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２０２３年度 朝霞どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 基本方針 
（１）子育て理念  「にんげん力。育てます。」 

 

（２）子育て目標  ①センス・オブ・ワンダー 

畑仕事・ヤギや鶏の世話などの労働や自然の中での原体験を通して、ものの

性質や身近な事象・生命の尊さ・食材や食の循環に気づくことができるよう

に、子どもが“したいと思う活動”を安全に行えるように見守り、支援する。 

 

      ②人対人コミュニケーション 

銭湯でお風呂の日、商店街ツアー、青空保育など地域交流、世代間交流を実

施し、一人でも多くの人と挨拶を交わし、一つでも多くの仕事を目にする機会

を用意し、“感じたこと・考えたこと”を言葉で、ジェスチャーで、表情で、

描いて、造って、表現できる子どもを育成する。 

 

（３）実現したい保育・子育てのあり方 

 

①法人の子育て理念・目標に基づいて、子どもにとって真に必要な機会を用意

することで、自分で考え、選択し、行動することのできる、心身ともに豊かで

たくましい生きる力のある子どもを育成する。 

 

②乳幼児期の保育が、子どもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要な時

期であることを職員一人ひとりが深く理解し、養護及び教育が一体となった受

容的で応答的な保育を実践する。 

 

➂法人の子育て理念・目標に基づいて、園児・保護者・職員・地域・行政が相

互的かつ協同的に子育てに携わることで、地域が一体となった子育て環境の実

現に取り組む。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 心理的に安全な施設環境をつくる。 

実践予定内容 接遇、アサーション研修や、個別目標面談を実施する。スタッフ全員が、

子ども、保護者、施設利用者に対して受容的にかかわり、風通し良く安心

感を土台とした笑顔で溢れ活気ある施設環境をつくる。 

2 計画・ねらい 園内研修を通してお互いが学び合う集団となる。 

実践予定内容 スタッフ一人ひとりが法人理念と学ぶ目的を理解し、リーダー、中堅スタ

ッフがファシリテーターとなり園内研修を実施する。また法人が運営して

いる研修動画コンテンツを積極的に取り入れた研修を実施する。 

3 計画・ねらい 怪我・ご意見のケーススタディ研修 

自園で起こりやすい怪我の分析、保護者からの貴重なご意見の根幹にある

背景の理解。 

実践予定内容 自園他園で実際に起きた怪我やご意見に対し、その状況を詳しく記録した
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資料を、事例として園内研修に活用し、リスク管理を行う。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保育園での日常から、子どもたちのありのままの姿や成長をわかりやすく

伝え続けることで、保護者の安心と信頼関係をつくる。 

実践予定内容 ・常に気持ちの良いあいさつを心がける。 

・連絡帳、タイムライン、ブログを活用する。 

・お迎え時は伝達だけではなく、保護者の言葉に耳を傾け思いやニーズを

聞き取る。 

・ポートフォリオの充実化（変容する子どもたちの姿を感じ取ることがで

きるか、見やすい構成になっているか等） 

・ご意見、質問等があった場合に統一的な対応を取ることができるようス

タッフ間の情報共有を徹底する。 

・個別対応のために担当を置く場合は、誰が担当であるかを明確化したう

えで共有し、お問合せに迅速かつ適切に対応できるよう備える。 

2 計画・ねらい 目で見て安心できる保育環境を整備する。 

実践予定内容 ・園側、玄関、保育室を保護者目線となり、清掃や整理整頓を実施する。

日々の清掃確認をスタッフ全員が役割を明確にして怠りなく行う。 

・利用時間中に清掃が難しい個所は、日時を設定し、定期的かつ計画的に

清掃を実施する。 

3 計画・ねらい 個別面談の利用促進 

実践予定内容 ・必要とする保護者には、「いつでも、何度でも」個別面談を実施し、子

育てのパートナーとしての信頼関係を醸成する。 

・随時面談実施の旨は保護者に再度周知を行い、「面談したい」と感じた

ときに即時対応できるという認識が根付くよう働きかける。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 潜在的ニーズへの働きかけ 

実践予定内容 ・保育園見学、出前保育の機会等に広告配布等の広報活動を展開すること

で、地域子育て支援拠点事業を利用したことがない家庭に対し、働きかけ

る。 

2 計画・ねらい 地域子育て世帯への育児相談 

実践予定内容 ・発達、保健衛生、離乳食等に関する悩みを保護者で共有できる場、保育

士や子育て経験者の立場から気軽に相談できる機会を提供する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 変化を受け入れ学び合う園文化 

実践予定内容 計画通りにいかない事象や困難な局面を受け入れ、失敗を積極的に報告し

合い、改善と学びにつなげる園の文化を作る。挑戦し続ける事に躊躇しな

いスタッフ全員の人間力を磨いていく。 

2 計画・ねらい チーム保育 



20221215版 

実践予定内容 異年齢保育を行う中で、クラスの垣根がなく全スタッフがすべての児童を

把握し、一つのチームとして保育を行う。責任の所在、役割を明確にして

心理的安全性の高い環境のもと保育を行う。 

3 計画・ねらい 就学後の子ども達の未来を想像しながら保育計画を立案する。 

実践予定内容 就学後に大きくかかわる乳幼児期の重要性にスタッフ全員が責任を持って

保育に取り組む。１０年後２０年後の子ども達の未来を想像し、「子ども

達が将来を生きるために必要な力は何か」を話し合い、子ども達の未来か

ら逆算思考で考えて保育計画を立案する。 

 

 

環境実施目標 

2022年度に認証を取得した環境マネジメントシステム(ISO140001)に則り、環境に配慮した園運営

を実施する。 

1 計画・ねらい 食の循環を知る機会を生活の中に取り入れる。 

実践予定内容 畑仕事、野菜の下処理を日々の日課として実施。梅ジュース作り、味噌作

り、たくあん作り等の食材加工。魚の解体、鶏を捌いて食す体験。飼育し

ている鶏の卵で自園の給食分を賄う。ヤギ糞、鶏糞を利用した肥料作りに

より、畑で使用する堆肥の自給自足化。 

2 計画・ねらい 給食残渣を前年度から70%に減らす。 

実践予定内容 給食残渣を定期的に測定し記録検証を行う。給食の出汁で取った昆布や鰹

節で佃煮づくり。調理過程で発生した生ごみをコンポストで堆肥にする。

玉ねぎの皮で染物作りを実施。 

3 計画・ねらい 樹木や木材に親しむ体験。 

実践予定内容 木登りや大小の木々による天然の木陰の中で園庭遊びを実施。柿、梅、花

梨、夏みかん、ザクロ等を園庭の樹木から収穫して食す。木の温もりや感

触を楽しめる玩具を取り入れ木育を実施。まきを使用した焚き火体験。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

６人 １５人 １５人 ２４人 ２４人 ２４人 １０８人 

 

 

開所時間     

７時００分～２０時００分   
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 16人 看護師 0人 栄養士 2人 調理 1人 

事務 1人 
再雇用スタ

ッフ 
0人 臨床心理士 0人 言語聴覚士 人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人 用務 1人 調理 0人 事務 0人 

 

 

 

 運営方針 
 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 園内研修（グループワーク・勉強会）、各月のねらいにつ

いて共有・各担当者からの報告、共有 

給食運営会議 月1回 食育活動の実施内容・喫食状況の確認、実践報告 

事故防止委員会 
月1回 自園及び系列園で発生した事故の検討会、ヒヤリハット・

インシデントの分析と改善計画の策定 

ケース会議 月１回 要支援児個別計画の振り返り及び省察と見直し 

乳児幼児連絡会 毎日 ケガ及び子どもの様子の共有 

リーダー会議 
月１回 保育内容の振り返り。園内連携について、園全体の課題共

有と検証 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 諸連絡及び運営方針の共有・系列園運営状況報告・ 

施設長勉強会 月1回 
業務改善、マネジメント・コンプライアンス 

課題改善計画立案及び取組成果発表 

食育会議 年4回 

献立内容の改善、提案 

給食提供マニュアル及び運用ルールの作成・見直し 

食育計画の策定 

保健会議 年4回 感染症対策やガイドラインの作成・見直し 
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保健計画の策定 

主任会議 年4回 
業務改善・マネジメント等の資質向上 

グループワーク・ディスカッション 

子育ての質を上げる会議 月1回 
業務改善、マネジメント・コンプライアンス 

課題改善計画立案及び取組成果発表 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

保健・衛生管理係 
園内の汚染区域、園周辺の衛生管理や備品等の管理。感染症 

予防。身体測定・定期健康診断の実施と保護。職員への衛生教育。 

安全対策係 
安全な人的物的環境の整備、点検。避難訓練実施。消防署、警察署との

連携。不審者情報の掲示。ハザードマップの更新。 

防火管理者 避難訓練計画の立案。設備の防火管理。消防設備点検の実施。 

食品衛生責任者 食品の品質衛生管理。食育会議の立案。職員への食品衛生教育。 

畑係 年間農業計画と実施の責任者。 

生き物係 ヤギ・ニワトリ等、生き物の飼育全般に関する管理。 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者と協働し、準備進行を実施する 

彩夏彩係 保護者と協働し、準備・進行を行う. 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・欲求が満たされ情緒が安定できる環境づくりを行う。安心感を持ち

