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評価結果総括  

 

 

 

法 人 名  株式会社 グローバルキッズ 

事業所名  グローバルキッズ大口園 

施設長名  村山 和恵 

 

 

 

  評価方法 

自己評価方法 

実施期間 平成 30年 8月 20日～平成 30年 9月 20日 

実施方法 全職員が合議して自己評価を実施し、施設としてまとめた。 
 

 

 

評価調査員による評価方法 

実 施 日 平成 30年 10月 16日、平成 30年 10月 23日 

実施方法 評価調査員が訪問し、施設の見学、資料確認及びヒアリング等で実施した。 
 

 

 

利用者家族アンケート実施方法  

実施期間 平成 30年 8月 7日～平成 30年 9月 16日 

実施方法 施設から利用者家族へ配布し、返送は直接家族より評価機関に郵送してもらった。 
 

 

 

利用者本人調査方法 

実 施 日 平成 30年 10月 16日、平成 30年 10月 23日 

実施方法 訪問調査時に保育見学、食事や活動場面を観察して行った。 
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  総合評価 (優れている点、独自に取り組んでいる点、改善すべき事項)  

［施設の概要］ 

グローバルキッズ大口園は、JR 横浜線大口駅から徒歩 8 分ほどのところにあり、平成 28 年 4

月に株式会社グローバルキッズにより開設されました。定員は65名、開園時間は7:30から20:30、

通常保育のほかに延長保育、一時保育、障がい児保育を実施しています。 

鉄骨造 2 階建ての園舎内は、木のぬくもりの感じられる木目の壁、廊下、2 階へ上がる広々した

階段が広がっています。1階に 0、1、2歳児の保育室があり床はコルクを使用したクッション性の

あるものを使っています。2階は 3、4、5歳児の保育室と調理室、多目的に利用できるスペースを

配置しています。 

企業理念は「子ども達の未来のために」保育理念は、『豊かに「生きる力」を育てる』とし、『思い

やりのある子ども』『自分で考える子ども』『元気でたくましい子ども』『明るくのびのびした子ども』

を保育目標にしています。 

 

 

 

 

≪優れている点≫ 

１． 「チーム保育」を目指し、働きやすい環境で職員の協力体制ができています 

開園当初からの職員が継続して働き、やりがいを感じ「輝いた大人」を子どもに示すようにして

います。職員は出産の場合でも育休を取得して園に復帰しやすい環境があり、ほかの職員もチーム

ワークで協力しています。 

「チーム保育」の実践に向けて、職員一人一人が目的意識を持ち専門性を高められるように、そ

れぞれのテーマに取り組んでいます。定期的にクラス会議を開き、子どもの育ってほしい姿、発達

に合わせた目標などについて話し合い、計画に反映しています。子どもたちには自ら伸びる力を大

切にして、個性に応じた多様性のある成長につながる保育を、職員で共有して取り組んでいます。 

職員に対する意向調査を行い、園長面談により職員の意見を把握し対応しています。職員からも

園で続けて働きたい、働きやすく且ついろいろなことが学べますなどの意見につながっています。

職員がお互いに協力し合う働きやすい職場環境が、常勤職員の離職率ゼロにつながっています。 
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2． 園舎の清掃が行き届き、清潔で子どもの衛生に配慮しています 

園は木目を基調にした、温かみのある新しい建物です。新しいから清潔というだけではなく、園

舎内は日々の清掃が良く行き届いており、非常に清潔な状態が保たれています。 

全職員が備品などを使用した後の衛生管理について周知し、日々の衛生管理を行う意識を常に持

っています。保育園では、大きな窓や、広い階段、吹き抜け、階段の途中にある踊り場などの構造

と空調の関係から、毎日清掃をしていても埃などが隅に溜まってしまうことがあります。しかし、

園では隅々まできれいに手入れが行き届いています。 

主に非常勤の職員が、自分たちが徹底してできることの一つとして、子どもが園外に出ている間

に集中した清掃を行っています。新しい設備備品の清潔維持はもちろんのこと、職員は子ども達に

はきれいな環境で過ごして欲しいという願いから日々の徹底した清掃が行われています。職員の思

いと、役割による有効な動きによって子どもが快適に過ごせる園内環境が確保されています。 

 

3． 職員のスキルアップの目標設定をたて、保育のプロ意識を高めています 

年２回の人事考課の際に、法人が作成した階層別の評価票を基に、本人の目標達成状況や目標の

見直しており、課題を明確にした評価確認を行っています。園長とのフィードバック面談で更なる

スキルアップにつなげています。更に、職員が希望した場合にはいつでも園長や他の職員に相談で

きる環境を整えており、常勤・非常勤を問わず、必要と思われる経験を積極的に積むように、職員

配置や担任・シフトに工夫をしています。 

法人による昇進・昇格の説明と園長との面談により、職員の評価を伝えて人材育成につなげてい

ます。理念である「輝いた大人」を目指し、「輝き度・満足度調査」の結果を公開し、改善策など

の検討を行っています。子どもたちの前でキラキラした姿を見せる保育に取り組み、プロとしての

責務を日々確認しています。 

 

 

 

 

  ＜＜！！このコメントボックスは削除指定下さい！！＞＞ 

 

＜＜努力・工夫している点＞＞は必要に応じて記入して

下さい。 

記載しなくても結構です。 
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≪課題や改善することが期待される事項≫ 

１．地区との交流でお互いの信頼関係の構築 

散歩などの外出の際には積極的に挨拶を心掛け、一時保育の受け入れや育児相談を実施していま

すが、開園３年目ということもあり、情報発信が十分ではないことを園では認識し課題としていま

す。 

自治会に加入しているので、地域住民向けの一時保育や育児相談、夏祭りなどの園の行事を回覧

板に載せてもらうなど、地域住民への周知を図る取組みが期待されます。 

現在、プール開催前や大きな音や音楽を出す予定のときには近隣住民に声掛けをし、チラシを配

布するなどの配慮をしていますが、このような園の行事や保育の活動の内容を回覧板に掲載するこ

とで、更なる周知が期待できます。台風時の植物の保護や園周辺の清掃の手伝いや、おもちゃなど

をプレゼントされるなど、近隣住民の方と友好な関係が構築されていますので、夏祭りへの招待や

保育相談などの保育所としての専門性を広く伝え「一地域住民」ではなく「地域に溶け込む」こと

で地域と園とのお互いの信頼関係の構築を目指し、園と地域との関係性を密に築いていくことが期

待されます。 

 

２．職員の負担軽減や新たな取り組みに向けて、職員配置の検討 

開園 3 年目となり、園内の基盤が整いつつある状況です。開園からの職員も定着してチームワー

クもできて、新人を加えて職員強化も行っています。 

しかし、退職ではないが産休の職員も複数に増えたため、経験のある職員への業務負担が多くなっ

ています。本来フリーとしての配置が望まれる職員が、人員不足のため保育に定常的に入らざるを得

なくなり、新人とのバランスにかける場合もあります。職員は意欲的に保育に取り組んでおり、研修

への参加希望にも調整が困難になっています。 

新たに地域への保育の専門知識の還元など新たな取り組みも含め、無理のない職場環境への検討が

期待されます。 

 

≪！！ このコメントボックスは削除してください ！！≫ 

 

必要に応じて、箇条書きで 2～3 項目程度で記入し

て下さい。 
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  評価領域ごとの特記事項 

１．人権の尊重 

① 子どもへの言葉かけや声の大きさについて、威圧的にならないよう職員間で配慮しています。職

員は子どもに伝わる穏やかでわかりやすい言葉づかいを心がけ、否定的な言葉で対応しないなど

子どもの思いを尊重しています。言葉が不十分な乳児はスキンシップを図り、表情や、様子から

子どもの気持ちを受け止め信頼関係を築くよう努めています。全職員は設置法人のコンプライア

ンス研修を受講しています。 

② 個人情報の取り扱いや守秘義務については、入社時研修や園内研修、就業規則で職員に周知して

います。職員は個人情報の含まれる書類の持ち出しを禁止しています。実習生はオリエンテーシ

ョン時に説明し、承諾書を取り交わしています。入園説明会で個人情報の取り扱いなどについて

保護者に説明し、個人情報の取り扱いに関するご案内兼同意書を渡して、承諾書を得ています。 

③ 日常の遊びや行事の中で、性差による区別をしていません。職員の自己評価では性差についての

項目があり反省確認ができるようになっています。名簿は生年月日順で作成し、帽子はクラスご

とに色分けしています。保護者の家庭状況を踏まえ、父親・母親の役割を固定的にとらえた話し

方や表現をしないよう、心がけています。保育所保育指針に基づく職員の自己評価では性差につ

いての項目があり、振り返りの仕組みを作っています。 

 

