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ⅠⅠⅠⅠ    基本方針基本方針基本方針基本方針とととと組織組織組織組織        

 

Ⅰ-１ 教育・保育方針・目標 
 

Ⅰ-１-(１) 教育・保育方針・目標が確立・周知されている。 

 

1 Ⅰ-１-(１)-① 教育・保育方針・目標が明文化され周知が図られている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）教育・保育方針・目標が適切に明文化されており、教諭、保護者等への周知が図られている。 

 

ｂ）教育・保育方針・目標が明文化されているが、内容や周知が十分ではない。 

 

ｃ）教育・保育方針・目標が明文化されていない。 

 

 

 

評価の着眼点 

□ ❶教育・保育方針・目標が文書（事業計画等の幼稚園内の文書や広報誌、パンフレット、ホームページ

等）に記載されている。 

 

□ ❷教育・保育方針・目標は、幼稚園が実施するサービスの内容や特性を踏まえた使命や目指す方向、考

え方を読み取ることができる。 

 

□ ➌教育・保育方針・目標は、教諭の行動規範となるよう具体的な内容となっている。 

 

□ ❹教育・保育方針・目標は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、教諭への周知が図られ

ている。 

 

□ ❺教育・保育方針・目標は、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、保護者への周

知が図られている。 

 

□ ❻教育・保育方針・目標の周知状況を確認し、継続的な取組を行っている。 

 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

 

（１）目的 

○教育・保育方針・目標が適切に明文化されており、教諭、保護者等への周知が十分に図られていること

を評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

 【教育・保育方針・目標】 

 ○事業経営や教育・保育提供の拠り所であり、基本の考えとなります。また、めざすべき方向性を内外に

示すものでもあります。 

 

○教育・保育方針・目標は、教諭の理解はもとより、保護者、さらには地域社会に対して示していくこと

を前提として、明文化されていることが求められます。 
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 ○教育・保育方針・目標は、中・長期計画や単年度の事業計画を策定する際の基本ともなります。 

 

 【教諭の理解】 

○教育・保育方針・目標は、園の教育・保育に対する考え方や姿勢を示し、教諭の行動規範となるもので

すから、教諭には十分な周知と理解を促すことが重要となります。 

 

 【子どもや保護者等への周知】 

○理念や基本・保育方針は、園の教育に対する考え方や姿勢を示すものです。よって、教諭に限らず、保

護者、さらには地域住民や関係機関にも広く周知することが必要となります。また、保護者等に対して

教育方針・目標を周知することによって、実施する教育に対する安心感や信頼を高めることにもつなが

るため、十分な取組が求められることとなります。 

 

（３）評価の留意点 

○公立施設については、管理者に与えられた職掌の範囲内を考慮したうえで、本評価基準の基本的考え方

にそった具体的な取組を評価します。 

 

○教諭への周知については、訪問調査において園として教諭への周知に向けてどのような取組を行ってい

るかを聴取したうえで、教諭への聴取・確認を行うことによってその周知の状況をあわせて把握するこ

とになります。 

 

○保護者への周知については、訪問調査において保護者への周知に向けてどのような取組を行っているか

を聴取します。また、作成された印刷物等の内容がわかりやすいかどうか、周知の方法に配慮している

かどうかについても評価の対象となります。 

    

○○○○訪問調査時訪問調査時訪問調査時訪問調査時にににに、、、、教諭教諭教諭教諭へのへのへのへの周知周知周知周知状況状況状況状況をををを全全全全教諭教諭教諭教諭からヒアリングからヒアリングからヒアリングからヒアリング致致致致しますしますしますします。。。。そのそのそのその結果結果結果結果のののの判断基準判断基準判断基準判断基準はははは以下以下以下以下ですですですです。。。。    

◎◎◎◎教諭教諭教諭教諭ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング結果結果結果結果    「「「「ａａａａ」」」」評価評価評価評価    ８０８０８０８０％％％％以上以上以上以上    「「「「ｂ」ｂ」ｂ」ｂ」評価評価評価評価    ８８８８0000～～～～６６６６0000％％％％    「「「「ｃｃｃｃ」」」」評価評価評価評価    ６０６０６０６０％％％％未満未満未満未満    

≪注≫「教諭」とは、常勤・非常勤、あるいは職種を問わず、雇用されているすべての方を指しています。    

    

    

