
令和元年度 学校評価委員会 

令和２年３月 社会福祉法人天野会 塩原認定こども園 

Ⅰ．教育・保育理念 

☆良い環境の基に愛情を持って教育・保育をします。 

☆ひとり一人を大切にし、心身ともに健やかに育成されることを支援します。 

２．教育・保育目標 

 ＊豊な生活体験を通して自我の育ちを助長し「生きる力」の基礎となる「心情」「意欲」「態度」を培う。 

 ＊「明るく元気に遊べる子」「優しい心と健康な体を持った子」「創造性豊かな子」「自分で考え行動できる子」 

３．今年度の重点目標 

 ＊子どもの育ちの連続性を確保するために、学校との学びを繋ぎ、連携を大切にする。心を揺さぶられる体験を通して、

１０の姿がめばえるようにする。 

４．具体的な取り組み 

 ＊取組の様子を視覚的に表し（写真・メール）子どもの育ちを保護者、職員が共有できるようにする。 

５．園評価結果とそれに対する学校関係者評価 

  評価Ａ・・達成できている/ Ｂ・・ほぼ達成できている/  C・・余り達成できていない/ Ｄ・・達成できていない/ 

評価項目及び視点 評価点 自己評価（園・職員） 評価点 学校関係者評価 

教育・保育課程・指導 

・こども園の状況を踏まえた目

標の設定状況 

・職員の共通理解状況 

・行事の管理・実施体制状況 

・年間の指導計画や週案等の作

成状況 

・乳幼児に適した環境に整備さ

れ、学級経営の状況等 

・教育・保育要領に沿った、乳

幼児の発達に即した指導の

状況 

 

 

 

 Ａ 

 

 

 

 

 

・２・３号認定児のみの在園であり、

小規模園なので職員の共通理解の

もと指導計画の作成や行事の持ち

方、クラス運営の状況等日々の共有

ノートで確認し、職員会議では園児

ひとり一人のＰＤＣＡ（計画・実行・

確認・改善）を発表し合い、成長の

確認を共有しています。 

・自然に囲まれ、伸び伸びと生活でき

る環境を大切にしています。  

 

 

 

Ａ 

・学校との学びを繋ぐ、目

標が設定されている。 

 

・自然に囲まれ、のびのび

と生活できていること

が、アンケートからうか

がえる。 

保健管理 

・家庭や地域の保健・医療機関

との連携の状況 

・園保健計画の作成・実施状況・

環境衛生管理の状況 

・日常の健康観察や疾病予防の

ための取り組み、健康診断の

実施状況 

 

 

Ａ 

 

 

 

・子育て相談センターとの連携 

・保健計画作成・保健便り発行 

・環境管理データー表作成 

・内科検診、歯科検診、尿検査年２回

（入園児内科検診１回） 

・眼科検診年１回 

・朝の視診で、健康観察台帳に記入し

ています。 

 

 

Ａ 

・コロナウイルス発生で学

校が休校となっている

が、学童さんが広々とし

た部屋でゆったりと過ご

しているのを見て、安心

した。 

特別支援教育 

・医療・福祉等関係機関との連

携状況 

・特別支援教育のための園内支

援体制の整備状況 

・個別の指導計画や支援計画の

作成状況 

・家庭との連携状況 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

・国際リハビリテーションセンター・

市の子育て相談センターと連携し

出来る限りの支援を行っています。 

・発達支援コーディネーター研修に参

加、支援児に加配保育教諭の配置を

実施している。個別の計画を策定

し、園内職員で共有している。家庭

との連携も日々行い、子育て支援セ

ンターに繋いでいます。 

 

 

 

Ａ 

・これからも、保護者支援

を含め、連携を大切にし

ていってほしい。 



組織運営 
・園長など管理職の目標の達成

に向けたリーダーシップの

状況、又他の職員からの信頼

状況 

・園内職務分担が適切に機能す

るなど、明確な運営・責任体

制の整備状況 

・園の財務運営の状況や公開状

況 

・勤務時間管理状況等、服務監

督状況 

・各種文書や個人情報等の園が

保有する情報の管理状況、職

員への情報取扱い方針の周

知状況 

・園運営のための諸事務等の情

報化の状況 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

・法人間の管理者会で会議開催する。 

・4 月より職務分担表で責任体制の整

備を実施、職務分担以外でも職員の

協力が見られます。 

・勤務時間管理は、職員の働き方改革

も含め、希望する日に休暇が取れる

よう、就業規則を各種法令遵守のう

え改定しました。新たに、子の看護

休暇で中学校入学前の子を有する

職員等は、その子が負傷、疾病によ

り通学できない日について、１年間

に５日を限度として有給をとるこ

とができます。 

・個人情報の管理は、園のマニュアル

に準じて実施しています。 

・園の財務状況は法人のホームページ 

で公開しています。 

・法人ホームページ 

 http//www.amano-kai.com 

 

 

 

 