２．意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供 

① 0～2歳児については、個別指導計画を作成しています。年齢に関係なく配慮を必要とする子ど

も障害のある子どもに対しては、「支援児年間計画」を作成し、保護者と定期的に面接をして家

庭との情報を共有して、その子どもの関わる地域の療育センターやセラピーなどのアドバイスを

取り入れ計画を作成しています。指導内容の見直しは保護者と相談のうえ実施をしています。子

どもに変化が見られた場合は、その都度クラス会議で話し合い柔軟に変更・見直しを行い、食事

やトイレットトレーニング、気になることについては送迎時や連絡帳などで保護者と相談し、同

意を得て変更しています。 

② 子ども同士のケンカがあった場合、年齢に応じて、できるだけ自分たちで解決できるように支援

をしています。仲立ちが必要な時は子どもに無理に納得をさせることはせずに、子どもに分かり

やすい言葉を用いて静かにそばで話をして、公平な態度で子どもに接しています。異年齢の交流

はクラスごとの活動が始まる前の時間や夕方、園庭での遊びなど、自然に行われています。 

③ 職員は子ども自身が充分食べられたという達成感を感じられることが大切と考え、子どもに無理

に食事を勧めることはありません。子どもが上手に食べられた時や、今まで食べることのできな

かった食材に挑戦した時は、励ましたり、褒めるなどの声かけをしています。乳児はその子ども

が欲しがる時間や、生活の流れをみて授乳をしています。 

 

 

 

 

 

≪！！ このコメントボックスは削除してくださ

い ！！≫ 

 

各評価領域は 3～5 項目程度でまとめ

て記入して下さい。 
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３．サービスマネジメントシステムの確立 

① 入園説明会の後で面接を行っています。入園説明会当日は親子で参加してもらい、職員が面談を

して、法人の面談シートに沿って入園までの子どもの生育歴とともに、子どもの様子を見ていま

す。アレルギーなどの特別に配慮が必要なケースは栄養士などの必要な職員が面接に同席をして

います。内容は面談シートに記録されています。面接の記録内容は申し送り回覧し周知され、子

どもの発達状況、アレルギーの情報などを保育に反映しています。面接時の記録や提出された書

類は児童票と一緒にして保管し、必要に応じて見返しながら保育に生かしています。 

② 健康診断は年 2 回、歯科健診は 1回行っています。これらの記録は児童票にとじられています。

健診の結果などは当日、保護者に個別に手紙で伝えています。毎月提携医が 0歳児の健診で来園

しています。健康診断を受けられなかった場合には提携医の来園時に健診を受けることができま

す。また、日常の保育の中で職員が子どもの件子で気にあることがあれば医師からのアドバイス

や、必要であれば専門機関へつなげられるように協力をしてもらえます。 

③ 園は配慮を要する子どもを受け入れる姿勢があり、職員は法人主催の研修を受講しています。配

慮を必要とする子どもの受け入れに際しては、配慮点、どのような関わり方が適切であるか職員

会議、ケース会議で話し合いその子どもにあった支援を実施しています。さらに、職員間でずれ

がないように昼礼では、共有するべき情報を確認しています。 

 

４．地域との交流・連携 

① 神奈川区子育て支援連絡協議会には主任が定期的に参加して、地域の子育て世代のニーズを把握

するように努めています。これらの情報は会議などで報告され全職員で情報共有をしています。 

② 法人のホームページや園のパンフレットで園の概要・方針・年間行事等を紹介しています。行政

のホームページや情報誌への情報提供は、法人主導で対応しています。 

③ 見学希望者には園長が対応し、人数や日程を調整して保育に支障がない範囲で受け付けて、子ど

もたちの実際の活動を見てもらい、個別の質問や育児相談にも対応しています。見学者リストを

作成しますが、個人情報のために一定期間で破棄しています。 

 

５．運営上の透明性の確保と継続性 

① 園の理念は、豊かに「生きる力」を育てる。保育目標は、「元気でたくましい子ども」 「自分

で考える子ども」「思いやりのある子ども」「明るくのびのびとした子ども」となっています。こ

れらの文言は全体的な計画や重要事項説明書に記載されています。職員はクレド、マニュアル、

コンプライアンスを会議で確認し、それに伴う園の基本方針を周知するようにしています。さら

に、保育理念、目標、保育方針などは玄関に掲示されています。 

② 企業理念、保育理念、行動規範等を記載しているハンドブックを職員全員に配布しています。他

保育園でのケガの事例などを法人本部から情報提供してもらい、職員会議で全職員に周知してい

ます。各種規程や入社時の誓約書等に規範や倫理が記載されており、具体的には法人策定の「保

育基本マニュアル」に守るべき内容が明文化され、全職員に周知しています。また、園独自で作

成されたチェックリストやマニュアルも配布しており、保育に携わる職員としての心構えを明確

にしています。 
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③ 園長は法人の方針発表会や施設長の連絡会で議論を踏まえて、職員会議等で検討過程も含めて職

員と情報を共有しています。また、職員は常にクレドを携帯して、方針や理念を確認して業務に

取り組んでいます 

 

６．職員の資質向上の促進 

① 人事考課、キャリアパス制度があり、経験や能力に応じた役割が期待水準として明文化されてい

ます。キャリアパス制度と人事考課制度のフィードバック面談を行い、保護者からの評価も伝え

て、職員に求めている人材像を明確に示すことで必要な役割を伝え、育成につなげています。 

② 職員の人材補充や人材育成計画は基本的に運営法人が行っており、園長の要望も取り入れた採用

形態や欠員補助を行います。年 2 回の人事考課の際に、法人が作成した階層別の評価票を基に、

本人の目標達成状況や目標の見直しなど、課題を明確にした評価確認を行い、園長とのフィード

バック面談で更なるスキルアップにつなげています。 
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分類別評価結果  （および理由）  

※ ひょう太マークは各項目において下記の水準をあらわしています。また、
各項目ごとにひょう太の数の理由のコメントがあります 

3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

 

Ⅰ  子ども本人の尊重 

① 園の理念は、豊かに「生きる力」を育てる。保育目標は、「元気でたくましい子ども」 「自分

で考える子ども」「思いやりのある子ども」「明るくのびのびとした子ども」となっています。こ

れらの文言は全体的な計画や重要事項説明書に記載されています。職員はクレド、マニュアル、

コンプライアンスを会議で確認し、それに伴う園の基本方針を周知するようにしています。さら

に、保育理念、目標、保育方針などは玄関に掲示されています。 

② 全体的な計画は、子ども一人一人の発達段階を踏まえて、それぞれの年齢に見合った子どもの最

善の利益を第一義とした内容になっています。全体的な計画には、家庭の状況、地域の実態や立

地、周辺の環境を考慮して長時間保育に対する対応も明記し作成しています。全体的な計画は、

法人の系列園共通のものを基に、園長が原案を作成し、その案を職員におろして全員で見直しや

検討を行い、最終的に園長が自園の保育に見合った全体的な計画を作成しています。入園説明会

や年度初めの保護者会で園長が説明をしています。 

③ 年間指導計画、月間指導計画、週案は、全体的な計画に基づき年齢ごとに作成しています。月間

指導計画の中に、週のねらいや隔週の主な活動とその流れも記載しています。理解できる子ども

には、主体的に活動できるように説明し、子どもの意見や要望を聞き取るように心がけています。

また、表情や様子、言葉を受け止めながら、子どもの意見や要望を聞き取るようにしています。

幼児クラスでは、散歩のコースを子どもと相談して決めています。 

 