○○○○保護者保護者保護者保護者アンケートをアンケートをアンケートをアンケートを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。そのそのそのその結果結果結果結果のののの判断基準判断基準判断基準判断基準はははは以下以下以下以下ですですですです。。。。    

◎◎◎◎保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    「「「「ａａａａ」」」」評価評価評価評価    ７０７０７０７０％％％％以上以上以上以上    「「「「ｂ」ｂ」ｂ」ｂ」評価評価評価評価    70707070～～～～50505050％％％％    「「「「ｃｃｃｃ」」」」評価評価評価評価    ５０５０５０５０％％％％未満未満未満未満    

    

保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケート    設問設問設問設問 1111    こどもこどもこどもこども園園園園のののの理念理念理念理念・・・・方針方針方針方針をごをごをごをご存存存存じですかじですかじですかじですか？？？？    とととと聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。    

    

回答回答回答回答    ❺❺❺❺よくよくよくよく知知知知っているっているっているっている            ❹❹❹❹まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている                ➌➌➌➌どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない    

            ❷❷❷❷あまりあまりあまりあまり知知知知らないらないらないらない        ❶❶❶❶まったくまったくまったくまったく知知知知らないらないらないらない        ⓪⓪⓪⓪未記入未記入未記入未記入                                                        のののの内内内内、、、、    

    

❺❺❺❺よくよくよくよく知知知知っているっているっているっている        ＋＋＋＋    ❹❹❹❹まあまあまあまあ知知知知っているっているっているっている    ＝＝＝＝    合計合計合計合計のののの比率比率比率比率をををを判断基準判断基準判断基準判断基準にににに当当当当てはめますてはめますてはめますてはめます。。。。    
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11 Ⅱ-１-(１)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）管理者は、遵守すべき法令等を正しく理解するために積極的な取組を行っている。 

 

ｂ）管理者は、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っているが、十分ではない。 

 

ｃ）管理者は、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組は行っていない。 

 

 

評価の着眼点 

□ ❶管理者は、遵守すべき法令等を十分に理解しており、利害関係者（取引事業者、行政関係者等）との

適正な関係を保持している。 

 

□ ❷管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加している。 

 

□ ➌管理者は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守すべき法令等を把握し、取組を行っている。 

 

□ ❹管理者は、教諭に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的な取組を行っている。 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準については、管理者が、自ら遵守すべき法令等に関する正しい理解に向けた取組を行ってい

ること、また、教諭等の法令等の遵守に関する具体的な取組を行っていることの双方を評価します。 

（２）趣旨・解説 

 ○教育・保育を提供する組織として、法令等を遵守した事業経営＝コンプライアンス（法令遵守）の徹底

が求められます。ここでの法令等とは、教育・保育関係法令はもとより、諸規程、さらには、社会的ル

ールや倫理を含むものです。 

 ○管理者は、自らがそれらの法令や倫理を正しく理解し、組織全体をリードしていく責務を負っています。

そのため、遵守すべき法令等を十分に理解し、利害関係者（取引事業者、行政関係者等）との適正な関

係を保持することが必要です。 

 ○また、法令遵守の体制づくり、教育・研修等を実施し、教諭に対して遵守すべき法令等を周知し、遵守

するための具体的な取組を行うことが求められます。 

 ○コンプライアンス（法令遵守）規程の策定、担当者・担当部署の設置、倫理や法令遵守の徹底に向けた

規程の整備や体制の構築を図ることもより積極的な取組として考えられます。 

（３）評価の留意点 

○管理者の、遵守すべき法令等に関する正しい理解に向けた取組とともに、責任者として、教諭等が遵守

するための具体的な取組を実施していることの双方を総合的に評価します。 

 ○遵守しなければならない基本的な関連法令について、正しく把握・認識されているかどうか、また最新

の内容が把握されているかどうかを確認します。 

○遵守の対象となる法令としては、教育分野に限らず、消費者保護関連法令、さらには雇用・労働や防災、

環境への配慮に関するものについて含んでいることが必要です。 

 

教育基本法教育基本法教育基本法教育基本法、、、、学校教育法学校教育法学校教育法学校教育法、、、、子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援法支援法支援法支援法、、、、幼稚園教育要領幼稚園教育要領幼稚園教育要領幼稚園教育要領、、、、認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園教育園教育園教育園教育・・・・保育要領保育要領保育要領保育要領、、、、    