Ａ 

・勤務時間の管理について 

「働き方改革」をどう進め

ているか、質問があり園

の実情を報告する。早番・

普通番・遅番のあること

を知らせた。 

研修（資質向上の取組） 

・教育・保育の継続的実施など、

指導改善の取組状況 

・園内における研修の実施体制

の整備状況 

・園内研修・園外研修の実施・

参加状況 

・個人の自己研賛の学び状況 

 

 

 Ａ 

 

 

 

・トップセミナー参加 

・幼稚園教員免許の更新研修 

・キャリアアップ研修・その他栃木県

総合教育センター・県社協・県保協

研修に参加しています。 

・法人３園で、年齢別ラーニングスト

ーリーを基に、研修を希望する園で

１日実践し、話し合いを基に、記録

を残しています。 

・園内研修は、年間計画を立て、主幹

主導で月１回実施しています。 

・法人全体で「和太鼓」の研修実施。 

 

 

Ａ 

・法人全体で実施した「和

太鼓研修」の成果を、子ど

も達の「和太鼓発表会」時

に発表されたが、素晴ら

しかった。 

・職員の自己評価からも、

研修に参加し、実践にい

かしていることがうかが

えた。 

保護者・地域住民との連携 

・園運営への保護者、地域住民

の参画及び協力の状況 

・地域住民から寄せられた具体

的な意見や要望の把握・対応

の状況 

・園や地域団体との連絡の充実

の状況・地域の自然や文化

財、伝統行事などの教育資源

の活用状況 

・保護者・地域住民を対象とす

るアンケートの結果 

 

 

 

 

 Ａ 

 

 

 

 

 

・園行事においての保護者の協力、地

域、関係機関（学校・公民館）の協

力には常に感謝しています。 

・地域の伝統行事にも出来る限りの参

加をしています。 

・保護者アンケートは、年間を通し実

施、次年度計画に反映させていま

す。地域に対しては口頭で実施して

います。 

・地域との連絡には、各地区の共同浴

場・学校・もの語り館・銀行・郵便

局・コンビニ・バス駅などに、ポス

ターの掲示をしています。 

 

 

 

 

Ａ 

・別表にある通り、学校や

地域と密接にかかわって

いる園は他にないと思い

ます。 

・地域に対してのアンケー

トの実施はないが、更生

保護女性会、門前、古町、

中塩原生きがいサロンと

の交流時に言葉での聞き

取りを実施している。 

子育て支援 

・地域や保護者の実情や要望に

よる園の子育ての支援活動

の状況 

・保育教諭のカウンセリングの

基礎の理解と相談機能の状

況 

・他の関係機関との連携状況 

 

 

 

 Ａ 

 

 

 

・園児に関しては、他機関へ繋ぐ、相
談に応じる、アドバイスするなど、

実践しています。 

・職員は「発達支援コーディネーター」

研修に参加し保育、保護者相談に応

じる体制をとっています。 

・子育て相談センターとは支援児につ

いての情報交換をしています。 

・国際リハビリセンターの先生とも連

携を取り合っています。 

 

 

 

 

Ａ 

・今後も関係機関との連携

をとり、保護者支援を行

ってほしい。 

・支援児の取組状況の報告

を聞く。 

・毎週火曜日には、子ども

園の開放を行い、地域の

子育て中のお母さんと子

どもの交流の場を今後も

続けて欲しい。 



預かり保育 

・保護者の実情や要望による預

かり保育の実施状況 

・園や保育教諭の受入体制の状

況 

・こども園の目的、教育・保育

課程との関連、乳幼児の負

担、家庭との連携等への配慮 

 

 

  

Ａ 

 

 

 

・年間 34名前後の利用者があります。

園の行事と重ならなければ 2名まで

預かり（市で別途利用料金有）ます。 

・申込書、面談、緊急時対応、アレル

ギー等聞き取りをします。 

・できれば利用日前に、親子で園に遊

びにきて慣れてもらう。 

・休日保育も実施 192名利用していま

す 

 

 

 

Ａ 

・一時保育の利用者、休日

保育の利用者の状況の説

明を受ける。 

 

教育・保育環境整備 

○施設・設備 

・施設、設備の安全・維持管理

のための点検、整備取組状況 

・情報化の共有状況 

○遊具・用具・図書等 

・遊具・用具・図書等の整備状

況 

・学習・生活環境の充実のため

の取組状況 

 

 

 

 Ａ 

 

 

 

 

 

 

・施設・設備の安全・維持に関しては、

業務委託（消防・藤興産・学校薬剤

師・矢野美弘・110 番通報・メディ

カルコミュニケーションズ・建物・

宮沢建設・害虫駆除・ダスキン）そ

の他日常点検は職員が交代で点検

記録をしています。 

・遊具・用具の整備も日常は職員が点

検記録し、砂場の砂は年 1回交換、

遊具安全点検は、今年度（株）三和

メックで実施しています。 

・“さる” その都度危害の無いよう工

夫しています。 

・野菜はプランター栽培しています。 

 