① 入園説明会の後で面接を行っています。入園説明会当日は親子で参加してもらい、職員が面談を

して、法人の面談シートに沿って入園までの子どもの生育歴とともに、子どもの様子を見ていま

す。アレルギーなどの特別に配慮が必要なケースは栄養士などの必要な職員が面接に同席をして

います。内容は面談シートに記録されています。面接の記録内容は申し送り回覧し周知され、子

どもの発達状況、アレルギーの情報などを保育に反映しています。面接時の記録や提出された書

類は児童票と一緒にして保管し、必要に応じて見返しながら保育に生かしています。 

② 慣れ保育については、園全体で大切な事だと考えています。入園時の慣れ保育については、個別

の面談時に子どもが園に慣れるための配慮であることを説明しています。そして家庭の就労状況

に合わせ、無理のないように保護者と相談し、実施しています。0、1歳児は担当者が決められて

います。入園当初は心理的なよりどころになるタオル、ぬいぐるみなどの持ち込みに応じていま

す。乳児は毎日連絡ノートや口頭で送迎時に園での子どもの様子も知らせています。幼児は、ク

ラスの扉にその日の活動のようすを掲示して保護者に伝えています。進級時に子どもが落ち着い

Ⅰ-1 保育方針の共通理解と全体的な計画等の作成    

Ⅰ-2 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施    
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て活動できるように、2歳児は 3歳児の部屋におもちゃを借りに行くなど環境に慣れるきっかけ

を作っています。また、基本的に担任は一人が持ち上がりをするようにしています。 

③ 年間指導計画、月間指導計画、週案は担任が作成しています。複数担任なので定期的にクラス会

議を開き子どもの状況、遊びへの興味の方向などを踏まえて検討や見直しを行っています。月間

指導計画や週案は担任が評価や反省を記載し、評価や改定は園長が助言して次につなげるように

しています。保育の計画の作成や改定にあたり、行事の見直しや食事の進め方、トイレットトレ

ーニングなど、保護者の意見や意向を反映しています。 

④ 0歳児のかかわりとして、一人一人の気持ちを受け入れ温かい雰囲気を大切にしています。子ど

もの日々の行動や表情から、何を求めているかを把握し、信頼関係を築き丁寧に対応しています。

抱っこや、マッサージなどスキンシップを通じて子どもと愛着関係を築いています。上手にでき

た時は笑顔で褒めるような言葉をかけています。保育室は子どもたちが発達に応じて体を動かせ

るようにコーナーが広くとられ、子どもの発達に合わせて職員が手助けや声をかけています。柔

らかく音の出るものなど感性を育てる遊具が用意されています。保護者とは、連絡帳だけではな

く、口頭で今日の様子を伝えるなどして家庭との連携を図っています。 

⑤ 排泄時は無理にさせることはせず、子どもの体調や様子に合わせて受容的に関わっています。子

どもたちがやってみたいという好奇心、関心がわくように、危険がない限り自由にいろいろなも

のに触れることのできる環境を整え、お友達と一緒に遊ぶ楽しさも伝えています。 

⑥  3～5歳児は主体的に子どもの意見が言えるようにする事を心がけています。3歳児には遊びに

はルールがある事を伝え、保育士や年上の子どもから学んでいます。4歳児は自分たちで遊びの

ルールを作るなど意見を交換し、自分たちで解決しようとしています。5歳児は自分たちでゲー

ムを考えるなど、同じ目的で発想を展開していけるようしています。雨天時の室内でのサーキッ

トや園外への散歩など子ども達が充分体を動かせる計画を組み入れて指導計画を作成していま

す。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を盛り込み環境設定、援助しています。 

 

① 衛生管理マニュアルに沿って、職員は早番、遅番で決められた役わりの清掃・見回りを行い、清

掃チェック表を用いて清掃を行っています。園舎は窓が大きく、十分に光が取り入れられ明るい

室内になっています。各保育室には、温・湿度計を設置し、空気清浄機、24 時間の空調システ

ムを使用して子ども達が快適に過ごせるようにしています。0、1 歳児の保育室の床はコルク材

で柔らかい素材を使い子どもの安全に配慮をしています。隣り合ったクラスで音を出す場合は、

クラスごとの活動時間の工夫をして音量を考慮しながら流しています。職員は、子どもに対する

声のトーンや大きさが、子どもたちにとって不必要な刺激にならにように配慮をしています。 

② 沐浴槽および温水シャワー設備が設置されています。温水シャワーは沐浴室と園庭にあり、散歩

や、汗をかいたとき、皮膚状態を考慮しながら体の衛生を保つ為に適宜使用しています。各設備

は、衛生管理マニュアルに沿って、清掃チェックシート、掲示されている清掃の手順を用いて清

掃して清潔に保っています。 

③ 保育室は、カーペット、机などを使ってコーナーを作って、小集団で落ち着いて遊べるように工

夫しています。子どもたちは自由に好きな場所で遊びに集中しています。食事と午睡の場所は同

室ですが、午睡の時には子どもの頭に物が落ちてこない場所などを考えて、機能別空間を確保し

ています。異年齢の交流は 1、2 階ともに共有のスペースがあり子どもたちの交流が自然に行わ

Ⅰ-3快適な施設環境の確保    
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れています。また、お散歩なども異年齢で出かけることもあります。 

 

① 0～2歳児については、個別指導計画を作成しています。年齢に関係なく配慮を必要とする子ども

障がいのある子どもに対しては、「支援児年間計画」を作成し、保護者と定期的に面接をして家

庭との情報を共有して、その子どもの関わる地域の地域療育センターやセラピーなどのアドバイ

スを取り入れ計画に作成しています。指導内容の見直しは保護者と相談のうえ実施をしています。

子どもに変化が見られた場合は、其の都度クラス会議で話し合い柔軟に変更・見直しを行い、食

事やトイレットトレーニング、気になることについては送迎時や連絡帳などで保護者と相談し、

同意を得て変更しています。 

② 保育所児童保育要録は、5歳児担任が作成し園長が確認しています。職員は、保育所児童保育要

録を子どもが就学する小学校に持参しています。子どもの一人一人の記録は、入園までの生活状

況や保護者からの希望、在園中の発達経過記録、健康診断結果、健康観察記録などが個別にファ

イルされています。記録内容は職員会議で話し合うほか、職員室に施錠保管され、職員は必要な

場合はいつでも見ることができるようになっています。在園児の引継ぎは 3月以降に細かい点な

ど個別に伝えられています。保管場所は全職員に周知しており、情報確認や記録内容を共有でき

る仕組みがあります。 

 

① 園は配慮を要する子どもを受け入れる姿勢があり、職員は法人主催の研修を受講しています。配

慮を必要とする子どもの受け入れに際しては、配慮点、どのような関わり方が適切であるか職員

会議、ケース会議で話し合いその子どもにあった支援を実施しています。さらに、職員間でずれ

がないように、昼礼で共有するべき情報を確認しています。 

② 園内はバリアフリーで、トイレは車椅子対応の設備があります。障害のある子どもの受け入れの

際には、保護者の同意を得て医療機関や専門機関と連携できるような体制作りをしています。専

門機関の職員に訪問してもらいアドバイスをもらった時など職員会議で研修報告や話し合いを

しています。 

③ 虐待防止対応マニュアルがあり虐待の定義も明記されており、全職員に周知されています。職員

は、虐待の早期発見に努め、虐待を疑われるケースが見られた場合には、地域の関係機関（神奈

川区こども家庭支援課等）や、児童相談所につながっているケースは随時連絡をする体制があり

ます。職員は子どもたちの日常の朝の健康観察や、着替え時に不審なけがやあざについて注意し、

子どもや、保護者の表情や様子にも配慮しています。 

④ アレルギー対応マニュアルがあります。子どものかかりつけ医から、アレルギー疾患生活管理指

導表を提出してもらい、それに沿って実施しています。年に 2 回に保護者と面接をしています。

職員は法人の研修などに参加して、職員会議で研修内容を共有しています。アレルギー除去食を

提供する際には専用トレー、専用食器を使用し、子どもの名前、除去食品名を表示して誤配膳の

ないようにしています。献立表については保護者に確認してもらっています。 

 

Ⅰ-4一人一人の子どもに個別に対応する努力    

Ⅰ-5保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み    
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⑤ 園では外国にルーツのある子どもも受け入れています。入園時の面接で生活習慣などの違いを認

めて、違いを尊重した保育を行っています。子どもたちには、世界にはいろいろな国があり、言

葉や食べ物の違いなどがあることを伝えています。保育室内に世界地図や、万国旗の本を用意し

て子どもが自分から興味を持てるようにしています。子どもや保護者と意思疎通が困難な場合は、

絵カードイラストを利用しています。また園では必要に応じて、横浜市通訳ボランティアを活用

できることなども把握しています。 

 