児童憲章児童憲章児童憲章児童憲章、、、、児童児童児童児童のののの権利権利権利権利にににに関関関関するするするする条約条約条約条約、、、、個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法、、、、児童虐待防止法児童虐待防止法児童虐待防止法児童虐待防止法、、、、消防法消防法消防法消防法    食品衛生法食品衛生法食品衛生法食品衛生法    等等等等    
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Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 
 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）事業や財務等に関する情報について、適切に公開している。 

 

ｂ）事業や財務等に関する情報を公表しているが、方法や内容が十分ではない。 

 

ｃ）事業や財務等に関する情報を公表していない。 

 

 

 

評価の着眼点 

□ ❶ホームページ等の活用により、事業計画、事業報告、予算、決算情報が適切に公開されている。 

 

□ ❷第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく改善・対応の状況について公表している。 

 

□ ➌地域へ向けて、教育方針・目標、行っている活動等を説明した印刷物や広報誌等を配布している。 

 

 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

 

（１）目的 

○本評価基準は、事業や財務等に関する情報について、適切に公開し、運営の透明性を確保するための取

組を行っていることを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

 ○実施する教育・保育を必要とする子どもや保護者等がその内容を知るための情報を適切に公開、発信す

る要があります。 

 

 ○保護者等、そして地域の理解を深めていくためには、第三者評価の受審や苦情・相談内容の公表などの

サービスの質の向上に関わる取組をはじめ、各法人の特色ある実践・活動を主体的に提示していくこと

が重要です。 

 

（３）評価の留意点 

○評価方法は、ホームページ、広報誌やパンフレット等により確認します。 
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Ⅲ-１-(５) 安心・安全な教育のための組織的な取組が行われている。 

 

35 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な教育を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）リスクマネジメント体制を構築し、子どもの安心と安全を脅かす事例の収集と要因分析と対応策の

検討・実施が適切に行われている。 

 

ｂ）リスクマネジメント体制を構築しているが、子どもの安心と安全を脅かす事例の収集や要因分析と

対応策の検討・実施が十分ではない。 

 

ｃ）リスクマネジメント体制が構築されておらず、子どもの安心と安全を脅かす事例を組織として収集

していない。 

 

 

 

評価の着眼点 

□ ❶リスクマネジメントに関する責任者の明確化（リスクマネジャーの選任・配置）、リスクマネジメント

に関する委員会を設置するなどの体制を整備している。 

 

□ ❷事故発生時の対応と安全確保について責任、手順（マニュアル）等を明確にし、教育に周知している。 

 

□ ➌子どもの安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われている。 

 

□ ❹収集した事例をもとに、教育の参画のもとで発生要因を分析し、改善策・再発防止策を検討・実施す

る等の取組が行われている。 

 

□ ❺教育に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行っている。 

 

□ ❻事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評価・見直しを行っている。 

 

 

 

 

 

 

ハインリッヒの法則ハインリッヒの法則ハインリッヒの法則ハインリッヒの法則（ヒヤリハットの法則）（ヒヤリハットの法則）（ヒヤリハットの法則）（ヒヤリハットの法則）    

「1 件の重大な事故・災害の背後には、29 件の軽微な事

故・災害があり、その背景には 300 件のヒヤリがある」

という労働災害に対する経験則の一つ。アメリカの損害

保険会社のハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが、

1929 年に出版した論文の中で発表したことから「ハイン

リッヒの法則」と呼ばれています。 

⇒⇒⇒⇒        ヒヤリを０にする取り組みが重要ヒヤリを０にする取り組みが重要ヒヤリを０にする取り組みが重要ヒヤリを０にする取り組みが重要    
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評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、子どもの安心と安全を確保し教育の質の向上を図る観点からリスクマネジメント体制を

構築するとともに、ヒヤリハット報告や事故報告等の事例の収集を積極的に実施し、その収集した事例

について要因分析の実施と対応策が適切に講じられているか評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○園におけるリスクマネジメントの目的は、教育・保育の質の向上にあります。具体的な取組としては、

責任者の設置又は明確化、リスクマネジメントに関する会議等（体制づくり全般をはじめ、事故要因の

分析、改善策・再発防止策等を検討する場）の設置、事故発生時の対応における責任と手順等の明確化、

ヒヤリハット・事故報告の収集、これら報告にもとづく要因分析と改善策・再発防止等の実施が基本的

な事項となります。 

 