好きな遊びを十分にできるように応答的な人的環境と物的環境を整え

る。 

・基本的生活習慣を身につけることができるように、生活のリズムを

整え、主体的な行動を見守る。 



20221215版 

下半期 

0～1歳児 

・遊びを通じて、満足感や自己肯定感が得られる環境を整える。 

・周囲への興味関心を受け止め、自発的に「やりたい」という気持ち

や自ら気持ちを立て直す気持ちを見守りながら丁寧に関わる。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢保育を主体とし自分の好きなことを好きな仲間と好きな場所

で安心して思う存分遊び込める環境を整える。 

・基本的生活習慣の確立に向け、個々の発達状況に応じて丁寧に関わ

る。 

下半期 

2～5歳児 

・習熟度別やグループ活動により、自分で取り組みたい活動を選択す

る。多くの異年齢の友だちと関わりながら、じっくり遊び込む。相手

の気持ちを理解し、折り合えるようにする。 

・異年齢での活動を通じて自分の成長を感じながら、友だちとの協力

や役割分担を行い、進級することに喜びを感じられるような環境を整

える。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 人や食材との関わりから、食べる意欲を育てる。 

実践予定内容 ・畑仕事による作物の栽培や収穫を通じて、子ども自ら野菜を獲得するこ

とで、食に対する興味関心や積極性を育てる。 

・一緒に食べる人と楽しく会話を交わし、より多くの共感体験を得ること

で食事の豊かさを実感するとともに、人と食事をとることの喜びを知る。 

2 計画・ねらい 食の循環を理解し、実感することで生命の尊さを頭と心で理解する。 

実践予定内容 ・魚や鶏の解体と焚火調理を体験し、食のサイクルの全行程を知り命の尊

さを理解する。 

・鶏の世話を通し、鶏の死や採卵を経験することで生命のサイクルを直接

体験する。 
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保健計画 

園児健康診断 年2回（6月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・毎月20日に身体測定を実施し発育や栄養状況の把握を行う。 

・手洗い、うがい指導、トイレの使い方指導 

・身体のつくりと健康に関する指導  

・性教育①「体の不思議と大切さ」 

・性教育②「大きくなった喜び～命の誕生～」 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～9月頃…手足口病・咽頭結膜炎・ヘルパンギーナ・とびひ 11～3月

頃…インフルエンザ・ウィルス性胃腸炎・RSウイルス・溶連菌感染症 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･職員室にて常温保管  

アレルギー症状出現時内服薬･･･職員室にて 常温保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

未受講の職員については6月30日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

未受講の職員については6月30日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

・感染症予防のため、保育室内外の衛生管理に努める。 

・日々の子どもの健康状態や近隣園、地域での感染症流行状況を把握

し、感染症拡大防止のための情報発信を行う。 

・保護者に対して保健に関する知識や情報を提供し子どもの保健行動

への協力を求める。 

・感染症対策として予防接種状況を把握し保護者に対し年齢に応じた

計画的予防接種を勧める。 

・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい 指導 

・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 年2回／6･12月の25日 
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（備蓄品点検含む） 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 遊び込める環境の整備 

実践予定内容 子ども達が自発的に活動し、時間を忘れて遊び込める環境を整える。そ

のために大人が介入し過ぎず穏やかにかかわり、子どもの集中が途切れ

ないように配慮する。また声のトーンに配慮し、子どもの視界に入る際

は落ち着いて行動する。 

・子どもの発達に合わせ、遊び環境の難易度が難しすぎず簡単すぎず、

挑戦したい意欲を引き出せる環境を設定する。 

 ・取り組んでいる遊びが、自分自身が主人公であるという感覚を持て、

繋がりがあり豊かに発展していく可能性が感じられるように設定する。 

2 計画・ねらい 主体性と協働性を育む園庭環境の整備・改良 

実践予定内容 ・安全に遊び込み、仲間との協働やtrial&errorの体験が豊かになるため

のゾーンの構築。 

・木材を中心とした素材を厳選配置し、「何を使って、どのように遊ぶ

か」を子どもたち自身が創造する。 

・火、水、土を最大限活用するための園庭整備、修繕の実行。 
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・火の特質、有用性、危険性を知り、子ども自身が活用方法を考えられ

るように、焚火等の機会を増やす。また、届出等の手続や手順、ルール

を徹底することで、安全を確保する。 

3 計画・ねらい 異年齢交流の推進 

実践予定内容 ・空間、クラス担当による障壁を排除し、異年齢交流が推進する方策を

職員間で議論する。 

・異年齢との関係性を子ども自身が考え、積極的交流のアイディアを具

現化する。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 アーチ型トンネル 園庭 毎日 

2 ままごと遊び用小屋 園庭 毎日 

3 ベンチ 園庭 毎日 

4 焚火台 園庭 毎日 

5 ままごと道具入れ 園庭 毎日 

6 丸太橋 園庭 毎日 

7 登り壁 ホール 毎日 

8 平均台 ホール 毎日 

9 スロープセット ホール 毎日 

10 移動式用具入れ ホール 毎日 

11 収納棚 0歳児室 毎日 

12 着替え収納棚 0.1歳児室前縁側 毎日 

13 かばん掛け 縁側 毎日 

14 バーテーション 3.4.5歳児室 毎日 

15 長椅子 3.4.5歳児室 毎日 

16 八角型ベンチ 3.4.5歳児室 毎日 

17 丸テーブル 3.4.5歳児室 毎日 

18 製作用収納棚 3.4.5歳児室 毎日 

19 テーブル 3.4.5歳児室 毎日 

20 歯ブラシ立て 縁側 毎日 

21 木製組み立て玩具 3.4.5歳児室 毎日 
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22 アーチ屋根付き小部屋 3.4.5歳児室 毎日 

23 ブロック遊び用収納箱 3.4.5歳児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 防災…危機管理マニュアルの災害対策に則り、消防訓練・避難訓練・避難

訓練再開通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得手続き・防災自

主点検・危機管理マニュアルの整備 ・自衛消防組織と安全対策係の設置・

緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従う。 

2 実践予定内容 ケガ事故防止…危機管理マニュアルのケガ防止策・安全点検と保全、事故

防止チェック及び 設備点検チェックの実施、手作り備品チェック、安全教

育、ＳＩＤＳ防止策を行い、ケガ発生時には対応フローチ ャートに従う。 

3 実践予定内容 不審者対策…危機管理マニュアルの不審者対策に則り、不審者侵入訓練・

笛の携帯・代理送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を行いながら、不

審者侵入時には対応フローチャー トに従う。 

4 実践予定内容 光化学スモッグ…危機管理マニュアルの光化学スモッグ対策に則り光化学

スモッグの知識を 身につけ、注意報発令の把握を行いながら、発生時には

光化学スモッグ発生時対応及び行政 連絡に従って対応する。 

5 実践予定内容 普通救命講習会への参加…消防署に協力を依頼し開催。 

6 実践予定内容 洪水…集中豪雨等により、園内浸水の可能性を想定し、朝霞市役所と連動

した要支援者施設における、洪水時対策計画書を作成。平成３０年１月市

役所へ提出済。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代を担う人材育成の観点から、積極的に受け入れを行う。実習生や生徒の一人ひとりの様子に

合わせて 具体的かつ家庭的に援助・指導を行う。また、実習やボランティア活動の実施に際し、法人

理念や地域における役割などを説明することで、園の地域施設としての役割について周知・理解の深

耕に努める。 

 

 

1 実践予定内容 実習生…保育所保育指針と学習指導要領をベースとし、保育品質マニュ

アルに基づいた保育方法の実践指導を行う。 

2 実践予定内容 職場体験…子どもと遊ぶ楽しさから養護と教育の実体験を提供する。 

3 実践予定内容 学生ボランティア…現場体験を通じて、福祉の意義や保育園の地域にお

ける役割について理解を深める。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  マニュアル確認 

主に子どもの生命に関わる項目(人数

確認、午睡チェック、アレルギー確

認、オムツ交換)についてロールプレ

イングを実施 

5月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  危機管理研修1 

見失い、置き去りを起こさないため

のルールを共有と見直し 

ハザードマップ更新 

6月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  危機管理２・水遊び 

水遊びのリスク管理 

SIDSについて 

7月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境・接遇 

ISO14001の進捗確認 

自園の周辺環境を活かす為にできる

事を検討する 

接遇を学ぶ 

8月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境2 

室内環境の振り返りと改善策を考え

る(法人主催講座の「心を育てる保育

環境」を研修資料として活用) 

9月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子ども理解 

法人主催講座の「子どものこころの

育ちと保育者の言葉がけ」を研修資

料として活用し、子どもの姿をとら

えてみる 
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10月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  乳幼児期に育てたい力 

就学までに乳幼児期に育てたい力に

ついて、10の姿と現状の保育を照ら

し合せてディスカッションを行う 

11月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  乳幼児期に育てたい力 

就学までに乳幼児期に育てたい力に

ついて、10の姿と現状の保育を照ら

し合せてディスカッションを行う 

12月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  表現について 

法人主催講座の井上義教氏「造形＝

表現」の誤解 子どもの感性を解き放

つのはあなた次第を研修資料として

活用し、表現について理解を深める 

1月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育の振り返り 

次年度に向け、2022年度の保育や運

営の振り返りを行う 

2月 18:30～20:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度園目標の決定 

次年度に向け園全体としての取り組

みの基盤を固める 

3月 18:30～20:30 

①  コンピテンシー自己採点 

②  2023年度年間計画共有

会 

園目標や全体の計画をもとに、次年

度の活動計画を立案、決定する。 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域に開かれた保育園を目指す。 