① 重要事項説明書に「保育内容に関する相談、苦情」を明記しています。苦情受け付け担当者は園

長、第三者委員の氏名や連絡先も掲載しています。さらに、他機関の苦情解決窓口として神奈川

区保健センターこども家庭支援課も記載されています。年 2回運営委員会を実施しています。保

護者からは、行事ごとにアンケートを実施して、結果を次に生かせるように活用しています。自

分から意見を言うことが難しい保護者には、保育士から話しかけるなどして保護者が話しやすい

雰囲気作り、信頼関係が築けるように心がけています。自分の要求をまだ十分に表現できない子

どもには、しぐさや表情から、意思を汲み取るよう努めています。 

② 園には「苦情対応マニュアル」があります。保護者から要望や苦情があった場合施設内で解決が

困難な場合は本部が対応に当たっています。さらに、必要に応じて外部の第三者委員を交えて対

応するしくみができています。保護者からの要望、苦情については、全職員に伝達し、問題があ

ったときは、職員会議で解決策を検討しています。寄せられた内容は「ご意見、ご要望報告書」

としてファイルにとじています。 

Ⅰ-6苦情解決体制    
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Ⅱ  保育の実施内容 

① 子どもが自分で選んで取り出したり片付けたりしやすいように、年齢や発達に合ったおもちゃを

低い棚に置いています。乳児クラスは人形、大きいブロックやパズル、おままごと用具、職員の

手作りのおもちゃ、ぬいぐるみ、絵本などを用意し、口に入る小さなおもちゃは置かないように

配慮しています。幼児クラスは小さいブロックやパズル、おままごと用具、カードゲーム、図鑑

や絵本を用意しています。子どもたちの表現遊びに必要な廃材や折り紙などが用意され、朝の会

で歌うなど表現遊びの道具も用意されています。 

② おままごと遊び、ブロック遊び、絵本、制作などコーナーごとに違う遊びを取り入れ、個人また

は集団で落ち着いて遊び込める環境を職員が見守り安全にも配慮しています。子どもたちが「～

がしたい」という気持ちを大切にし、職員と相談したりして内容を決めています。集団生活の中

で友だち関係やルールを守るなどの社会性を身につけるため、幼児クラスは、朝の会や子どもた

ちの会話の中で、年齢に応じて子どもが主体的に話し合えるよう努めています。 

③ 野菜を栽培しています。川で釣ったザリガニを園で飼育、観察し図鑑を見てザリガニについて調

べています。このように、栽培や飼育で得た経験、体験を造形、絵画、食育に繋げ、子どもたち

の表現活動や、情緒の発達を促し命の大切を知る機会にしています。お散歩は雨の日以外、出か

けています。公園では大型遊具を使いのびのびと体をうごかしています。遊ぶ時などは日よけ付

きの帽子をかぶり、散歩では近隣の方との挨拶をしています。 

④ 子ども同士のケンカがあった場合、年齢に応じて、できるだけ自分たちで解決できるように支援

をしていますが、仲立ちが必要な時は子どもに無理に納得をさせることはせずに、子どもに分か

りやすい言葉を用いて静かにそばで話をして、公平な態度で子どもに接しています。異年齢の交

流はクラスごとの活動が始まる前の時間や夕方、園庭での遊び自然などに行われています。 

⑤ 子どもが自分の気持ちを自由に表現できるような体験に配慮しています。朝の会で歌を歌い、子

どもたちが自由に絵を描き、製作できるように環境を整えています。健康増進のために雨の日以

外には毎日散歩に出かけています。いろいろな公園で広場や大きな遊具を使い、子どもが全身を

使って遊べるようにしています。 

 

① 職員は子ども自身が充分食べられたという達成感を感じられることが大切と考え、子どもに無理

に食事を勧めることはありません。そして、子どもが上手に食べられた時や、今まで食べること

のできなかった食材に挑戦した時は、励ましたり、褒めるなどの声かけをしています。乳児はそ

の子どもが欲しがる時間や、生活の流れをみて授乳をしています。 

② 季節の食材を行事に関する盛り付けをするなどして、子どもたちが目でみても楽しめる食事を提

供しています。また、食育ではその年齢で経験できること、例えば見ること、さわることで食へ

の興味、関心を深められるよう保育士と連携して食育活動を行っています。食材は基本的には国

内産を使用し、食器は年齢に見合った形や、持ちやすい大きさに配慮しています。 

 

Ⅱ-1保育内容【遊び】    

Ⅱ-1保育内容【生活】    
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③ 月 1回の本社の給食会議に園の喫食状況などをふまえ報告しています。職員はクラスを巡回して

子どもたちの反応などを直接見ています。子どもの喫食状況から食材の大きさなどを調理員と、

保護者と相談し工夫をしています。 

④ 献立は事前に保護者にむけて配付しています。当日の給食は玄関のサンプルケースに展示されて

います。保護者からの希望があれば、レシピの提供をしています。給食だよりでは食材やレシピ

を載せて保護者も園の食事に興味を持ってもらえるように配慮しています。 

⑤ 午睡は、部屋の明るさ、空調など視聴覚の刺激を和らげ子どもが安心して眠りやすいように、背

中をトントンしたり、なでるなどしています。タイマーを使い午睡チェックをし、乳幼児突然死

症候群予防に努めています。5 歳児はその子どもの体調などにあわせ午睡時間を短くするなど就

学に向けて配慮をしています。 

⑥ 排泄には個人差があることに配慮して、子どもの心を傷つけないようにしています。トイレトレ

ーニングには無理強いをせず家庭と連絡を取って、個人のペースに合わせて対応しています。 

⑦ 長時間の保育時に職員と部屋巡りや、通常保育の時とは少し違う特別感を子どもが体験できるよ

うにしています。また、引継ぎでは子どもの体調などを日誌、メモに記載し職員が必ず確認して

います。延長保育時希望者には補食、夕食の提供をしています。 

 

① 健康管理マニュアルがあります。既往症については入園面接時に把握し児童票に記載されていま

す。さらに、日々の保護者とのやり取りや、子どもの状態から健康状態を把握するようにしてい

ます。朝の受け入れ時にクラスごとで記載される健康観察記録には子どもの健康状態や、特記事

項、伝言などが記載されているので、引き継ぎ表を兼ねています。この健康観察記録を基に保護

者に当日の園での子どもの状態を伝えています。 

② 健康診断は年 2 回、歯科健診は 1 回行っています。これらの記録は児童票にとじられています。

健診の結果などは当日、保護者に個別に手紙で伝えています。毎月提携医が 0歳児の検診に来る

ので、健康診断を受けられなかった場合には提携医が来た時に検診を受けることができます。ま

た、日常の保育の中で職員が子どもの件子で気にあることがあれば医師からのアドバイスや、必

要であれば専門機関へつなげられるように協力をしてもらえます。 

③ 感染症マニュアルがあります。園で感染症があった場合は玄関のホワイトボードに掲示し情報提

供しています。又、ほけんだよりには、季節の感染症や予防などについて記載され保護者にも、

注意喚起をうながし、子どもを迎えに来る家族に感染症が見られる場合は、玄関での子どものひ

きとりをしています。重要事項説明書には感染症、与薬についてという項目があり、登園許可書

などのお願い事項が記載され、クラスごとにも保護者にむけて感染症の登園の目安が掲示されて

います。 

 

① 園舎内の清掃が徹底され、掃除が行き届いています。衛生管理に関するマニュアルがあり、感染

症を予防するための掃除や消毒の仕方などを全職員に周知させています。嘔吐物の処理方法は、

園内研修で看護師からの指導を受けています。マニュアルの内容は、職員の採用時以外にも、園

内研修、最新の情報を得たときなどのタイミングで随時更新され、そのつど職員間で確認し合っ

Ⅱ-2健康管理・衛生管理・安全管理【健康管理】    

Ⅱ-2健康管理・衛生管理・安全管理【衛生管理】    
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ています。トイレは清掃手順が定められています。保育室にはクリーンチェック表があります。 

 