○また、これらをリスクマネジメント規程等として定めておくこと、研修の実施や個々の取組について定

期的な見直しと改善を図ることは、体制の構築と幼稚園の実態にそくした効果的な取組のために有効で

す。 

 

○ヒヤリハット・事故報告や事例等の収集は、教育・保育の質の向上の観点から、教諭間の情報共有をは

じめ、要因分析の実施や改善策・再発防止策を講じるために行うものです。また、取組を通じて、教諭

の「危険への気づき」を促す効果も生まれます。よって、教諭個人の反省を促したり、責任を追及した

りするためのものではないということに留意が必要です。 

 

○教育・保育の提供に関わる設備・機器類の日頃からの安全確認や定期的なメンテナンスも、日常的に子

どもの安心・安全に配慮した教育・保育の前提として重要です。また、外部からの侵入者への対応等に

ついても、法人の特性に応じて検討・対応します。 

 

○リスクマネジメントの体制整備の面では管理者のリーダーシップが欠かせません。また、具体的な対策

を講じる際には教育・保育を提供する現場における知恵と工夫を活用した取組が最も重要です。 

 

（３）評価の留意点 

○事故発生時の適切な対応と子どもの安全確保がなされていることを前提とし、リスクマネジメントに関

する責任者の設置又は明確化、リスクマネジメントに関する会議等の設置・開催状況のみならず、ヒヤ

リハット報告・事故報告が収集され、要因分析と改善策・再発防止策の検討・実施がなされているか評

価します。 

 

○ヒヤリハット報告・事故報告の分類や一覧表の作成等に留まらず、組織的・継続的な要因分析と改善策・

再発防止策の検討・実施に結びついていることが必要です。 

 

○評価方法は、訪問調査において具体的な取組を書面と聴取によって確認します。書面がなく、会議等で

事故防止に向けた意識啓発をしているというような取組のみの場合には、「ｃ」評価とします。 

 

○感染症に関するリスク（対策）については、次項「Ⅲ-１-（５）-②」で評価します。
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36 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っ

ている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）感染症の予防策が講じられ、発生時等の緊急時の子どもの安全確保について組織として体制を整

備し、取組を行っている。 

 

ｂ）感染症の予防策が講じられ、発生時等の緊急時の子どもの安全確保について組織として体制を整

備しているが、取組が十分ではない。 

 

ｃ）感染症の予防策が講じられていない。 

 

 

 

評価の着眼点 

□ ❶感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されている。 

 

□ ❷感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、教育に周知徹底している。 

 

□ ➌担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強会等を開催している。 

 

□ ❹感染症の予防策が適切に講じられている。 

 

□ ❺感染症の発生した場合には対応が適切に行われている。 

 

□ ❻感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直している。 

 

 



  
- 10 - 

 

評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、感染症の予防策が適切に講じられているとともに、発生時等の緊急時の子どもの安全確

保について組織として体制を整備し、取組を行っていることを評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○子どもの生命と健康にとって感染症の予防と感染症発生時の適切な対応は非常に重要な取組といえます。 

 

○感染症の予防・対応についても、教育の質の向上を目的とするリスクマネジメントと同様に、マニュア

ル等を整備したうえで、法人内の体制を確立し実行していくことが必要です。具体的には、①責任を明

確にした安全確保のための体制の確立（緊急時の対応体制を含む）、②担当者・担当部署の設置、③定期

的な検討の場の設置、④感染症予防策等の定期的な評価・見直しの実施等が挙げられます。 

 

○感染症については、季節、教育・保育の提供場面に応じた適切な対応が必要であり、感染症の予防と発

生時等の対応マニュアル等を作成したうえで、職員が十分に理解し、日頃から取組を進めることが必要

です。 

 

○対応マニュアル等については、保健医療の専門職の適切な助言・指導のもとに作成されていることも重

要です。 

 

（３）評価の留意点 

○評価方法は、訪問調査において具体的な取組を書面と聴取によって確認します。書面がなく教育会議等

で感染症予防に向けた意識啓発をしているというような取組のみの場合には、「ｃ」評価とします。 

 

    

感染症の例示感染症の例示感染症の例示感染症の例示    

    