子どもたちが地域の中で、幅広い世代のより多くの人々と関わり合うことが健全な育成の観点から重

要である。公開講座を開くなど、地域の子育て世帯、高齢者、小学校、近隣の保育園との交流を行い

ながら地域交流を行う。 

活動を通して、子どもたちが地域に愛着を持ち、地域の方が子どもたちを地域にとってかけがえの

ない存在であると認識してもらえるよう、職員も地域の方々と積極的に交流し、温かい支援に対する

感謝の気持ちをしっかり伝えることを心がける。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：わくわくドームすこやか花壇 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 乳幼児の様子に合わせ、高齢者福祉施設や近隣住民、子育て支援セ

ンター来所児童親子との交流を計画。 小中高生の職場体験や幅広い

年齢層のボランティアの受け 入れを行う 

異年齢交流 系列園からの遠足の場所として、遊びの交流を深めたり中 学生から

大学生までの体験保育の受け入れ 

地域拠点活動 どろんこ祭り・彩夏祭 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

新型コロナウイルス感染症等は依然と流行しているが、「新しい生活様式」の中で社会情勢に合わ

せて交流の機会を少しずつ広げていく。保育園小学校の双方が可能な範囲で行事活動等に参加し交流

を深め、子どもの就学への思いを培っていくための協力関係を築いていく。 

学習指導要領と保育所保育指針の相互理解を前提として、子どもの成長の連続性が保障されるような

密接な連携関係を維持確保する。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

9月頃 朝霞第三小学校 10名予定 
運動会参加(小学校

校庭) 
子ども間交流 

10月頃  朝霞第三小学校 1年 10名予定 公開授業参観 子ども間交流 

11月頃 朝霞第三小学校 2年 20名予定 
保育園見学（朝霞ど

ろんこ保育園） 
子ども間交流 

11月頃 根岸幼稚園 1名予定 幼保小意見交換会 職員間交流 

12月頃  朝霞第三小学校 20名予定 
学校見学（朝霞第三

小） 
子ども間交流 

1月頃 朝霞市役所 2名予定 幼保小連絡会 職員間交流 

2月頃 朝霞第三小学校 1年 20名予定 交流会 子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

現時点において対象設定なし。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：４名予定） 

各クラスの担当者より、気になる子どもを中心に現在の発達状況を報告し職員全体で共有する 。 

課題解決のために保護者を含めた議論を要する場合には、面談などを適宜実施し、課題と方向性を

共有するとともに、子どもの最善の利益を目標とした連携を図る。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

クラス担当と新年度前に引継ぎを実施する。 

小学校への引継ぎは幼保小連絡会のみならず、小学校の担当者としっかり相談し引き継ぐ。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 
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実施項目 詳細 

園開放 

（月）～（土）9:30～16:30 

園庭及び園舎、畑の一部も開放し原体験を環境提供し、年 間行

事に基づき親子で参加の行事を実施する。 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

出前保育  

青空保育（支援センター主催） 月1回  公園名：わくわくドームすこやか花壇にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年6月第３週に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１３時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、乳幼児リーダー、園事務 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 保育を保護者、法人内の同エリアに開いていく。 

振り返り 日ごろの子どもの姿を様々な記録を活用し、魅力的に伝えていくこと

で、保護者を園の理解者になってもらうことを目指した。保育記録の活

用やお迎え時の伝達は改善の余地があり、保護者と子育てを協働しなが

ら実施していくために次年度も継続して実施すべき課題となっている。 
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当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 地域に開かれた子育て支援拠点となる 

重点施策 自然を利用した原体験こそが朝霞どろんこ保育園の価値である。ここで

の体験が子どもの感性を開いていくことをスタッフが共通認識としなが

ら、地域への公開保育や他園との交流を通して互いが学びあえる場を作

っていく。 

ISO14001認証園として子どもたちのために自園の環境を最大限に活用

してもらえる園となる。 

2024年度 目指す姿 日課・日常保育と地域の環境資源を活用した原体験の融合 

重点施策 保育の基礎となる日課や日々の保育内容を充実化しつつ、環境的要素や

人的要素を活用し、朝霞どろんこ保育園ならではの保育活動を実践す

る。 

前年度までの取り組みを総括し、法人全体にその成果を波及させること

でモデル園としての役割を果たす。 

2025年度 目指す姿 朝霞どろんこ保育園ならではの保育実践や環境への配慮により、地域に

選ばれる園となる 

重点施策 園に関わる誰もが心地よく温かい気持ちが生起する環境を築き上げる。

そのために地域に開かれ、環境に配慮した朝霞どろんこ保育園ならでは

の保育を展開し、地域に選ばれる園となる。また人的・物的環境を最大

限に活用し、園に関わる一人ひとりがお互いの個性や特性、大切にして

いる価値観を受容し、寛容で豊かな保育を展開していく。 

 

 

以上 

 

 

 

  作成日：２０２３年３月１５日  作成者：朝霞どろんこ保育園 施設長 石井 崇洋 
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２０２３年度 日高どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

●子育て理念…｢にんげん力。育てます｣ 

 

●子育て目標…｢センス・オブ・ワンダー｣｢人対人コミュニケーション｣ 

 

●私たちが育てる6つの力 

① ケガをしない強い身体を育てる 

② 自分でできることを自分でする 

③ すべての人との関わりから判断・行動を身につける 

④ 活動を選択し、自分で考えて行動する 

⑤ 生死を知る、食の循環を知る 

⑥ 感じたこと・考えたことを表現する 

 

●日高どろんこ保育目標 

「子どもを信じて待つ保育」 

・子どもの想いを尊重し、自らが考え活動を選択し行動できるよう見守っていく。安心・安全に 

配慮しながらも子どもの挑戦する心を信じて待つ。 

 

「混ざり合う保育」 

・『日高どろんこ学童保育室』併設を活かし、法人の中でも0歳から12歳までの幅広い異年齢保 

育を展開していく。保育園にとどまらず、施設内全体で生活や遊び、労働を教え合える大きな 

家を目指す。 

 

 ●mission 

1 続・原点回帰 

①子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を全施設で実施する 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

2 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

3 大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成 

4 接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接する 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい ほんものの体験 

実践予定内容 子どもの興味から広がった遊びから「ほんものの体験」へとつなげてい

く。ハザード・リスクを踏まえた上で、子どもの可能性を応援する活動を

計画していく。見る・聞く・触れるなど五感を刺激するような直接的体験

を常に意識する。 

2 計画・ねらい 学び合う集団 

実践予定内容 職員一人ひとりが学びの姿勢を持ち、自らが学んだ知識を広め合い、質を
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高めるような職場の雰囲気づくりをする。職員の興味・関心を捉え、教材

や講座を進めていくことで学びの場を提供する。 

3 計画・ねらい 子ども同士の関わり 

実践予定内容 他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する機

会を設定する。異年齢の関わりの中で直接体験を通して、他者との協働・

感情コントロール・目標達成を子ども自身が感じられるよう保育者の介入

を見極めていく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 積極的な家庭連携 

実践予定内容 お迎え時には活動ではなく子どものエピソードで様子を伝え、安心して預

けられるような保育園を目指していく。短い時間でも保護者との関わりを

大切にして、信頼関係を築くことで、より良い子育て環境を作っていく。 

2 計画・ねらい おもてなしのこころ 

実践予定内容 保護者におもいやり・誠実さ・謙虚さ・感謝を忘れず、常におもてなしの

こころを持ち関わっていく。あたたかい雰囲気で保護者を迎えられるよう

に相手の気持ちに立った姿勢でいる。 

3 計画・ねらい 共有機会の増加 

実践予定内容 保護者参加型行事や保護者懇談会の他に日々の子どもの姿をドキュメンテ

ーションやポートフォリオという形で作成し、園での様子が手に取るよう

にわかるような工夫をする。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域への発信 

実践予定内容 保育活動を地域の方にも知ってもらえるようSNSなどを用いて情報を発信

する。認知度を高めていき、敷居が低く気軽に立ち入れるような拠点を目

指していく。 

2 計画・ねらい 子育て相談や支援 

実践予定内容 支援センターを利用した保護者にもあいさつから始まり、世間話をするこ

とで相談しやすい環境を整えていく。相談室を利用し、相談しづらい内容

でも話せる場を用意しておく。 

3 計画・ねらい 利用者同士の交流 

実践予定内容 園庭開放や自然学校等、イベントに参加された利用者同士がつながれるよ

うな雰囲気づくりをする。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 日課の徹底 

実践予定内容 どろんこ会グループの日課・基本活動へのこだわり意識を高め、形だけで

はなく、意味を深めながら実践する。散歩・畑仕事・生き物の世話を重点

に置き、子どもにとって必要な体験を重ねていく。 

2 計画・ねらい 子どもの「やりたい」を促す環境構成 
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実践予定内容 子どもの興味・関心を捉え、今の子どもに必要なことやものの環境構成を

していく力を身につける。マインドマップなどの手法を使い子どもを真ん

中に考えた保育を行えるようにする。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 遊び込める環境構成 

実践予定内容 子どもの発達を捉え玩具を選別していく。玩具の購入や手作り玩具を作成

し子どもの興味・関心を広げる選択制のある環境構成をする。 

2 計画・ねらい 安全に楽しめる園庭 

実践予定内容 自然豊かで子どもが裸足で走り回れるような、安全で楽しい雰囲気の園庭

の状態をつくり、維持する。 

 