① 「安全管理マニュアル」があります。地震を想定し、保育室の家具の滑り止めをして、家具転倒

防止対策を講じています。園内は事故防止チェック表を使い定期的に安全点検を行っています。

園では毎月避難訓練を実施し、9 月には保護者参加で子どもの引渡し訓練を実施しています。保

護者には、「重要事項説明書」非常、災害時の対策という項目があり、広域避難場所を記載して

園の子どもへの対応、引き渡しの際の注意事項などについて説明して、入園時に「災害時児童引

取人届」を提出してもらっています。職員は救急救命法の研修を受けています。 

② 事故やけがの発生時の連絡体制として救急機関などの一覧表が事務室に掲示されています。子ど

ものけがについては、軽傷であっても必ず保護者に状況を報告し、状況に応じて「ヒヤリハット

「怪我報告書」「事故報告書」に記録しています。毎日の申し送りでけがをした子どもの状況を

報告し、職員は内容を共有しています。「事故報告書」を記載するときには、関係職員が集まり、

場所、事故内容、応急処置などを記載します。事故発生後、職員会議やミーティングで振り返り

を行い、事故の再発防止に努めています。 

③ インターフォンで顔、名前、名札を確認してから解錠しています。園から民間のセキュリテー会

社に連絡がとれるシステムがあります。子どもたちには知らない人にはついて行かないこと等自

分の身を守ることを伝えています。不審者に関する情報は、保護者や神奈川区、近隣の方からの

から収集しています。園では不審者侵入の訓練も実施しています。 

 

① 子どもへの言葉かけや声の大きさについて、威圧的にならないよう職員間で配慮しています。職員は

子どもに伝わる穏やかでわかりやすい言葉づかいを心がけ、否定的な言葉で対応しないなど子どもの

思いを尊重しています。言葉が不十分な乳児はスキンシップを図り、表情や、様子から子どもの気持

ちを受け止め信頼関係を築くよう努めています。全職員は設置法人のコンプライアンス研修を受講し

ています。 

② 保育室の中で子どもが、ホッとする場所があることを把握しています。子どもが話したい時や職員と

1 対 1 になりたい時は、その子どもの性格に合わせて廊下や、フリースペース、室内の中などを使い

落ち着いて話ができるようにしています。必要に応じてパーティションを使ったりすることもありま

す。 

③ 個人情報の取り扱いや守秘義務については、入社時研修や園内研修、就業規則で職員に周知していま

す。職員は個人情報の含まれる書類の持ち出しを禁止しています。実習生はオリエンテーション時に

説明し、承諾書を取り交わしています。入園説明会で個人情報の取り扱いなどについて保護者に説明

し、個人情報の取り扱いに関するご案内兼同意書を渡して、承諾書を得ています。 

④ 日常の遊びや行事の中で、性差による区別をしていません。職員の自己評価では性差についての項目

があり反省確認ができるようになっています。名簿は生年月日順で作成し、帽子はクラスごとに色分

けしています。保護者の家庭状況を踏まえ、父親・母親の役割を固定的にとらえた話し方や表現をし

ないよう、心がけています。保育所保育指針に基づく職員の自己評価では性差についての項目があり、

振り返りの仕組みを作っています。 

Ⅱ-2健康管理・衛生管理・安全管理【安全管理】    

Ⅱ-3人権の尊重    
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① 園の運営方針、保育の理念、保育方針等をホームページに掲載し、入園説明会等でも説明して重

要事項説明書にも明記しており、保護者に理解を求めています。保育方針についてのアンケート

は特に取っていませんが、保護者会やお迎えのときの会話などから、理解して頂いていると感じ

取っています。アンケート BOXを設置していますが意見はありません。 

② 保育観察記録の伝達事項欄を活用して送迎時に忘れずに保護者と情報共有をするように心掛け

ています。個人面談は 9月ですが、参加できない人には後日対応して、少なくとも年１回の面談

を実施しています。その他、必要に応じて保護者が気軽に面談ができる状況であることを伝えて

います。保護者懇談会は年に 2回を予定して、園への意見や要望も訊いて対応できるように注意

しています。 

③ 保護者からの相談には、園長か担任が丁寧に対応することを心掛けています。別個の記録ノート

はありませんが、日誌の個別記録欄や特記事項欄を利用して、職員間で共有するようにして、必

要に応じて継続的なフォローをしています。なお、保育加算を受けている場合は支援日誌にも記

録しています。 

④ 各クラスの散歩などの活動の様子は、教室前に当日中に掲示し、保護者に好評を得ています。日

常の様子を撮影した写真は、閲覧・販売を行う会員専用サイト「スナップスナップ」を利用して

提供しています。えんだより・給食だより・ほけんだよりを毎月発行して、情報提供を行って、

保護者に園の様子を伝えています。 

⑤ 毎年 4月に年間行事予定を配布して、保護者が予定を立てやすいように配慮しています。保育参

観は 1週間の期間を設け、出欠予定表を玄関に貼り出して予めまる○×を記入してもらうことで、

誰がいつ参加するかを保護者の方たちが確認できるので、出席しやすい環境を整えて好評を得て

おり、8割以上の出席率となっています。希望者には別日程での参観にも対応しています 

⑥ 運営委員会には保護者代表 3名、法人スタッフ・園長だけでなく外部委員も出席し、年に 2回開

催しています。運営委員会の記録や意見交換に対する議事録は、保護者に配布して情報共有を心

掛けています。現時点では保護者の自主的な活動は行われていませんが、要望があれば積極的に

場所の提供を行う予定です。 

 

Ⅱ-4保護者との交流・連携    
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Ⅲ  地域支援機能 

① 開園まもない園なので、こちらから積極的にあいさつをするように心掛けています。近隣の方か

らも声をかけられたり、おもちゃを譲ったり、散歩の途中には庭になっている果物や花を見せて

もらうなど、友好な関係を築けています。自治会に加入していますが、園からの情報発信が少な

く、地域も園の情報をあまり把握できていない状態です。今後は回覧板に掲載してもらうなどの

交流を検討しています。 

② 神奈川区子育て支援連絡協議会には主任が定期的に参加して、地域の子育て世代のニーズを把握

するように努めています。これらの情報は会議などで報告され全職員で情報共有をしています。 

③ 園見学会時に、施設内見学と遊びを体験してもらっています。そのときに育児相談をしています

が、現在は地域の保護者や子どもに向けての講習・研修会の実施には至っていません。今後、地

域のニーズをさらに把握して、専門的な講習や研修会を開催したいと考えています。 

 

① 特定の相談日は設けていませんが、園見学会や一時保育のときに相談を受けています。保育相談

はいつでも対応できるようにしていますが、地域が園で育児相談を実施していることを把握して

いませんので、自治会の回覧板の掲載や園の柵への掲示など、今後の情報提供が期待されます。 

② 医療機関、児童相談所や地域療育センターなどの関係機関や地域の団体との連携は園長が担当し

ており、連絡先などを一覧にして掲示しています。配慮が必要な子どもの対応については、神奈

川区の保健師や専門機関の相談員とは、子どもの様子を観察したり、助言を受けたりして密に連

携を取っています。 

 

Ⅲ-1地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供    

Ⅲ-2保育所の専門性を生かした相談機能    



グローバルキッズ大口園 

17 

Ⅳ  開かれた運営 

① 園が主催する夏祭り等の行事については、自治会の回覧板に掲載してもらったり、近隣住民に敬

老会を紹介してもらったり、園の前の柵に貼るなど、様々な方法でＰＲしていきたいと考えてい

ます。 

② 園の運動会では近隣小学校の運動場を借りて、近隣中学校の職場体験を受け入れ、読み聞かせを

体験してもらいました。近隣保育園のイベントに参加させてもらい、一緒に遊ぶなどの交流を行

っています。開園 3 年目のため、今年初めて 5 歳児が就学に向けて準備をすることになるため、

積極的に小学校との連携をして交流を深め、小学校への意欲が芽生えるように考えています。 

③ プールや大きな音や音楽を出す予定のときには、事前に近隣住民に声をかけたり、チラシを配布

したりと配慮しています。近隣の方が園のまわりの落ち葉の掃除をしてくれたり、台風前に植物

を保護する手伝いをしてくれたりと、自発的に協力して頂き友好な関係が構築されているので、

更に交流を深めたいと思っています。 

 

① 法人のホームページや園のパンフレットで園の概要・方針・年間行事等を紹介しています。行政

のホームページや情報誌への情報提供は、法人主導で対応しています。 

② 見学希望者には園長が対応し、人数や日程を調整して保育に支障がない範囲で受け付けて、子ど

もたちの実際の活動を見てもらい、個別の質問や育児相談にも対応しています。見学者リストを

作成しますが、個人情報のために一定期間で破棄しています。 

 