麻しん、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、RSRSRSRS ウイルス感染症、百日咳、ウイルス感染症、百日咳、ウイルス感染症、百日咳、ウイルス感染症、百日咳、AAAA 群溶血性レンサ群溶血性レンサ群溶血性レンサ群溶血性レンサ

球菌感染症、マイコプラズマ感染症、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、ヘルパンギーナ、手足口病、伝染性紅斑球菌感染症、マイコプラズマ感染症、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、ヘルパンギーナ、手足口病、伝染性紅斑球菌感染症、マイコプラズマ感染症、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、ヘルパンギーナ、手足口病、伝染性紅斑球菌感染症、マイコプラズマ感染症、咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、ヘルパンギーナ、手足口病、伝染性紅斑

（りんご病）、腸管出血性大腸菌感染症、ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症、伝染性膿痂疹（とびひ）、（りんご病）、腸管出血性大腸菌感染症、ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症、伝染性膿痂疹（とびひ）、（りんご病）、腸管出血性大腸菌感染症、ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症、伝染性膿痂疹（とびひ）、（りんご病）、腸管出血性大腸菌感染症、ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症、伝染性膿痂疹（とびひ）、

アタマジラミ、ウイルス性肝炎アタマジラミ、ウイルス性肝炎アタマジラミ、ウイルス性肝炎アタマジラミ、ウイルス性肝炎 
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37 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。 

 

【判断基準】 

 

ａ）地震、津波、豪雨、大雪等の災害に対して、子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。 

 

ｂ）地震、津波、豪雨、大雪等の災害に対して、子どもの安全確保のための取組を行っているが、   

十分ではない。 

 

ｃ）地震、津波、豪雨、大雪等の災害に対して、子どもの安全確保のための取組を行っていない。 

 

 

 

評価の着眼点 

□ ❶災害時の対応体制が決められている。 

 

□ ❷立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、教育・保育を継続するために必要な対策を講じ

ている。 

 

□ ➌子ども及び教諭の安否確認の方法が決められ、すべての教諭に周知されている。 

 

□ ❹食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備している。 

 

□ ❺防災計画等整備し、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自治会、関係団体等と連携するなど、体制

をもって訓練を実施している。 
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評価基準の考え方と評価の留意点 

（１）目的 

○本評価基準は、地震、津波、豪雨、大雪等の災害に対して、子どもの安全確保のための取組を積極的に

行っているか評価します。 

 

（２）趣旨・解説 

○子どもの安全を確保するためには、教育上のリスクや感染症対策のみならず、災害時における安全確保

のための対策を講じる必要があります。 

 

○そのため、災害時の対応体制（災害時の教育体制、災害時の避難先、避難方法、ルートの確認等）をあ

らかじめ定めておくことが求められます。 

 

○災害発生時の安否確認について、自治体等と連携して行う方法を決定・確認しておく必要があります。

また、子どもや保護者と話し合う、保護者への引継ぎの方策などを決めておくことなどが求められます。 

 

○災害時においても、子どもの安全を確保するとともに教育・保育を継続することが求められます。「事業

の継続」の観点から、災害等に備えた事前準備・事前対策を講じることが重要です。 

 

（３）評価の留意点 

○消防計画の策定など法律で定められた事項や監査事項の対策にとどまらず、実効性の高い取組を積極的

に行っているかどうかを確認します。たとえば、ハードハードハードハード面面面面ではではではでは立地条件立地条件立地条件立地条件からからからから災害災害災害災害のののの影響影響影響影響をををを把握把握把握把握するするするする、、、、耐耐耐耐

震診断震診断震診断震診断をををを受受受受けてけてけてけて必要必要必要必要なななな耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置をををを実施実施実施実施するするするする、、、、設備等設備等設備等設備等のののの落下防止措置落下防止措置落下防止措置落下防止措置をををを講講講講じるじるじるじる、、、、消火設備消火設備消火設備消火設備をををを充実充実充実充実させるさせるさせるさせる、、、、

食料食料食料食料やややや備品備品備品備品などのなどのなどのなどの備蓄備蓄備蓄備蓄をををを整備整備整備整備するなどがするなどがするなどがするなどが挙挙挙挙げられますげられますげられますげられます。。。。    

 