 

 

 Ａ 

 

・砂場の砂を年 1 回交換し

ていることを知った。 

 

・設備の安全は、園児の安

全・安心に繋がります。 

  

・保護者アンケートでも、

安心して、子どもを預け

ていることを知ることが

できる。 

教育・保育目標 
○教育・保育目標の設定と自己

評価の実施状況 

・園の実態、保護者や地域住民

の意見・要望等を踏まえた園

としての目標等の設定状況 

・園の状況を踏まえ重点化され

た目標等の設定状況 

・自己評価が年 1回以上定期的

に実施行われているかなど

の状況 

・自己評価の結果の翌年度の目

標等の改善への活用状況 

・外部アンケート等の実施と自

己評価への活用状況 

○学校関係者評価の実施状況 

・保護者その他の学校関係者に

よる主体的・能動的な評価が

年 1 回定期的に実施されて

いるかなどの実施状況 

・学校関係者評価が自己評価を

踏まえたものになっている

かなどの状況 

・学校関係者評価のための組織

の構成状況 

・学校関係者評価の結果の翌年

度の目標等の改善への活用

状況 

○園に対する保護者の意見・要

望等の状況 

・保護者の満足度の把握の状況 

・教育・保育相談体制の整備状

況、保護者の意見や要望の把

握・対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今年度、「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい 10の姿」（健康な心と体・

自立心・協同性・道徳性・社会生活

との関わり・思考力の芽生え・自然

との関わり・数量・図形・文字への

関心・言葉による伝えあい・豊な感

性と表現）を、クラスの中で今この

子は、この面が育っている、その場

面を写真に収め毎月クラスごとに

メッセージを入れ掲示して、保護者

の皆様に見て頂き共に育ちを確認

しております。この目的は新 1年生

が小学入学を円滑にすすめるため

にですが、子ども達ひとり一人が未

来の創り手となっていくために、20

年 30 年後を見通して「生きる力」

を育てていかなければならない。と

いう大きな視点も含まれています。 

・学校関係者評価の年１回実施。 

・学校校長・ＰＴＡ会長・地域児童委

員・保護者会役員等で構成。 

・学校関係者評価、保護者アンケート

等を踏まえ、「保育課程」を作成し、

指導計画に生かしています。 

 

 

・園には苦情相談窓口が設置されてお

りますが、まだ苦情はありません。

アンケート、保護者役員会等を通し

て、お互いの意見、要望の話し合い

を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

・きめ細かな意識をもって

育てていることに感動し

ました。 

 

・20年・30年後を見越した

大きな視点が含まれてい

て、小中学校も持ち続け

ていきたい。 

 

・災害発生時の訓練状況は

アンケートからも見えて

きて、きちんと実施して

いますが、避難経路とし

ての「学校跡の敷地」が使

用していない土地であ

り、ぬかるみが多い。次年

度は「引き渡し訓練」時の

動線を確保して実施する

方向で検討してほしい。 



※塩原小中学校との連携 

・入学式参列 ・運営委員会年２回 ・体育祭年長児参加 ・家庭教育学級合同研修  

・箒川リフレッシュ大作戦年長児親子参加 ・マイチャレンジ受け入れ ・情報交換会        

・夏祭りボランティア受け入れ ・草むしりだよ！！全員集合（職員）・ALT交流 ・引き渡し訓練（合

同）実施 8.30 ・演劇鑑賞「あらしのよるに」らくりん座 ・文化祭作品展示、和太鼓発表、１年生と

給食 ・9年生の体験学習（玩具で遊ぶ） ・塩原小中学校協同本部会議 ・きらめきタイム９年生の

発表 ・きらめきタイム・新入生交流活動・廃品回収の協力 ・授業参観（クラウド型）11.27  

・授業研究会（見学のみ）6.7 9.17 ・こども園評価委員会（学校評価）・卒業式 

 

 

※生きがいサロン交流 

・中塩原生きがいサロン・・・交通安全教室（５月２３日） お手玉つくり（１月２８日） 

・古町生きがいサロン・・・・夏祭り参加（７月２６日） 

・門前生きがいサロン・・・・クリスマス会サンタプレゼント（１２月２０日） 

 

 

※塩原観光協会                         ※妙雲寺      

・川崎大師春の例祭参加（４月２８日）           

・川崎大師秋に例祭参加（１０月２８日）              ・花まつり 

・ひな祭りポスター制作・ひな祭り行事協力             ・ハロウィン 

            ・初詣 

 

 

※更生保護女性会 

・夏休み学童交流（お弁当） 

・夏祭り協力                  ※家庭教育学級 

                

デイサービス交流（生き生きの里第二）    ・６月１２日 塩原小中学校と合同研修 

 ・７月１８日（木）            ・７月１０日 箒川リフレッシュ大作戦 

 ・１０月９日（水）            ・７月２７日 夏祭り 

                      ・９月１９日 親子ヨガ 

                      ・１月１６日 お雛様作り 

 

 

 

 