① ボランティア受け入れのマニュアルが整備されていますが、定期的なボランティアとの繋がりは

まだありません。しかし、近隣の方との繋がりが良好で、ご近所の方がボランティアで、台風時

の植物の保護や園の清掃を行うなどコミュニケーションが取れています。園では、行政に要請し

てボランティア募集を続けたいと考えています。 

② 保育実習生の受け入れマニュアルがあり、事前のオリエンテーションで実習生の希望・要望をき

いて実習プログラムを工夫します。実習期間中には、子どもの発達段階を学ぶ機会を設けるよう

にして、保育士養成を支援しています。実習後には意見交換の場を設けています。 

 

Ⅳ-1保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ    

Ⅳ-2保育所における福祉サービス内容等に関する情報提供    

Ⅳ-3ボランティア・実習の受け入れ    
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Ⅴ  人材育成・援助技術の向上 

① 職員の人材補充や人材育成計画は基本的に運営法人が行っており、園長の要望も取り入れた採用

形態や欠員補助を行います。年２回の人事考課の際に、法人が作成した階層別の評価票を基に、

本人の目標達成状況や目標の見直しなど、課題を明確にした評価確認を行い、園長とのフィード

バック面談で更なるスキルアップにつなげています。 

② 法人のキャリア別研修の年間スケジュールがあり、階層別の研修に参加しています。外部研修に

も積極的に参加しており、受講後は報告書を提出すると共に、ダンスなどの実技は昼礼を利用し

てフィードバックしています。 

③ 常勤・非常勤職員全員に法人策定の保育基本マニュアル（保育理念、保育目標、基本方針、子ど

も対応の心得、保育の実際、コミュニケーション）を配布しています。非常勤職員の指導は園長

か担任が行い、経験を考慮して偏りがないように組み合わせ等を工夫しています。園長との面談

も行い、状況把握に努めています。 

 

① 法人のキャリア別研修に積極的に参加した結果や、法人経営の他園のヘルプに行って気付いた良

い点、横浜市の取り組みで行われている、園長経験者の遊び指導で学んだことなどを昼礼で発表

して、全職員にフィードバックしています。 

② 保育計画や保育日誌を自己の振り返りの材料をして評価・反省を行い、翌月の計画に生かしてい

ます。それぞれの自己評価については園の全体会議で話し合い、大口園としての自己評価を行っ

ており、結果を自己評価表として玄関に貼り出して公表しています。 

 

① 人事考課、キャリアパス制度があり、経験や能力に応じた役割が期待水準として明文化されてい

ます。キャリアパス制度と人事考課制度のフィードバック面談を行い、保護者からの評価も伝え

て、職員に求めている人材像を明確に示すことで必要な役割を伝え、育成につなげています。 

② 法人が実施している「輝き度・満足度調査」の結果を公開して、改善案を検討したり要望を取り

入れたりしています。園長との定期的な面談行って、職員各々のやりがいや満足度を高めてプロ

意識を強く持ってもらい、モチベーションアップを図っています。開園以来、正社員の離職者が

いません。 

 

Ⅴ-1職員の人材育成    

Ⅴ-2職員の技術の向上    

Ⅴ-3職員のモチベーションの維持    
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Ⅵ  経営管理 

① 企業理念、保育理念、行動規範等を記載しているハンドブックを職員全員に配布しています。他

保育園の不正、不適切な事案、姉妹園の事故等の案件はＦＡＸで法人本部から情報提供があり、

職員会議で全職員に周知しています。各種規程や入社時の誓約書等に規範や倫理が記載されてお

り、具体的には法人策定の「保育基本マニュアル」に守るべき内容が明文化され、全職員に周知

しています。また、園独自で作成されたチェックリストやマニュアルも配布しており、保育に携

わる職員としての心構えを明確にしています。 

② エリアごとに運営サポートのマネージャーが定期的に巡回しています。法人本部の施策や方針に

則った助言を得られ、他施設での不正、不適切な事案は法人本部で状況を調べて一覧にされ、他

の情報などで得た問題と併せて全職員に回覧・昼礼で報告して周知し、会議で話し合って改善策

に取り組んでいます。経営・運営状況等の情報は、運営委員会で報告され、法人のホームページ

や区の保育ガイドに情報を公開しています。 

③ 法人を通しての内部監査や外部監査を毎年実施しており、指導等を受けて改善すべきところを確

認し、透明性の高い適正な経営及び運営に取り組んでいます。 

④ 職員によるゴミの持ち帰りを実施し、牛乳パックなどの廃材を利用した製作を行っています。教

室や廊下の各所に節水やゴミ分別を促す標語を貼って意識改善に取り組んでいます。 

 

① 園長は法人の方針発表会や施設長の連絡会で議論を踏まえて、職員会議等で検討過程も含めて職

員と情報を共有しています。また、職員は常にクレドを携帯して、方針や理念を確認して業務に

取り組んでいます。 

② 重要な意思決定にあたっては、園長は運営委員会で継続的に話し合うと共に、保護者への説明や

意見の聞き取りなどを行って、積極的な意見交換がなされています。インフルエンザの流行を機

会に、保護者の送迎場所を変更した際には、行事等で保護者に説明したり文書で配布したりして、

十分に説明して理解してもらえるように努力しています。 

③ 園長の発案で、各クラスで看護師と職員による手洗い指導を実施した後、継続するために手洗い

の歌を作ったり、クッキングイベントで栄養士と保育士が一緒に保育計画を立てたりと、保育士

と看護師・栄養士などの異なる職務の担当者が横の連携を大切に取り組んでいます。 

④ キャリアに応じた法人の研修制度があり、主任クラスを育成する体制が整えられています。開園

当初は主任が不在の時期があり苦労した経験があるので、適任者を長期的育成指導する必要性を

認識しています。職員の経験力が求められるクラスや場面には主任が現場に入り、他の職員の能

力に合わせた助言や指導を行うことを心掛けています。研修には参加できていない職員もおり、

異なる部門の職員による検討チームの編成などが課題となっています。シフト作成など徐々に役

割を移行して職員の育成を進めています。 

 

 

Ⅵ-1経営における社会的責任    

Ⅵ-2施設長のリーダーシップ・主任の役割等    
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① 事業運営に影響のある情報については、施設長会議等で収集・分析しています。法人主催で非常

勤を含む全社員参加の方針発表会を通して、全職員に改善課題を周知しており、決定事項は職員

会議で報告する仕組みが整っており、園全体で改善課題に取り組んでいます。 

② 法人が策定する中長期的な事業計画を踏まえて、専門性や階級に応じた育成プログラムを園で検

討しており、リーダー層の育成に努めています。 

 

Ⅵ-3効率的な運営    
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利用者本人調査  

 

  調査対象 

園全体の在籍数： 

0歳児クラス：6名 1歳児クラス：10名 2歳児クラス：10名 

3歳児クラス：13名 4歳児クラス：13名 5歳児クラス：10名 

 

 

  調査概要 

≪0歳児クラス≫ 

（午前遊び） 

職員が子どもを膝に乗せて、傍にいる子どもに触れながら「〇〇ちゃんこれは、どうかな？」とお

もちゃを見せながら声をかけると、「あー」と子どもが答えています。「そうね、あーって楽しいね」

と言葉のやり取りをしています。保育室には、職員手作りのボールを入れて楽しむ箱型の遊具もあり、

そこにボールを運び、ポンと投げ入れるなど子どもたちは全身を使って遊んでいました。 

（食事） 

食事の時は、職員が子どもの気持ちを汲むように「これはおいいしいのね、〇〇ちゃんは、これだ

と良く食べるね」「モグモグしているかな」「すごいおいしいね」と声をかけています。子どもの小さ

な表情の変化に対しても、「面白いね」など、子どもが自分が認められ、満足を感じられる言葉をか

けています。 

（排泄） 

おむつ替えをしているときに、子どもの目を見てお話をしたり、体をさするなどスキンシップを大

切にしていうようです。子どももおむつを替えてもらって気持ちよいのでしょう、笑顔が見られ自分

から、保育士に一生懸命話しかけているようすが見られました。 

（午睡） 

保育士に優しく、背中をトントンや、そばにいてもらうなど安心して休んでいる様子がみられまし

た。職員は、子どもの顔に近ついて呼吸の確認をしたり、子どもがむずがると近くに行って体をなで

たり、寝る方向を変えるなど子どもが安心して体をやすめられるようにしています。 

 