 

子どもの「やりたい」を大切にする 

1 計画・ねらい 子ども主導の保育 

実践予定内容 大人の価値観に囚われず、子どもたちが自分の意思で「やってみたい」を

一つひとつ受け止め、自由に考え行動できるよう見守っていく。また、子

どもの興味マップなどを作成しながら「やってみたい」から保育が始まる

よう取り組んでいく。大人の用意した活動でなく、子ども自らが生み出し

た活動を広げていく。 

 

 

過ごしやすい環境づくり 

1 計画・ねらい 環境構成 

実践予定内容 一年間環境を通して子どもを捉えていき、細かな環境整備をしていくとと

もに子ども達が遊び込める環境へとしていく。また、子どもにとって安心

できる場所の確保や、安全に過ごしていける場所として発達過程や活動の

展開に合わせ随時見直し、構成していく。 

園内研修にて環境について振り返る機会を設け、子どもの現状に合わせた

環境を常に意識できるようにする。 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 9人 12人 21人 21人 21人 90人 
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開所時間 

 

７時00分～20時00分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 15人 看護師 1人 事務 1人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 3人 用務 1人     

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 提案と意見交換 園内研修 会議報告 研修報告 

給食運営会議 月1回 離乳食進行 食育計画 献立の見直し 喫食状況 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデントの振り返り・対策立案 

ケース会議 月1回 個別の振り返り 個別指導計画確認・対応 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 業務報告 伝達事項 事故防止 

施設長勉強会 月1回 保育所運営 マネジメント 保育について 

食育会議 年4回 年間食育計画の作成 マニュアル確認 献立の提案 

保健会議 年4回 マニュアル確認・見直し 感染症への対応等 

主任会議 年4回 保育所運営 マネジメント リーダー育成 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育に対する姿勢 保育に役立つ知識 子どもの捉え方 
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各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

・子どもの健康維持・温度・湿度・換気確認 

・感染症発症の予防策を実施 

・園内の清潔区域（調乳室/調理室）と汚染区域（トイレ・オムツ交換場

所 シャワー室・沐浴室・トイレ後の着替え場所・感染症流行時居室）

の安全と衛生管理・職員の検便 

安全対策係 

・避難訓練（毎月）、不審者侵入訓練（年２回）の実施報 

告書確認 

・設備安全点検 

・事故防止自主点検 

・園内外、公園のハザードマップの更新・更新（随時） 

防火管理者 

・消防計画作成と届出 

・安全対策係の任命 

・自衛消防組織作成  

・自主点検チェック票（日常） 

・防災用備蓄品の確認（6月・12月） 

食品衛生責任者 

・衛生管理、点検作業の実施 

・食育会議の計画、実践 

・「作業手順書」と「作業結果の記録」の作成 

畑係 

・年間農業計画のもと、子どもと共に取り組む、毎月の種や 

苗の購入 

・食育計画との連動と進捗把握 

・各クラスへの畑仕事のマネジメント、予算計上 

生き物係 

・健康チェック 

・エサ、岩塩、ＥＭ菌等の発注 

・年間休日の当番表作成と実施管理 

・ヤギ小屋の整備、補修管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 企画運営 日程調整 会場設置 近隣広告配布 

運動会 企画運営 大道具 会場設置 放送 保護者配布物作成 

生活発表会 企画運営 大道具 会場設置 放送 保護者配布物作成 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・個々の発達過程を把握し、生理的欲求やあまえなどの依存的欲求を

満たしながら、生命の保持と情緒の安定を図る。 

・保育者との信頼関係の中で安心感を覚え、遊びを十分楽しむこと 

 が出来る環境のもと、様々な経験をする。 

下半期 

0～1歳児 

・聞く、見る、触るなどの経験を通して感覚器官や手指の機能の働き

を促す。 

・裸足での戸外遊びや室内遊びを十分に楽しみ、好きな玩具や自然物

に積極的に関りを持つ。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・身近な動物を良く見たり、触れたり世話をすることで、親しみや愛

情を持つと同時に命の大切さを知る。 

・家庭と異なる場での生活の流れが分かり、自ら考えて行動でき、思

いを言葉で伝えることができる。 

下半期 

2～5歳児 

・年下の友だちに親しみや思いやりの気持ちを持ち、年上の友だちに

憧れの気持ちを持つ。 

・異年齢で過ごす中で色々な遊びに興味を持ち、基本的な生活習慣や

ルールなどを覚えていく。 

・保育者に見守られながら、自分の意見を主張し、相手の意見を受け

入れる経験を積む。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食べることで心を豊かにし、元気な身体をつくる 

実践予定内容 畑活動や食の循環を知る体験等により、食材や食事について興味関心を持

てるようにしていく。食事を楽しめるような雰囲気づくりを意識し環境構

成を行っていく。 
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保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・１１月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
手洗い・うがい・歯磨き指導 

命の大切さ～幼児期からの性教育～ 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12～2月頃･･･感染性胃腸炎・インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･預かり済み／冷蔵庫にて保管 

抗アレルギー剤吸入･･預かり済み／与薬ポケットにて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在全職員が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については4月中に受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。など各園で記載 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 
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個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

 

1 計画・ねらい 子どもが混ざり合う環境 

実践予定内容 全ての人との関わりから判断・行動を身につける。異年齢保育・インク

ルーシブ生活を通して、年齢や発達の違う子が交じり合うことでお互い

が刺激し合う環境を用意する。大人の考えで選択肢を狭めない。 

2 計画・ねらい 自己決定のできる人的環境 

実践予定内容 活動を選択し、自分で考えて行動する。子ども自身にまかせる人的環境

を用意することで「自己決定」を繰り返し、責任感を持てるようにす

る。子どもの主体性を尊重することで自己肯定感を伸ばしていく。 

3 計画・ねらい 「やりたい」と思いついたときに実現できる環境 

実践予定内容 子どもの表情や言動から「子どもたちの今」を捉え、必要な場やものを

用意し実現できるよう環境構成する。試行錯誤することで、深い学びへ

とつなげるようにしていく。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 一本橋 園庭 毎日 

2 ツリーハウス 園庭 毎日 

3 見晴台（中） 園庭 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 防災対策 消防訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救

命資格取得（継続）手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・

自衛消防組織と安全対策の設置・緊急地震速報の運用・災害発生時は対応

フローチャートに従う。 

2 怪我・事故防止 怪我事故防止策・安全点検と保全に則り、事故防止チェック及び設備点検

チェックを実施し、安全教育・SIDS防止対策を行う。怪我発生時は対応フ

ローチャートに従う。 

3 不審者対策 6月と11月に防犯チエックリストに従い確認を行う。併せて不審者侵入訓

練を実施する。不審者侵入時はフローチャートに従う。 

4 化学スモッグ 光化学スモッグ対策に則り、光化学スモッグの知識を身につけ、注意報発

令の把握を行いながら、発生時は対応フローチャートに従う。 

 

 

 実習生・中高生の受入 

・依頼を受けた中高生の体験学習や保育養成校の実習や各種ボランティアを積極的に受け入れる。 

・オリエンテーションで接し方やルールを説明し、安心して体験できるように配慮する。 

・将来の人材育成の意味も込め、目標を持って体験学習に参加してもらえるようにすすめる。また、

職員においては、研修指導を通して教えることの責任感を育み、自分自身の保育を見直す機会にし

ていく。 

 

今年度方針・テーマ 

次世代の保育・福祉の現場で活躍する人材を育成するために、実習生・研修生を積極的に受け入れ

ていく。保育現場を直接体験することで質の高い学びにつなげ、より実践的な技術を取得できるよう

丁寧に指導していく。 

 

1 実践予定内容 中高生の体験学習の受入 

2 実践予定内容 保育養成校の学生の実習受け入れ 

3 実践予定内容 一般および学生の各種ボランティアの受け入れ 

 

 スタッフ育成と研修計画 
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２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  法人の理念 

③  虐待防止研修 

④ 園長大学®･保育士大学 

 マニュアルの確認 

子育ての質を上げる会議共有 

虐待防止研修 

園長大学®･保育士大学の動画視聴 

5月19日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② マ ニ ュ ア ル 再 確 認 

③  園長大学®･保育士大学 

 マニュアルの確認 

子育ての質を上げる会議共有 

園長大学®･保育士大学の動画視聴 

6月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  続・原点回帰 

子どもの「生きる力を育む」ため

に、日課・基本保育活動 

子育ての質を上げる会議共有 

7月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  続・原点回帰 

食材や食の循環・環境への意識を育

む環境教育 

子育ての質を上げる会議共有 

8月18日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  5領域 

5領域「健康」 

子育ての質を上げる会議共有 

9月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  5領域 

5領域「人間関係」 

子育ての質を上げる会議共有 

10月20日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  5領域 

③  虐待防止研修 

5領域「環境」 

子育ての質を上げる会議共有 

虐待防止研修 

11月17日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

② 5領域 

5領域「言葉」 

子育ての質を上げる会議共有 

12月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  5領域 

5領域「表現」 

子育ての質を上げる会議共有 

1月19日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  就学・進学に向けて 

小1を知る：小学校1年生を見て知

り、逆算した保育考える 

子育ての質を上げる会議共有 

2月 18:00～21:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議 
 策定会議 

3月 9:00～18:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議 
 策定会議 
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外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