昭和昭和昭和昭和 56 56 56 56 年（年（年（年（1981 1981 1981 1981 年）年）年）年）6 6 6 6 月以前月以前月以前月以前の建物（旧耐震基準により設計された建物）は震度５強を超える地震に耐えの建物（旧耐震基準により設計された建物）は震度５強を超える地震に耐えの建物（旧耐震基準により設計された建物）は震度５強を超える地震に耐えの建物（旧耐震基準により設計された建物）は震度５強を超える地震に耐え

られることが確認されていません。られることが確認されていません。られることが確認されていません。られることが確認されていません。その場合は、耐震診断が必須です。その場合は、耐震診断が必須です。その場合は、耐震診断が必須です。その場合は、耐震診断が必須です。    

 

 

○ソフト面では、災害発生時の体制を整備する、子子子子どもどもどもども及及及及びびびび教諭教諭教諭教諭のののの安否確認安否確認安否確認安否確認のののの方法方法方法方法のののの確立確立確立確立し全教諭に周知

する、災害発生時の初動時の対応や出勤基準などを示した行動基準を策定し、全教諭に周知を図る、定

期的に訓練を行い、対策の問題点の把握や見直しを行うなどが挙げられます。 

 

日本は地震列島です。大規模な地震は必ずやって来ます。災害時にも通じる安否確認方法（携帯メ日本は地震列島です。大規模な地震は必ずやって来ます。災害時にも通じる安否確認方法（携帯メ日本は地震列島です。大規模な地震は必ずやって来ます。災害時にも通じる安否確認方法（携帯メ日本は地震列島です。大規模な地震は必ずやって来ます。災害時にも通じる安否確認方法（携帯メ    

ール、災害用伝言ダイヤール、災害用伝言ダイヤール、災害用伝言ダイヤール、災害用伝言ダイヤル１７１等）、避難先の明確化・避難先の保護者への周知、ル１７１等）、避難先の明確化・避難先の保護者への周知、ル１７１等）、避難先の明確化・避難先の保護者への周知、ル１７１等）、避難先の明確化・避難先の保護者への周知、子ども子ども子ども子どもの保護の保護の保護の保護    

者への引渡方法、備蓄（望ましいのは３日分、水者への引渡方法、備蓄（望ましいのは３日分、水者への引渡方法、備蓄（望ましいのは３日分、水者への引渡方法、備蓄（望ましいのは３日分、水２２２２リットル／日・人）、非常時の持出しリュックリットル／日・人）、非常時の持出しリュックリットル／日・人）、非常時の持出しリュックリットル／日・人）、非常時の持出しリュック    

サックの用意、サックの用意、サックの用意、サックの用意、教諭教諭教諭教諭・・・・子ども子ども子ども子どもへの教育訓練、設備等の落下・転倒防止処置は必須です。への教育訓練、設備等の落下・転倒防止処置は必須です。への教育訓練、設備等の落下・転倒防止処置は必須です。への教育訓練、設備等の落下・転倒防止処置は必須です。 
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Ⅳ－１－（３） 教諭の資質向上 

 

54 Ⅳ－１－（３）－① 教諭等が主体的に自己評価に取り組み、教育・保育の改善が図られている。 

 

【判断基準】 

a） 教諭等が主体的に自己評価に取り組み、教育・保育の改善が十分図られている。 

 

b） 教諭等が自己評価に取り組んでいるが、教育・保育の改善が図られていない。 

 

c） 教諭等が主体的に自己評価に取り組んでいない。 

 

評価基準の考え方と評価のポイント 

○ 教育・指導要領、「教諭等の自己評価」において、「教諭等は、教育の計画や教育の記録を通して、自ら

の教育実践を振り返り、自己評価することを通してその専門性の向上や教育実践の改善に努めなければ

ならない」と、教諭が自らの教育実践に対する自己評価を行うことが示されています。 

○ 教諭等が行う自己評価は教育実践の改善のために行うものです。評価の視点として「子どもの育ちを捉

える視点」と「自らの教育を捉える視点」があります。 

○ また、「教諭等の自己評価を踏まえ、園の教育の内容等について自ら評価を行い」と、教諭の自己評価を

踏まえた園の自己評価を行うことが示されています。 

○ また、「園の自己評価」の留意事項として、園の自己評価に際しては「全教諭による共通理解を持って取

り組むこと」とされています。 

 