 

≪1歳児クラス≫ 

（遊び） 

広い部屋で、ままごとコーナーでは職員手作りのテーブルと色々な果物のおもちゃやコップを使っ

て、保育士とごっこ遊びをしています。「今日は何をたべようかな、かぼちゃのスープ温まるし、お

（ ）の該当以外は消去願います 
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いしいね」保育士の声に子どもがスープを飲むしぐさをしたり、歌を交えるなどしてごっこ遊びを楽

しんでいます。もう一つのコーナーではブロック遊びで、子どもたちが思い思いの形を作って楽しん

だり、缶の中から薄い布を引き出して遊んだり自分の好きな事に集中して遊んでいました。 

ひとりの子どもがおもちゃを両手に 2つ持っています。他の子どもも使いたい様子で、保育士が「○

○ちゃんも使いたいって言っているから、１つ分けてね」そう言っても、おもちゃを放しません。保

育士は「そうね、おてては 2つあるから両方で持ちたかったのね」と、子どもの気持ちを代弁し、子

どもは肯定的に受け止められたことで満足したのか、しばらくするとおもちゃを手放しました。 

（食事） 

スプーンを使ったり、手づかみだったり子どもたちは食事を楽しんでいるようです。「○○ちゃん、

すごいね、上手にもてるかな」子どもは褒められると、うれしそうに保育士の顔を見て、さらに食事

を一生懸命しています。いたずら食べをしている子どもには「もう、終わりなのかな」と聞いていま

した。「いけません」のような否定的な言葉使いはしていません。子どもが自分でも、気が付くこと

ができるような言葉がけをしていました。 

（排泄） 

「おむつ替えようね」「○○ちゃんも、おしっこ替えようか」イヤイヤしているこ子どもには「じ

ゃあ、これしてからにする？」など優しく声をかけています。 

 

 

≪2歳児クラス≫ 

(遊び) 

ねんどを使って遊んでいます。指輪、へび、指先やてのひらを上手につかって、のばしたり、まる

めたりいろいろと形を作っています。保育士も一緒に粘土遊びをしています。「先生にも分けて」と

言うと、自分の粘土を分けてくれる子どもがいました。他の、子どもたちも自分の粘土をすこしずつ

分けて保育士にあげています。保育士がつくっている粘土の作品を見せると、子どもがヒョイと取っ

てしまったり、また、分けてあげるなどお友だち同士でもそんな事を繰り返して楽しんでいます。保

育士が「○○ちゃん、なにを作っているの？」と聞くと、「パンを今から焼くの」と子どもの発想が

どんどん膨らんでいきます。「おいしそう、上手」そういわれると嬉しそうにほほ笑む顔や、保育士

が近くに来た時に、甘える姿がみられました。 

（食事） 

2歳児のクラスで食事をとりました。ちょっと、皆緊張しています。次第に自分たちの好きな事や

先ほどの粘土の話もしてくれました。給食の食材を「これは、○○」と教えてくれました。職員は、

子どもに必ず全部たべるようにとは言いません。子どもが自分で、食べる量や食べたという達成感を

感じられるように褒めています。 

（排泄） 

活動の区切りにトイレに誘っています。おもらしが無かったときは、「あ、すごいね」と子どもを

褒めて、排せつの自信を持てるように声をかけています。 
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≪3歳児クラス≫ 

（朝の様子） 

朝、ひとりずつお名前をよばれてお返事をしている様子をみました。このくらいの、年齢はちょっ

とふざけてみたりすることに興味をおぼえるのでしょうか、保育士の呼びかけに、ちゃんとお返事を

しなかったり、ふざけた声で言ってみたりしている子どもがいました。「お返事は、はっきりとしよ

うね」保育士の声がかかると、その後は元気にハイという返事が聞こえてきました。保育士の注意す

る口調は、決して厳しいものではありません。子ども達も、今はどういう状態であるか。どのような

対応をするのが良いかを聞き分けています。小さなことですが、守るルールやマナーがあることを自

然にまなんでいます。 

（食事） 

楽しく食事の時間を過ごしているようです。職員は子どもの様子、ペースを見ながら「これは、ど

うする？、もう少し頑張る？」と子どもの気持ちを大切にしています。子どもにも、「食事のあとは

お昼寝するの」と調査員が聞くと、「歯を磨いて、着替えて、本読んだりして寝るの」と話してくれ

ました。 

 

 

≪4歳児クラス≫≪5歳児クラス≫ 

（午前遊び） 

午前のおやつのあと、公園にお散歩です。今日は少し遠くの公園に行きます。4歳児と 5歳児がペ

アになって手をつなぎます。5歳児が車に近い方の道路を歩きます。 

公園は上り坂の途中にあるため、徒歩 20 分程かかりましたが、到着して 1人の先生が時間の説明を

している間に、他の先生が安全確認をします。他に利用者がいなくて見通しがよいため、遊具も使っ

て自由に遊んで良いと言われました。 

ブランコをしたい子が走っていきます。ブランコは 2台なので交代で乗ることにします。1人の子

が「田んぼ鬼する人」と言って声を掛けると、多くの子が集まってきて、先生に田んぼを書いてもら

っています。最初の鬼は先生です。久しぶりの「田んぼ鬼」なのでルールを忘れている子がいます。

4 歳児の中にはルールが理解できない子もいて、5 歳児が手を引いて、一緒に走ってあげてルールを

教えています。すべり台をしている子で順番を抜かされたと思っている女の子が、ふてくされてベン

チに向かいました。しばらくしたら仲の良い子が近付いて、話を聞いてあげていました。機嫌がなお

って、二人で木の実拾いを始めました。 

水を飲み終えたらお当番がコップを回収して先生に渡し、来たときの順番で手を繋ぎます。5歳児

が道路中央寄りを歩くため、帰りは反対の手を繋ぎます。 

公園までの道中及び公園内でも、先生は危険を伴うことがなければ見守りに徹し、５歳児を中心とし

た子どもたちで物事を進めていました。 

（食事） 

5歳児のクラスは食事の当番が 2人いて、配膳の手伝いを行い、ごはんやおかずがきちんと配られ

ているか確認しています。今日の献立を先生が説明したら、「〇〇はありますか？」と当番が訊き、

「あります」と他の子どもたちが答えます。全て確認し終えたら、給食の歌を歌って挨拶をして食べ
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始めます。除去食の子は蕎麦アレルギーなので食材には入っていませんが、食器から離れた席でトレ