子どもが自ら環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことが出来るよう配慮する。

積極的に園外に出かけ、近隣住民や異世代を含む様々な人との関わりの場をつくっていく。また、子

どもを社会全体で育てるための子育て支援の施設としての役割を担っていく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   近隣公園 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人福祉施設との交流 

異年齢交流 小中高生の職場体験・ボランティア・幼保小交流活動 
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（小学校体験）を通して、小学生・近隣保育園との交流を図る。 

本園学童との交流 

地域拠点活動 毎月の地域清掃（青空保育実施時にみんなでゴミ拾い） 

実習生の受け入れ（大学、専門学校との情報交換、交流） 

ちきんえっぐ・縁側かふぇ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

年度の始めから就学までに育ってほしい姿をイメージしたうえで全体的な計画・年間指導計画を立

て、日々の保育を行っていく。「５歳児と小学校１年生との年間連携計画および報告書」を作成する

とともに個別記録や月・週の短期的な計画をアプローチカリキュラムへとつなげ、保育と小学校の接

続を円滑にする。 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 日高市立高萩北小学校  職員2名予定 
情報交換・交流打合

せ 
職員間交流 

４月頃 日高市立高萩北小学校  21名予定 小学校周辺散歩 小学校見学 

1月頃 日高市立高萩北小学校  21名予定 伝承遊び 子ども間交流 

2月頃 日高市立高萩北小学校 職員2名予定 情報交換 職員間交流 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

保育の方法や内容について、個別支援計画を作成し日常的に保護者と話して理解を得ることや子ど

もの発達状況・課題発達について情報を共有し、認識の相違をなくすよう努める。 

必要に応じて医療機関や専門機関による医療方針・方法を共有する。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 ） 

半期ごとに立てている個別支援計画を基に子ども一人ひとりに合わせた目標を用意することで、発

達の過程に沿った保育を行っていく。また、振り返りをこまめに行い共有することで保育者全員が適

当な関わりを持てるようにする。 
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進級引継、および、小学校への引継 

進級するにあたり環境の変化を気にしながらその子の発達にあった環境を用意していく。ケース会

議等で共有している内容を理解した上で見守る。 

小学校や教育センターと連携を行い、どのような進学でも困り感が少なく、その子らしく通える場を

保護者と一緒に考えていく。 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9時30分～16時30分 

子育て相談 （月）～（土）13時00分～16時30分 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週1回10時30分～12時00分 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週1回10時30分～12時00分 

勝手籠設置 （月）～（土）7時00分～20時00分 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   近隣公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

園による自己評価の実施 

2023年8月に一度「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：8時00分 

自己評価終了予定時刻：17時00分 

自己評価実施予定者：施設長・主任 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月25日 

 

 3カ年計画の具体化 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 「子どもの人権」「環境構成」 

振り返り 子どもの人権…子どもとの関わり方、言葉のかけ方について園会議での

研修を行い子どもの人権について学ぶ場を用意した。子どもを尊重する
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ことを念頭に置きながら保育を行っていた。 

環境構成…環境構成を行いたいと考えても園全体で取り組むことが難し

かった。保育と並行しながら時間を調整していく必要があった。子ども

の為の環境を考え2023年で力をいれていきたい。 

 

当年度以降の3カ年計画 

２3年度 目指す姿 「保育の質の向上」職員の意識改革 

重点施策 missionである「原点回帰」を学び直すことで保育の質を向上する。ま

た、保育指針を中心に園内研修を行い子どもにとって必要な環境構成を

する。常に「子どもたちの今」を把握し、各年齢の発達過程を理解した

上で先を見据えた計画を立てていく。職員各々が意識を高め合い、質の

向上を図ることで互いが刺激し合うような関係性を構築する。また自園

の良さや強みをスタッフが語れるような集団となる。 

・園会内研修にてスタッフ同士の学んだことを共有 

・子どもの様子を共有し発達を意識した活動の計画 

２4年度 目指す姿 子どもの最善の利益を追求する集団 

重点施策 保育者の専門性と利用している保護者の想いを互いに理解し合い、目の

前にいる子ども一人ひとりの最善の利益を考えられるよう交流を深めて

いく。職員のみに留まらず、保護者との学び合いの場を設定していく。 

・保護者参加型の交流研修の実施 

２5年度 目指す姿 地域に愛される保育園（選ばれる園） 

重点施策 ・子どもにとって必要なものを常に考え、子どもの最善の利益を考慮し

た保育を園全体で協力して行っていく。保護者や地域との関わりを通し

て、地域に根付き、地域ぐるみの子育てを確立する。日高市の保育園と

言えば「日高どろんこ保育園」と認知される保育園にしていく。 

・どろんこまつりの活性化。参加者数の増加。 

・縁側かふぇ・子育て支援センターの利用者数が前年度比より増加。 

 

以上 

作成日：2023年3月15日  作成者：日高どろんこ保育園  施設長 宮園 司 
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２０2３年度 メリー★ポピンズ 東武練馬ルーム 

事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
法人理念   『にんげん力。育てます。』 

法人保育方針 『センス・オブ・ワンダー』『人対人コミュニケーション』 

 

を基に、「一人ひとりにていねいに関わる」「子どもを信じて待つ」ことを大切にし、 

 

どろんこ会グループが目指す園の姿、以下４点を実践していく。 

1 続・原点回帰 

①子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を全施設で実施する 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

2 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

3 大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成 

4 接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接する 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施する 

実践予定内容 なぜ日課・基本保育活動を実施するのかを再度職員間で認識の統一をす

る。その上で、現在出来ている事、出来ていな事を全職員で確認して、ど

うしたら実施できるかを検討し、実践する中で振り返りをしていく。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 なぜ今の時代に食材や食の循環・環境教育の実践が必要なのかを職員間で

討議し、東武練馬ルームとして何を行っていくのか取り組みを決め、PDC

Aサイクル用いて実践していく。 

3 計画・ねらい 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

実践予定内容 「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を再度学び直す。 

月に1回程度小学校1年生の授業を見学し、授業や子どもの様子を実際に見

ると共に1年生の担任教諭と情報を得る機会を設け、小学校での取り組み

を知り、職員間で共有して子どもの成長を考え、話し合い、PDCAサイク

ル用いて実践していく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者の気持ちに寄り添った接遇 

実践予定内容 保護者の立場に立ち、気持ちに寄り添った接遇とは何かを考え、意見を出

し合い、PDCAサイクル用いて実践していく。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設 

実践予定内容 掃除、片付け、整理整頓を基本に互いに声を掛け合い、いつ見ても気持ち
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が良い施設を作る。 

3 計画・ねらい 年2回保護者個人面談実施 

実践予定内容 保育園と保護者の円滑な連携、子どもの情報共有の場として個人面談を実

施していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた施設になる 

実践予定内容 地域の保護者の子育て支援の為、感染症に注意しながらちきんえっぐや青

空保育等を行う。また、保育園を解放し、遊びの提供や子育て相談を行

い、保育園が身近な存在となるように努める。 

2 計画・ねらい 地域公開講座を実施 

実践予定内容 年1回以上の地域公開講座を実施する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 大人のにんげん力UP：学び続ける文化 

実践予定内容 全職員が年間目標設定を行い、目標を達成するための学びとアウトプット

を行っていく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉え、逆算した保育計画・アプローチカリキュラム作成 

実践予定内容 子どもの姿と発達を捉え、PDCAサイクルを大切にし、振り返りからの気

付きを基に保育計画・アプローチカリキュラムの作成を行っていく。 

3 計画・ねらい 保育所保育指針について理解を深めていく 

実践予定内容 保育の質を上げる会議、参加代表者と連携し勉強会を進めていく。ファシ 

リテーションスキル向上も目的とし、学び合う集団を目指していく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 畑仕事（種まき、間引く、獲る）・命をいただく（捌く、解体する、焼

く、食べる）・加工する 

2 計画・ねらい 食材の循環サイクルを実践 

実践予定内容 食材の廃棄を減らす。駅前園ならではの循環サイクルを考え実践する。 

 

 

自らが活動・遊び・相手を選択する環境構成を作る 

1 計画・ねらい 自らが活動・遊び・相手を選択する環境構成を作る 

実践予定内容 子どもの意思で散歩先を選択、園内を自由に行き来し、異年齢の様々な友

達と関わり、したいことやしてほしいことを表現し、相手が何に困ってい

るかを感じ、考え、自ら手を差し伸べられる子どもを育てる。 
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期日とルールを守る組織となる 

1 計画・ねらい 期日とルールを守る組織となる 

実践予定内容 なぜ期限やルールがあるのかを考え、一人ひとりが意識を高く持ち期限と

ルールを守る組織となる。期限があるものはスケジュール管理を組む。期

限に遅れる場合は、なぜ遅れるのか、スケジュール管理に問題はなかった

かを見直し、期限とルールを守る。 

2 計画・ねらい 内部監査指摘事項を減らす 

実践予定内容 内部監査項目を全職員が理解する。 

昨年度の指摘事項から重点的に担当を決め、担当を中心に全職員で改善を

行っていく。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 10人 12人 14人 14人 14人 70人 

 

 

開所時間 

 

７時００分～２０時００分 

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 10人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人   事務 1人   

 

 

 

