確認し
たり、児童観察記録へ記録したりしている。体調の変化等は申し送
りで周知し、全職員で共有している。SIDSについての対策を徹底
し、タイマーを使用しての5分毎チェックとともに午睡記録への記
入、また、監視役の職員を配置している。SIDSや心肺蘇生法の園
内研修や対応訓練を通して、職員の知識を高めていくようにしてい
る。

新年度から

15 14 0

就学を意識してテーブルの向きを一定方向にし、給食の配膳等も
自分で行うようにしている。年2回行われる幼保小連携での研修に
参加し、情報交換をしたり小学校のマラソンフェスタの応援に出向く
等、コロナ禍の中でもかかわりが持てるように工夫・連携してきた。
就学前の面談では、今できることを伝えつつ連携しながら苦手部
分の克服ができるよう努めている。

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。

コロナウイルス感染予防のためのマニュアルを作成する。
家庭でのケガや休日中のケガが増えていることから、おたより等で
子どもの見守りに関して呼びかけていく。また、同時に家庭からケガ
について話してもらえるよう呼びかけていく。

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。

今年度はコロナウイルス感染拡大防止対策のため、歯科・内科健
診が秋の1回だった。結果は、保護者へ配布とともにおたより長や
口頭で伝え、個人の児童ファイルに保管されている。歯科健診の
結果については、むし歯等を集計し、イラストを添えてわかりやすく
掲示し、周知できるようにしている。年4回の保健衛生教室で、身
体の健康について学ぶ機会を設けている。

20 9

玄関で子どもの様子を伝え合う中で、他の保護者もいるので全職
員でプライバシーへの配慮や工夫をしていく。

A-１-(３）-③ 13 ａ

17 12 0 ａ

コロナ感染予防対策として黙食をすすめている中でも食事を楽し
めるよう、食欲がわくようなお話やその日のメニュー等について話し
たり、行事に合わせての装飾やBGM等の工夫を行っていく。

アレルギー症状がみられたときの対応や各症状についての園内研
修を行い、アレルギーに対する意識を高めていく。また、1人ひとり
のアレルギーに合わせて、食材の中に含まれているかなどの一覧
を作成していく。

16 13

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保護者と連携し、アレルギー対応食
を提供している。調理から保育への受け渡しの際は、受け渡し
チェック表を用いて確認し合い、さらに保育室での複数でチェックを
行っている。また、アレルギー一覧表があり、全職員で周知されて
いる。アレルギー食は別色トレイで配膳され、クラス主担のそばで食
べるようにしている。

16 13 ａ

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。

16

食事を楽しむことができるよう工夫をして
いる。

おにぎり作りやバイキング給食、お弁当作り等の他、
食育栄養教室を通して食への関心を深められるよう
にしている。プランターでの野菜栽培の他、今年度か
らは園庭を活用して畑を作り、畑での野菜栽培を通し
て観察や収穫からの試食へとつなげることができた。

毎月各クラスの喫食状況を伝え合い、献立にも反映されてい
る。衛生管理マニュアルを基に、安全な給食提供に努めてい
る。手作りお弁当の日も子どもの安全を考慮し、家庭にも食材
の形状について協力を求めたり、ガイドラインに沿って知らせた
りした。感染症対策として、フェイスシールドやついたての使
用、また、職員は子どもと一緒には食べないなど、その都度改
善を行っている。

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。

17 12 0

16 13

8 21

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
い、年間・月案・週案・個別年間へとつなげている。

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。

20 9 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。

27 2 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
を深めるため副担等も目にする機会をつくり職員周知を図ってい
く。また、1人ひとりの成長発達を共通理解するためにもクラスで読
み合わせを行っていく。

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。

14 15 0

子ども1人ひとりの発達や状態に合わせ、子どもが自
分でやろうとする気持ちを大切にしながら、日々の生
活の中で生活習慣や新しい生活様式での生活習慣
も身についていくよう援助している。
生活安全教室や保健衛生教室、食育栄養教室等を
通して、子どもたちが理解できるように働きかけてい
る。子どもが自主的・自発的に生活や遊びができるように、先の見通し
を持たせたり、子どもが自ら考えて行動していけるように働きかけた
りしながら、見守るような援助を行っている。また、玩具を選択した
り、伸び伸びと自然的な園庭を活用して遊んだりして子どもの自発
性を尊重した保育に努めている。生活や遊び、活動を通して友だち
同士のかかわりを丁寧に知らせ、人間関係が育まれるよう仲立ちし
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。

17 12

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。 12 17 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。

19

12 新年度から

10 0

低月齢・高月齢、また1人1人の発達に合わせて、生活の場や遊び
を分けるなどの配慮を行ってきた。スキンシップやアイコンタクト、コ
ミュニケーションを充実させ、1人ひとりの気持ちに寄り添い、愛着
関係につなげている。SIDS予防を徹底し、全体の監視役も配置し
て記録している。家庭との連携を密に、体調や日々の成長につい
て情報交換を行っている。

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。

14 15 0

17 0

探索活動が安全に行えるよう、棚へのクッション付けを
行ったり、安全な玩具の提供をして環境への配慮が適切
に行われている。1人ひとりの個人差も踏まえながら、意
欲や思いを受け止め、見守り援助を行っている。お帳面
や送迎時の対談により家庭との連携をとり、保育にも活か
している。