ーに載せられた一式が与えられています。 

途中で栄養士さんが様子を見に来ます。「おいしいよ」と口々に応え、「あの人が給食を作る人だよ」

と教えてくれます。 

4歳児のクラスも当番が 2人いて配膳を手伝っていますが、上手く配ることができずに先生が手伝

っていました。先生からの献立の説明のあと、給食の歌を歌って食べ始めます。 

子どものよって食べるスピードの差が大きく、途中でトイレに行く子、お喋りばかりで全然食べない

子など様々です。保育士は阻止したり無理強いしたりせずに、それぞれのペースを見守っています。

4 歳児も 5 歳児も、食後は歯磨きを行い、先生が仕上げ磨きをしてくれます。歯磨きが終了したら、

絵本を読む子、パズルをする子と、自由に過ごしています。 

午睡の時間が近付いても食事が済まない子には、先生がそばについて声掛けをします。スプーンで集

めてあげると食べる子もいます。お喋りで興奮してスプーンを振り回している子には、保育士が「ご

はんが飛ぶから、お喋りするときはスプーンを置こうね」と優しく注意をしています。 

（午睡） 

4 歳・5 歳ともにコットで寝ます。自分でバスタオルを敷いて準備をします。5 歳児は午睡の時間

が短くなっています。就学を意識して早く目覚める子が増えており、4歳児の午睡を妨げないように

静かに部屋を移動しています。4歳児で早く目覚めた子は入り口に近い明るい場所でパズルをしてい

ました。 
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　家族アンケート結果 　

　 アンケートの概要

１．調査対象

利用者の全家族

２．調査方法

３．アンケート発送数等

通 通

クラス： 通 1歳児： 通 通

通 4歳児： 通 通

４．全体をとおして

　　　保育園利用の全家族にアンケートを行い、65％の家族からの回答を得ることができまし

た。

　家族からの「保育園を総合的に評価した」満足度は100％（「満足」65％、「どちらかといえ

ば満足」35％）と全て方の満足を得ています。

　個別で「満足」の多い項目は、「子どもが戸外遊びを十分しているかについて」「給食の献立

内容について」であり、「満足」が79％となっています。他にも「園のおもちゃや教材について

は」についても、「満足」が74％を占めています。

　その一方で、「おむつはずしは、家庭と協力し、お子さんの成長に合わせて柔軟に進めている

かについて」は、一部ですが「不満」6％となり、「満足」も32％に留まっています。

　自由記入欄では、「総合的にとても満足して保育園に通わせていただいています。」「安心し

て預けることができています。」「毎日楽しんで登園しています。」などの声があります。ほか

には「自然とのふれあいの機会を増やしてほしい。」「行事がもう少しあるとうれしい。」など

の要望もあります。

　「あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存知ですか」の質問には、「よく知っている」

は12％となっています。「まあ知っている」までを含めた回答者全員が目標・方針に賛同してい

ます。保護者に園の保育目標などをよく知ってもらうことが園の理解につながります。

4

52

2歳児：

3歳児：

3

7

7

6

0歳児： 7

5歳児：

 アンケートは評価機関で準備をして保育園から配布してもらいました。回答は家族から郵

送にて直接に評価機関に送っていただきました。

65%発送数： 返送数： 34 回収率：

25
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　 アンケート結果

■保育園の基本理念や基本方針について

問１　あなたは、この園の保育目標・保育方針をご存知ですか

　　１　よく知っている ３　どちらともいえない 　　　　　　　４　あまり知らない

　　２　まあ知っている 　　　　　　　５　まったく知らない

１ ２ ３ ４ ５ 無回答

11.8% 52.9% 17.6% 17.6% 0.0% 0.0%

　　　付問１　【「１　よく知っている」または「２　まあ知っている」とお答えの方】

　　　　　　　　あなたは、その保育目標や保育方針は賛同できるものだと思いますか。

　　１　賛同できる ３　どちらともいえない 　　　　　　　４　あまり賛同できない

　　２　まあ賛同できる 　　　　　　　５　賛同できない

１ ２ ３ ４ ５ 無回答

45.5% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

■保育園のサービス内容について

問２　お子さんが入園する時の状況について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

26.5% 23.5% 2.9% 2.9% 44.1% 0.0%

29.4% 41.2% 11.8% 2.9% 14.7% 0.0%

29.4% 64.7% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%

47.1% 23.5% 17.6% 2.9% 5.9% 2.9%

47.1% 44.1% 2.9% 0.0% 5.9% 0.0%

52.9% 35.3% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0%

その他：わからない

その他：新設のため見学がなかった。（その他を除けば、満足は5割弱）

その他：新設のため見学がなかった、見学していない

その他：覚えていない、わからない

その他：覚えていない

その他：上の子がいたので知っていた

見学の受け入れについては

入園前の見学や説明など、園からの情報提
供については

お子さんの生育歴などを聞く対応には

園の目標や方針についての説明には

保育園での一日の過ごし方についての説明
は

入園後に食い違いがなかったかなどもも含
め、費用やきまりに関する説明については

26
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問３　保育園に関する年間の計画について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

55.9% 35.3% 5.9% 2.9% 0.0% 0.0%

38.2% 47.1% 5.9% 2.9% 5.9% 0.0%

問４　日常の保育内容について

　「遊び」について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

64.7% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

79.4% 11.8% 5.9% 2.9% 0.0% 0.0%

73.5% 20.6% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%

67.6% 26.5% 2.9% 0.0% 2.9% 0.0%

67.6% 32.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

64.7% 26.5% 2.9% 0.0% 5.9% 0.0%

自然に触れたり地域に関わるなどの、園外
活動については

遊びを通じて友だちや保育者との関わりが
十分もてているかについては

その他：

その他：

その他：現状が不明、わからない

その他：実施の有無が不明

年間の保育や行事についての説明には

年間の保育や行事に、保護者の要望が活か
されているかについては

子どもが戸外遊びを十分しているかについ
ては

遊びを通じたお子さんの健康づくりへの取
り組みについては

クラスの活動や遊びについては
（お子さんが満足しているかなど）

園のおもちゃや教材については
（お子さんが自由に使えるように置いてあ
るか、年齢にふさわしいかなど）

その他：要望していないため不明、まだわからない

その他：

その他：未確認のため不明、どういうおもちゃがあるのか不明

その他：

27
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　「生活」について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

79.4% 17.6% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

64.7% 32.4% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0%

58.8% 32.4% 0.0% 2.9% 5.9% 0.0%

55.9% 38.2% 2.9% 0.0% 2.9% 0.0%

32.4% 20.6% 8.8% 5.9% 32.4% 0.0%

67.6% 29.4% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0%

58.8% 23.5% 2.9% 5.9% 8.8% 0.0%

基本的生活習慣（衣服の着脱、手洗いな
ど）の自立に向けての取り組みについては

その他：未実施、取り組みの詳細を教えてほしい

その他：対応を見ていないのでわからない

その他：まだ時期ではない、未実施、おむつはずし後に入園

その他：

その他：

その他：

保育中にあったケガに関する保護者への説
明やその後の対応には

おむつはずしは、家庭と協力し、お子さん
の成長に合わせて柔軟に進めているかにつ
いては

お子さんの体調への気配りについては

昼寝や休憩がお子さんの状況に応じて対応
されているかなどについては

その他：

給食の献立内容については

お子さんが給食を楽しんでいるかについて
は

28
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問５　保育園の快適さや安全対策などについて

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

52.9% 35.3% 8.8% 0.0% 2.9% 0.0%

64.7% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

55.9% 44.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

67.6% 29.4% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0%

問６　園と保護者との連携・交流について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

47.1% 44.1% 5.9% 0.0% 2.9% 0.0%

61.8% 38.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

55.9% 32.4% 8.8% 2.9% 0.0% 0.0%

38.2% 52.9% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0%

55.9% 35.3% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0%

58.8% 32.4% 0.0% 5.9% 2.9% 0.0%

47.1% 32.4% 5.9% 5.9% 8.8% 0.0%

その他：相談できる時間がなさそう

その他：遅くなることがない、時間外なることがない

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

その他：

開所時間内であれば柔軟に対応してくれる
など、残業などで迎えが遅くなる場合の対
応には

お子さんが落ち着いて過ごせる雰囲気に
なっているかについては

外部からの不審者侵入を防ぐ対策について
は

保護者からの相談事への対応には

園の行事の開催日や時間帯への配慮につい
ては

送り迎えの際のお子さんの様子に関する情
報交換については

お子さんに関する重要な情報の連絡体制に
ついては

施設設備については

感染症の発生状況や注意事項などの情報提
供については

保護者懇談会や個別面談などによる話し合
いの機会については

その他:

園だよりや掲示などによる、園の様子や行
事に関する情報提供については
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問７　職員の対応について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

70.6% 29.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

70.6% 29.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

29.4% 20.6% 0.0% 0.0% 41.2% 8.8%

61.8% 35.3% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0%

55.9% 35.3% 0.0% 5.9% 2.9% 0.0%

問８　保育園を総合的に評価すると、どの程度満足しているか

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 無回答

総合満足度は 64.7% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0%

その他：不明

話しやすい雰囲気、態度であるかどうかに
ついては

あなたのお子さんが大切にされているかに
ついては

その他：

その他：

その他：アレルギーなし、よく分からない、非該当、知らない、どのような対応をしてい
るか不明

その他：

意見や要望への対応については

あなたのお子さんが保育園生活を楽しんで
いるかについては

アレルギーのあるお子さんや障害のあるお
子さんへの配慮については
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事業者コメント  

 

事業者名：グローバルキッズ大口園 

  

保育園が開園して 3年目を迎え、今年度初めての第三者評価を実施させて頂きました。 

受審にあたり、全職員で日頃の保育を振り返り職員一人ひとりが向きあい、施設の自己評価をする

事により、園としての優れている点や課題、改善点が明確になりました。 

 今回の受審結果をしっかりと受け止め、職員全体が目標とする園の姿を理解し、さらなる保育の質

の向上を目指していきたいと思います。 

 最後になりましたが、保護者の皆様方にアンケートのご協力を頂き、ありがとうございました。 

そして、株式会社フィールズ様に心より感謝申し上げます。 

本当にありがとうございました。 

グローバルキッズ大口園 

園長 村山和恵 
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