 運営方針 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 コンピテンシー・各担当からの提案や報告・園内研修・研

修報告 
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給食運営会議 
月1回 食育計画進捗確認・献立内容の見直し・アレルギー対応の

確認・離乳食の確認・提供方法の確認 

事故防止委員会 
月1回 園内外の事故記録簿考察・インシデント考察・ヒヤリハ 

ット考察・分析・検証 

ケース会議 
月1回 一人ひとりの子どもの発達の確認や引継ぎ・要支援児童の

個別指導計画、経過確認・関係機関との連携 

リーダー会議 月1回 園長・主任・各リーダーによる報告・連絡・検討 

各クラス会議 月1回 担任同士での報告・連絡・検討 

昼礼 毎日 1週間の振り返りと次週に向けての共有、 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
コンピテンシー・各園の運営状況報告・各部署からの報告 

ケース検討・マニュアルの見直し・運営状況の見直し 

施設長勉強会 月1回 
園運営に係る相互学習や検討・各種マニュアル等の改訂、

検討 

食育会議 年4回 
給食の見直し・食育マニュアルの見直し・各園の取り組み

共有 

保健会議 年4回 保健マニュアルの見直し・ケース検討 

主任会議 年4回 
主任業務の向上に係る相互学習や検討を行った上での実践

的な業務改善アクションプラン作成とその実施 

子育ての質を上げる会議 月1回 
保育の内容や質の向上に係る相互学習や検討を行った上で

の実践的な業務改善アクションプラン作成とその実施 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
衛生管理点検表を用いて、衛生的に園運営がされているか管理運営を行

う・清掃確認・染症発生時の対応 

安全対策係 

事故防止点検、設備点検を行うとともに日々点検・補修・修繕手配を行

い生活の安全を図る・事故記録簿、インシデント、ヒヤリハットの記入

確認と分析、事故防止への対策・ハザードマップ作成 
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防火管理者 
災害に備え定期点検・避難訓練の実施・消防署への定期報告を行うまた

消防設備点検の実施 

食品衛生責任者 衛生管理点検表・スタッフ細菌検査実施・食品衛生上の管理 

畑係 農業計画作成・畑の管理・苗、種植え、収穫の調整・畑の管理の調整 

写真係 個人情報の確認・写真販売 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターとの連携を中心的に行う 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者等に見守られながら、好きな遊びを楽しむ 

・子どものそれまでの経験や発達過程に留意し、子どもの気持ちを受

容し、共感しながら継続的な信頼関係を築いていく 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

下半期 

0～1歳児 

・土や水等に触れ、全身で感触を楽しみ、感性を育む 

・安心できる保育者等の関わりの中で人への基本的信頼関係をもち、

人間関係の基礎を培う 

・個々の発達の状況を捉え、生命の保持と情緒の安定を図り、生活リ

ズムを作る 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・基本的生活習慣を身に付け、喜びながら意慾的に生活する 

・友達との繋がりを広げ、集団で行動する事を楽しむ 

・異年齢で生活をする中で思いやりの心、協力し合う心を養うと共に

達成感を知る 

下半期 

2～5歳児 

・身近な環境や自然などに自ら関わり、様々な事物や事象と自分達と 

の生活との関係に気付き、それらを生活や遊びに取り入れ、生活の 経

験を広げる  

・小学校以降の生活や学習の基盤の育成に繋がることに留意し、創造 

的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う （幼児期の終わりまで

に育ってほしい10の姿を考慮する）  
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・友達と歌を歌ったり合奏することで、ひとつの物を作り上げる楽し

さを知るとともに、動きや言葉などで表現したり演じる楽しさを知る 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・2023年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「2023年度

年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

・どろんこ会の３大食育方針（（１）調理員・保育士・施設長はこどもと一緒に食べる （２）噛む

力を育て素材の味を味わえる状態で提供する （３）子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる）を

基本とする。 

1 計画・ねらい 健康な心と体を育む 

実践予定内容 健康な心と体を育むために、体を使う遊びを十分に行い、お腹を空かせ意

欲的に食べる 

2 計画・ねらい 食に興味を持つ 

実践予定内容 畑で野菜を栽培することで、旬の素材に気づき、食に興味を持つ 

3 計画・ねらい 人と食べる楽しさを感じる 

実践予定内容 好きな場所で好きな友達と食べ、人と食べる楽しさを感じる 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・１１月）０歳児のみ毎月実施 

歯科検診 年１回（９月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・手洗いの歌を一緒に歌いながら行うことで、手洗いに親しみを感じ

正しい方法を伝えていく。また、バイキンスタンプや手洗いチェッカ

ーを使って可視化することで、意識の向上を図る。 

・手洗い、うがい、歯磨きの意味を絵本や紙芝居で伝え、正しい方法
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を伝えていく。 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

8月頃･･･手足口病、ヘルパンギーナ 

1月頃･･･インフルエンザ・感染症胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･預かり無し 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在13名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については4月園会議までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在13名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については4月園会議までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／6･10月 
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歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する

力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とする。 

1 計画・ねらい 子どもの成長にあった環境を設定する 

実践予定内容 子どもたちの発達、活動から月1回は保育環境の見直しを行い、担任を中

心に子どもの成長、季節にあった環境を考え、見直しを行っていく。 

2 計画・ねらい 見守る保育(子ども理解と適切な援助) 

実践予定内容 子どもの様子を注意深く観察し、子どもにあった適切な対応を常に考

え、実践する。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 LaQ用テーブル ４.５歳児保育室 使用時 

2 帽子掛け 幼児棟玄関、乳児棟玄関 毎日 

3 カバン掛け 幼児棟玄関、乳児棟玄関 毎日 

4 おむつ替えスペースラティス 乳児・幼児保育室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 防災 

危機管理マニュアル№3の災害対策(P.6～)に則り、消防計画・避難訓練・

避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得(継続)手続

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策

係の設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャート

に従う。 

2 実践予定内容 ケガ事故防止 

危機管理マニュアル№3のケガ事故防止策・安全点検と保全(P.8～)に則

り、事故防止チェック及び設備点検チェックの実施・上級救急救命資格取
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得(継続)手続き・安全教育・SIDS防止策・ケガ事故防止のための保育士行

動指針を行い、ケガ発生時には対応フローチャートに従う。 

3 実践予定内容 防犯 

危機管理マニュアル№3の不審者対策(P.14～)に則り、不審者侵入訓練の

実施・笛の携帯・代理送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を行い、不

審者侵入時には対応フローチャートに従う。 

4 実践予定内容 光化学スモッグ 

危機管理マニュアル№3の光化学スモッグ対策(P.15～)に則り、光化学ス

モッグの知識を身に付け、注意報発令の把握を行いながら、発生時には光

化学スモッグ発生時対応及び行政連絡に従って対応する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

今年度方針・テーマ 

・養成校、実習生の受け入れ 

・小中高生の保育体験、ボランティアの受け入れ 

・協働で進める保育実習 

受け入れられる実習生の不安な気持ちを受容して、応答的な関わりが出来るようにする 

実習体験からの学びを、学生と保育者と相互に対話を重ねて、確認する 

保育者は、実習指導を担うことでリーダーとしての力を身に付け、キャリアアップする 

実習指導での気付きが園全体の保育の質を上げる 

 

1 実践予定内容 近隣の養成校と連携をとり、実習生の学びの充実を図ると共に保育業界

の質を担保していく。 

2 実践予定内容 実習指導者は学生の指導を通して、自身のリーダーとしてのアウトプッ

トスキルやファシリテーションスキルを向上していく。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 
子ども観の共有を意識したエピソード記録の考察を記録として取りためていく「見守る保育」の勉

強会を園内で行い、「見守る」を意識した保育を展開できるようにしていく。エピソード記録を取

り重ねていき、最終的に保護者への提示を目標としていく。 

毎月の園会議にてコンピテンシーの追及を行い「プロになる」「保護者の立場に立つ」について昨

年度同様に深めていき「計画・実行する」「判断する」も意識し、子ども観の振り返りや伝達の質

等、子どもの成長を保護者に伝える工夫について考えていく。 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  マニュアルについて 

③  子どもの人権について 

④  質上げ会議の連動研修 

⑤  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 マニュアルの内容の確認 

 子どもの人権について再確認 

 質上げ会議の共有と研修 

5月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  マニュアルについて 

③  内部監査項目について 

④  質上げ会議の連動研修 

⑤  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 マニュアルの内容の確認 

 内部監査項目を確認 

 質上げ会議の共有と研修 

6月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びについて 

③  日課について 

④  質上げ会議の連動研修 

⑤  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 水遊びの際の注意事項や対応方

法の確認 

 日課について確認 



20221215版 

 質上げ会議の共有と研修 

7月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  質上げ会議の連動研修 

③  保護者支援について 

④  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 質上げ会議の共有と研修 

 保護者の気持ちに寄り添うとは 

8月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  質上げ会議の連動研修 

③  食の循環について 

④  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 質上げ会議の共有と研修 

 食の循環について今後の取り組

みを考える 

9月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  質上げ会議の連動研修 

③  幼保小連携について 

④  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 質上げ会議の共有と研修 

 1年生の姿を知り、今後の保育を

考える 

10月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの人権について 

③  質上げ会議の連動研修 

④  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 子どもの人権について再確認 

 質上げ会議の共有と研修 

11月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  質上げ会議の連動研修 

③  日課について 

④  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 質上げ会議の共有と研修 

 日課について確認 

12月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  質上げ会議の連動研修 

③  保育計画の振り返り 

④  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 質上げ会議の共有と研修 

 今年度の保育計画の振り返る 

1月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  質上げ会議の連動研修 

③  行事計画の振り返り 

④  自己評価の実施 

⑤  さくらさくらんぼリズム 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 質上げ会議の共有と研修 

 今年度の行事について振り返る 

 内部監査チェックリストでの自

己評価 

2月 18:00～21:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議 

 自己評価を行い、1ヶ月取り組む

目標を立てる 

 次年度の計画を作成 

3月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議 

③  キックオフ 

 次年度の計画を作成 

 登降園時の確認 

 ケガ発生時対応フローチャート 
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 虐待対応マニュアルの確認 