新年度から0A-１-(2）-⑧

昼の申し送りの際には、各クラスでの出来事を伝え合い、延長番へ
と引き継ぎ全職員が周知できるよう取り組んでいる。また、翌朝へ
の申し送りも活用している。
感染症対策も含め、夕方もクラス毎に過ごせるように配置し、遊び
や活動に連続性が持てるようにしている。また、希望があれば軽食
提供を行い、保護者にも軽食利用できることを伝えている。

遊びを通して学びにつながるため、人間関係や社会性、協調性、
道徳性等、集団の中で必要な育ちを丁寧に援助し知らせている。
就学までに育ってほしい10の姿からクラス目標を立て、日々の保
育・教育につなげている。地域へ向けた共同的な活動は、コロナウ
イルス感染拡大予防により少なかったが、配慮・工夫しながら保護
者へ伝えるよう努めた。

日々の計画や経過記録を担当者が記録して、次のステップにつな
げるための計画として積極的に活用していくようにする。気になる子
の保護者との面談時には、主担だけでなく、担当保育者または、
主幹が同席していくようにする。

引き続き、子どもの人数や状況を調査しながら、職員配置を工夫
していく。また、夕方は、3歳以上児クラスの活動がテーブルでの
遊びになりやすいため、マットも活用しながら伸び伸びと遊べる空
間をつくっていくようにする。

幼保小連携での研修内容をより深いものにしていくために、就学してから子ど
もたちが何に困っているのか等を把握し、前もって身につけられるように対策
等を考えていく。コロナの状況に合わせながら、音楽鑑賞会や1年生との交流
会の場等、継続的なかかわりを図っていく。また、アプローチカリキュラムの作
成を進めていく。

新年度から

ａ

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。
共同で使用するハサミやハンガー等についても、各クラスで消毒し
ていく。（個人用にしていくことができるハサミ等は、個人用として用
意する。）
黙食の中にも楽しい雰囲気作りとして、音楽を流したり、行事食の
時はランチョンマットやテーブルクロス等、配慮への工夫をしてい
く。
引き続きチェリッシュの読み合わせや内部研修を通して、園や保
育者の理念の理解を深めていく。
クラス会議等で保育経過記録と照らし合わせ、1人ひとりの発達段
階や家庭環境等について話し合い、その子が次のステップへ進む
ための具体的な援助方法を見出していく。

子どもの生活背景や家庭状況を理解し、無理なく進めていけるよ
う、園での方法を伝えたり、家庭での様子を聞いたりしながら、引き
続き連携を大切にしていく。
新しい生活様式について、生活安全教室や保健衛生教室、食育
栄養教室等で、子どもたちにわかりやすいようイラストやマーク等を
用いて伝えたり、生活の中で活用し身につけていけるようにする。

雪の重さで園庭の木の枝が折れて垂れ下がっているため、子どもたちが園庭
遊びに入る前に環境整備を行っていく。（除雪関係で、園庭がうねってしまっ
たり、大小の石やガラスの他、側溝蓋や壁の破片等が散乱していたこともあ
り、丁寧に整備していく。）
地域のコロナウイルス感染状況を把握しながら、しっかりと予防した上で社会
体験を行っていきたい。

朝夕の合同保育では、引き続き、低月齢の子の安全も考慮して環境を整え
ていく。SIDSに関する園内研修やSIDS対応訓練も引き続き行っていく。また、
朝夕の合同保育のことも考慮して、3歳以上児クラスの職員も参加していく。
健康状態や肌トラブルについて、おたよりを通して早期受診を進めたり、肌ケ
アの方法を伝えたりしていく。

各年齢に合わせた知育玩具を導入するなど、玩具の種類を増や
していく。また、保育者が子どもと同じ目線で過ごすことを意識して
いく中で、安全な環境整備や1人ひとりの発達に合わせた遊び経
験を増やしていくようにする。

クラスでのお手伝いや活動等、一年を通して継続させていくため
に、子どもたちが目で見て楽しみにしていけるような取り組みをしな
がら、自ら楽しんで活動できるよう工夫する。 通年

引き続き

新年度から

毎月の
クラス会議で

子どもが心地よく過ごすことのできる環境は、その都
度見直しや話し合いを行い、新しい生活様式に合わ
せた換気や消毒等の感染予防対策も行っている。新
しい生活様式を踏まえ、さまざまな部分での見直しや
改善がまだまだ必要と思われるため、引き続きマニュ
アルを通して話し合い、見直しや改善を進めている。

通年

子ども1人ひとりの発達や家庭環境等から生じる個人差等、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、十分に把握しその子に合った援助が行えるよう努め
ている。安心して自分を表現していけるように、子どもの気持ち
をしっかり受け止め、子ども目線で話していくよう努めている。

定期的に

通年

新年度から

全職員

全職員

安全管理部

保育実践部
SIDS対応訓練

担当者

全職員

保育実践部

各クラス
保育実践部

保育実践部

食育給食部
各クラス

引き続き

食育給食部
安全管理部

全職員

家庭地域部

保育実践部

総務研修部

管理者
5歳児主担

保健衛生部

保健衛生部
各クラス

食育給食部

新年度から

新年度から

通年

4月初旬

通年

引き続き