この評価基準では、「自己評価」が２種類あります。 

「園全体の運営管理に関する自己評価」    ８番  Ⅰ-４-(１)-①  

「教諭各人が行う自己評価」        ５４番  ⅣⅣⅣⅣ-１-(３)-①  

 

 

評価の着眼点 

□ ❶教諭等が、記録や職員間の話し合い等を通じて自らの教育実践を振り返ることにより、自己評価に取

り組んでいる。 

□ ❷自己評価に当たって、子どもの活動やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程

に配慮している。 

□ ➌教諭が自己評価により、自らの教育実践を振り返り、改善や専門性の向上に努めている。 

□ ❹教諭等の自己評価が互いの学び合いや意識の向上につながっている。 
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63 ⅣⅣⅣⅣ－２－（３）－②－２－（３）－②－２－（３）－②－２－（３）－②    調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実施され、食中毒等の発生時に対応できるよ調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実施され、食中毒等の発生時に対応できるよ調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実施され、食中毒等の発生時に対応できるよ調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実施され、食中毒等の発生時に対応できるよ

うな体制が整備されている。うな体制が整備されている。うな体制が整備されている。うな体制が整備されている。 

 

【判断基準】 

a） 調理場、水周りなどの衛生管理のためのマニュアルがあり、常に清潔に保つなど適切に実施されている。 

b） 調理場、水周りなどの衛生管理のためのマニュアルはあるが、適切に実施されず改善が必要である。 

c） 調理場、水周りなどの衛生管理のためのマニュアルがなく、適切に実施されていない。 

 

評価基準の考え方と評価のポイント 

○ 子どもの安全を確保することは、最も基本的な教育・保育の質の保証であり、保護者等が強く望むもの

です。衛生管理のための体制を整備することは最低限の義務として当然のことであり、教育・保育の質

の向上を目指す意味からも積極的に取り組む必要があります。 

○ また、衛生管理のための体制の確立には、施設長等が明確な目的意識のもとにリーダーシップを発揮す

ることが求められます。 

○ 衛生管理の取組は、組織的・継続的に行われなければその成果は望めません。衛生管理を目的としたマ

ニュアル等を整備した上で、組織内のシステムを確立し実行していくことは、教諭全体で意識を向上さ

せていくことにもつながります。なお、マニュアルは園の状況に応じて園独自に作成したものが望まし

いが、自治体等が作成したもの、またはそれに準じたものを利用していてもよいこととします。 

 

評価の着眼点 

□ ❶園長等は衛生管理の取組について、リーダーシップを発揮している。 

□ ❷衛生管理等に関する担当者・担当部署を設置している。 

□ ➌担当者等を中心にして、定期的に衛生管理に関する検討会を開催している。 

□ ❹衛生管理マニュアルを作成し、栄養士・調理師・教諭に周知、研修を行っている。 

□ ❺マニュアルは定期的に見直しを行っている。 

 

＊ 園の『衛生管理マニュアル』は、厚生労働省発行の「大量調理施設衛生管理マニュアル」 

（2017年6月16日付）と同等以上のものにすること。 

食中毒の発生時対応マニュアルに記載する内容 

１ 食中毒の的確な把握   ２ 園内体制の確立   ３ 関係機関への連絡体制 

４ 保護者への事情説明 （関係する園児の保護者） 

５ 幼稚園の園児並びに保護者へ、事情及び経過説明すること  ６ 事故の処置について 

食中毒発生時の対応  『幼稚園教育要領解説書』 参照 

○食中毒が疑われる場合には、対象となる症状が認められる子どもは別室に隔離し、保護者に連絡すると

ともに医療機関への受診を求めます。また、嘱託医や保健所・関係機関と連携し迅速な対応をとります。

施設長や栄養士・看護師等は、子ども・家族・職員の健康状態を確認し、症状が疑われる場合は医療機関

への受診を勧めます。なお、食中毒発生に関するマニュアルの作成と教諭全員への周知を図ります。 

○嘔吐物・便などは迅速かつ的確に処理・消毒を行い、二次感染の予防に努めます。その際、マスク・使

い捨て手袋などを用いることが望まれます。また、手指の消毒を徹底します。 

○食中毒発生時には、保健所の指示に従い、給食の中止、施設内の消毒、教諭や子どもの手洗いを徹底

しなければなりません。また、必要に応じて、行事などを控えるなど感染拡大を防ぐよう配慮します。 

 