 見失いの定義を全職員で確認 

 疾病発生時対応フローチャート

の確認 

 消毒の方法の確認 

 おむつ交換について確認 

 嘔吐処理について確認 

 与薬手順・ルールについて確認 

 アレルギー食について確認 

 エピペン注射ルールについて確

認 

 ダイアップについて確認 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に地域と関わっていくことを通して、園の存在を理解していただくと共に、地域で子どもたち

の成長や安全を見守っていただけるようにしていく。 

また、積極的に園開放することで、地域の子育て支援に貢献していく。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：電車の見える公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流  地域との連携を積極的に行い、多様な年齢層との交流の中で人

との繋がりを大切にしていく。「物おじせず、誰とでも目を見

て話が出来る子ども」を育む。 

 お年寄りを大切にする優しい心を育む。 

異年齢交流  養成校とスムーズかつ教育的な視点で実習期間を過ごせるよう

連携していく。 

 職場体験という貴重な学びの時間を充実させるため学校側と連

携を取っていく。 

地域拠点活動  地域のすべての子育て家庭を対象とし、毎月行う。 

 小中高生の育児体験受け入れ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

今年度方針・テーマ 

・保育所保育要録の送付 

・板橋区保幼小連携研修を通じ、小学校の職員と連携を取り、進めていく 

保育園で積み重ねられた子どもの育ち（保育所保育指針 第１章総則 「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい10の姿」をもとに）を、小学校での生活や学びに繋げていくことが重要と考える。 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 徳丸小学校  授業参観 職員間交流 

5月頃 北野小学校  授業参観 職員間交流 

6月頃 徳丸小学校 14名予定 小学校に行ってみよ

う 

小学校校庭・外観見学 

7月頃 北野小学校 14名予定 小学校に行ってみよ

う 

小学校校舎内見学 
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8月頃 徳丸小学校 14名予定 プールで遊ぼう 学校のプールを借りて

遊ぶ 

9月頃 徳丸小学校 

1年1組 

14名予定 校庭で遊ぼう 子ども間交流 

10月頃 北野小学校 

1年1組 

14名予定 校庭で遊ぼう 子ども間交流 

11月頃 徳丸小学校 14名予定 学校見学 学校見学 

12月頃 北野小学校 14名予定 学校見学 宗小祭りに参加 

1月頃 徳丸小学校 

1年1組 

14名予定 授業交流 子ども間交流 

2月頃 北野小学校 

1年1組 

14名予定 授業交流 子ども間交流 

徳丸小学校  情報交換 職員間交流 

北野小学校  情報交換 職員間交流 

3月頃 徳丸小学校 

1年1組 

14名予定 授業交流 子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

関係機関の機能を有効に生かし、子どもが健やかに成長すること、保護者が安心して子育てできる

ことを目指す。毎月クラス会議とケース会議を行い、その都度どのように支援を行っていくかを話し

合って進めていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 

子どもの様子・対応についての検討・報告を行う。 

必要に応じた対応と課題について検討していく。 

全職員が家庭状況も踏まえ共通した対応を行っていく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

進級引継ぎは、書面と引継ぎ会議で行う。 

小学校への引継ぎは、児童指導要録、個別支援計画また各校の担当職員との面談によって行う。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 園行事予定表に沿って実施 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
園行事予定表に沿って実施 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

第三者による評価の結果公表、情報開示など外部の導入を図り開かれた組織となるよう取り組んでい

る（年１回） 

・３年に１度受審することでスタッフ自ら、『気付き』による保育の見直しに取り組む 

・2013年度、2014年度、2017年度、2020年度実施済 

評価会社学研データサービスに依頼して受審予定 

 

 

園による自己評価の実施 

2024年1月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：13時00分 

自己評価終了予定時刻：18時00分 

自己評価実施予定者：全職員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月25日 

 

 

 3カ年計画の具体化 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 アウトプットできる職員集団を目指すべく、毎月の園内研修にて自身の

考えを発信できるよう、意見交換の機会を多く設ける 

振り返り 園会議や日々の昼礼の際に一方的なアウトプットではなく、スタッフ同

士の意見交換等、頻繁に行うことが出来るようになってきた。園の課題



20221215版 

を自分たちでみつけていく件については引き続き意識が必要である。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 原点回帰：どろんこ会グループの日課・基本活動の意味を深めながら実

践し、常によりよくするために学び・努力する。 

重点施策 日課・基本活動を実践しながら、学び姿勢を大切にし、保育の質の向上

を行っていき、駅前型保育園としての保育園モデルに向けて取り組んで

いく。 

2024年度 目指す姿 駅前型保育園としての保育園モデルとなる 

重点施策 保育の質の向上、駅前型保育園としての体験活動の充実、地域に選ばれ

る園、ブログ発信の充実化。 

2025年度 目指す姿 地域、保護者から愛され、地域に開かれた保育園になる 

重点施策 子育て支援や公開保育、実習生の受け入れを積極的に行い、地域、保護

者から愛され、地域に開かれた保育園になる。 

 

以上 

 

作成日：2023年３月15日  作成者：メリー★ポピンズ 東武練馬ルーム 施設長 添島 崇夫 
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２０２３年度 鶴見どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針   ～子どもも大人も尊重し合う関係～ 
 

【語り合いが生まれる施設】 

・主体的・対話的で深い学び 

園児が様々な人やものとの関わりを通して、多様な体験をし、心身の調和のとれた発達を促すように

していくこと。その際、園児の発達に即して主体的・対話的で深い学びが実現するようにするととも

に、心を動かされる体験が次の活動を生み出すことを考慮し、一つ一つの体験が相互に結び付き、園

生活が充実するようにする。 

 

以上を基本として、子どもの姿を語り合う風土を生み出し、子どもがワクワクするだけでなく、保育

者も保護者もワクワクする園を作る。 

主体的で対話的な深い学びの基礎作り、小学校学習指導要領から保育所保育指針を踏まえた保育の実

現とするため、以下、2023年度どろんこ会運営本部missionと併せて、自ら考え表現していく。 

 

1 続・原点回帰 

①子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を全施設で実施する 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

2 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

3 大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成 

4 接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接する 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの姿を捉える 

実践予定内容 リフレクションやウェブ図式などアクティビティーを活用し、子どもの姿

を捉え成長発達を見通しながら、一人ひとりの生活を丁寧に保障していく

ために保育所保育指針を踏まえ、保育者、栄養士、施設長はそれぞれの専

門的な知識と技術を高め、常に自己目標・グループ目標・組織目標に向か

い学びを深めていく。 

2 計画・ねらい 受容的・応答的な関わり 

実践予定内容 アタッチメントを大切に、安心できる環境作り、情緒的な絆を形成する。 

3 計画・ねらい 振り返る 

実践予定内容 保育における「自己評価」「保護者アンケート」を使い、その都度課題と

なるものを解決できるように日々の振り返り、他クラスの状況把握を重ね

ていく。 

 

 

〈２〉保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者の心の入り込んだ接遇 

実践予定内容 保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に気軽に保護者が相談

できる機会を作る。保育参加への積極的な誘いを繰り返し行い、個々に合
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わせた支援が出来るような工夫をする。 

2 計画・ねらい 保育者、保護者との連携 

実践予定内容 お迎え対応、保護者懇談会、個人面談、送迎対応、連絡帳アプリの活用な

ど子どもの育ちを丁寧に共有する時間を積極的に提案していく。タイムラ

インの活用を引き続き行う。 

3 計画・ねらい どろんこサポーターとの関わり 

実践予定内容 どろんこサポーターと共に子どもがワクワクするような活動を考える。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 出張動物園 

実践予定内容 ヤギ・ニワトリの出張動物園を通して、自園の地域に限らず、広く地域と

の交流を図る。 

2 計画・ねらい 食育を通した地域交流 

実践予定内容 園内の畑でとれた野菜など焚火で焼いたり料理したりと地域の方も参加で

きるように呼び掛けていく。 

3 計画・ねらい 地域に開かれた園 

実践予定内容 体験保育・出前保育・園開放・小中高生交流・世代交流・ボランティア受

け入れ・勝手籠・子育てサロン、子育て相談を引き続き取り組み保育園の

役割を果たす。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 考えるチーム 

実践予定内容 一人ひとりが目的を持ち、見通しをもった職員集団となるようにタスクマ

ネジメントを行う。 

2 計画・ねらい リーダー層の育成 

実践予定内容 保育現場の中核「中堅保育者」がリーダーシップを発揮しチーム園運営を

担っていけるような指導、環境を作る。 

3 計画・ねらい 対話するチーム 

実践予定内容 日々のコミュニケーションを自己満にならないように対話することを中心

として関わりを深めていく。みんなちがってみんないいを基本に職員が主

体的に行動できるような環境作りを行う。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 行き来の出来る保育環境 

実践予定内容 みんなの家として子どもが自由に行き来できる環境を職員で話し合い、子

どもの居場所を増やす。 

2 計画・ねらい やってみたいが実現できる環境 

実践予定内容 継続して子どもが遊びたい、やってみたいが実現できるような環境をつく

る。保育士の配置も見直し、一人ひとりがのびのびと活動できるように整

える。（職員会議にて見直し、改善案、実行） 

3 計画・ねらい 園庭環境の見直し 
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実践予定内容 職員会議にて毎回園庭環境の見直しを行う。子どもの遊びを中心に園庭で

の様子を振り返り、具体的に語り合っていく。 

 

 

〈６〉高め合う集団 

1 計画・ねらい リーダー会議 

実践予定内容 園の中心となるリーダーが集まって園内の課題だしや職員との関わりの共

有をおこない、園か円滑に進めるように基盤をつくる。 

2 計画・ねらい 語り合い 

実践予定内容 会議以外でもクラス以外の子どもの姿を捉え語り合うことを隙間時間では

なく、日常化する。語り合うだけでなく、ウェブやリフレクションなどを

使って子ども探求していく。 

3 計画・ねらい 気持ちに寄り添う 

実践予定内容 施設長・主任と定期的に面談を行う。個々の気持ちを聞く機会をつくり語

り合っていく。 

 

 

 

 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 16人 18人 20人 20人 20人 100人 

 

 

〈２〉開所時間 

７時００分～２０時００分  

 

〈３〉スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 14人 看護師 0人 栄養士 １人 調理員等 １人 

パート 

スタッフ 
保育士 10人 調理 １人 事務 １人   

用務 １人 嘱託医 ２人       
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 運営方針 
 

〈１〉 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 研修計画に基づき園内研修など 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 
月1回 事故記録簿・インシデント・ヒヤリハットを使い自己分析 

園内環境・ハザードマップの見直し 

ケース会議 月１回 特児に関しての情報共有、指導方針の確認 

リーダー会議 月１回 各リーダーの実践報告、課題だし 

クラス会議 週１回 各クラスの保育の流れ、活動の共有 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 各書類提出や運営についての確認事項 

施設長勉強会 月1回 保育園の課題検討をしながらスキルアップ 

食育会議 年4回 グループ全体で給食業務改善を目指し開催 

保健会議 年4回 各園の状況からの意識統一、園児健康管理業務改善 

主任会議 年6回 
他園の主任と切磋琢磨しながら園運営やマネジメントを学

ぶ 

保育の質を上げる会議 月1回 保育園の課題検討をしながらスキルアップ 

  

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園内汚染区域の安全管理、備品などの管理 

安全対策係 怪我防止・危機管理マニュアル参照 

防火管理者 災害対策・避難訓練防災計画・自主点検 

食品衛生責任者 食育会議の計画や実践、安全に対する管理 

畑係 畑管理、畑計画に基づいた作業 
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生き物係 飼育全般に関する管理 

  

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 地域交流、支援に取り組む。どろんこ祭りのサポート 

 
 

 保育方針 
 

〈１〉基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る。 

・歩行の確立、言葉の獲得により盛んになる探索活動が十分できるよ

うにし、友だちへの関わりの芽生えを促す。 

下半期 

0～1歳児 

・多様な経験を通して、感情豊かにし、感じたことを少しずつ伝える

場を大切にする。 

・生活や遊びの中で心身ともに伸びる場を保証する。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢の中で友だちとの繋がりを深め楽しむ場をつくり、協調性や

自主性を育む。 

・興味関心を持ったことに、主体的に関わり、発見を楽しんだり、考

えたりと遊びに取り入れる 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢の関わりの中で生活や遊びの達成感や充実感を味わえる経験

を保証する。 

・自分で考え、工夫判断して、自ら行動できる。 

・情動的で様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性

の芽生えを培う。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

   

 

〈２〉年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 子どもの食欲と意欲を育てる 

実践予定内容 子どもが自分たちで盛り付け、配膳して食べる事を基本として、自分で食

べる量を調節していく。十分な遊びから自然とお腹が空く子、意欲的に食

べる子が増えるよう生活の中で保育者、栄養士と食事作りや準備に関わ

り、子どもの食への関心を広げる。 

2 計画・ねらい 食品ロスを減らす 

実践予定内容 子どもも大人も食品ロスについて考える。対話を通して様々な経験を通じ

「食」に関する知識とバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健

全な食生活を実践出来る力を育む。 

3 計画・ねらい クッキング・畑で作物作りを継続的に取り組む 

実践予定内容 自ら栽培したものを食することで、個に対しての愛着を持ち、自然の恵

み・命の大切さに気付く。行事食、郷土食にも幅広く触れ合う。 

クッキングを行事にするのではなく、命を食す、命をいただく「いただき

ます」を子どもたちと活動を通して実感できるようにする。 

 

 

〈４〉保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導・手洗い、うがい指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12～2月頃･･･インフルエンザ 

 

11～3月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン･･･1名より預かり済み／職員室にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在29名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員名については4月1日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在29名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員名については4月1日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 
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〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回/4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回/4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 

不審者侵入訓練 年2回/6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回/5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回/4･10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回/6･11月 

歯科健診 年1回/6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回/4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 衛生管理のもと実行し日々の掃除、チェック 

実践予定内容 衛生管理リーダーを中心として日々の園内チェックを行う。誰がいつ見

ても気持ちの良い環境を職員一人ひとり考えて実行する。 

2 計画・ねらい みんなの大きな家をイメージし個々の居場所を確保する 

実践予定内容 クラス内での居場所以外に自分はどこで遊んでいても見守られて安心で

きる空間だと子ども達が感じられるようにどの部屋で遊んでも良い。で

も職員が子どもの遊び、育ちが把握できるように職員間で密な共有を繰

り返す。 

3 計画・ねらい 子どもたちが主体的に活動できる環境 
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実践予定内容 各クラスに遊び込めるゾーンを取り入れる。子どもが自由に使いたいも

のが取り出せるように職員間で対話し日々試行錯誤してtrial＆errorして

いく。 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 各保育室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 月1回の避難訓練実施と共に年2回に不審者侵入訓練実施（保護者にも共有

する）。 

2 実践予定内容 子どもの達の命を守るため、大惨事に備えて保護者との連絡が取れるよう

にアプリ利用の確認。 

3 実践予定内容 安全マニュアルを2か月ごとに実施し、チェックリストと共に確認をし、

保育者との周知に努めていく。 

4 実践予定内容 事故防止自主点検を年4回実施。 

5 実践予定内容 日々の保育中のヒヤリ・ハットした内容用紙に報告し事故防止に努めてい

く。 

6 実践予定内容 公園マップ（ハザードマップ）を作成しルート、危険場所、避難場所を職

員同士でも確認し合う。 

7 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件、影響、情報、注意報を把握し、

発令があった場合は内容に応じて張り紙、アプリを掲示し、室内で過ごす

など移動する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

1 実践予定内容 随時、積極的に受け入れる。実習生が不安にならないように温かく指導

する。 

2 実践予定内容 中高生の職場体験も積極的に受け入れ、子どもとの触れ合いから様々な

ことを感じてもらうようにする。先方教員と事前に確認し、安心して体

験学習を行えるように配慮する。実習、職場体験も交流が継続して持て

るようにしていく。 

3 実践予定内容 実習生、一般および学生の各種ボランティア受け入れでは、随時いつで

も受け入れる体制と雰囲気をつくる。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

同僚と話し合い、自らの保育を振り返りながら次の課題を見出すために、職場内での研修を行う」を

第一に、毎日の連絡帳、保育日誌、週案月案の保育書類をエピソード記録、研修実践記録として高め

る。研修のための保育ではなく、日々の保育そのものが、学びの場として無理なく機能することで、

保育記録の向上、充実を目指す。「主体的で対話的な深い学び」の実践として、保育者が自ら実践す

ることで、子どもへ背中を見せるものとする。園内研修では、同僚と話し合い、自らの保育を振り返

りながら次の課題を見出すために、職場内で「子ども探求」として研修を行う。施設長自身が中心と

なり、全スタッフと語り合い自園の保育を確実に良質にしてゆく場として園内研修を行う。 

 

 

〈１〉２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ケガ・ケーススタディ 

 過去のヒヤリハット・インシデン

ト・事故記録簿を参考に危険箇所・

危険予測の洗い出し、ハザードマッ

プの見直し 

5月19日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  アタッチメント 

 すこやかな育ちのために必要なこと

（グループディスカッション） 

6月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  アタッチメント 

 安心感の輪 

（グループディスカッション） 

7月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  アタッチメント 

 共感的な関わり 

（グループディスカッション） 

8月18日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ていねいな保育 

 ていねいな保育を振り返る 

（グループディスカッション） 
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9月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ていねいな保育 

 ていねいな言葉遣いと態度を振り返

る（グループディスカッション） 

10月20日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ていねいな保育 

 ていねいに聞く、寄り添う、付き合

う事を考える（グループディスカッ

ション） 

11月17日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ていねいな保育 

 インシデントを基に危険箇所・ハザ

ードマップなどの見直し 

12月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ていねいな保育 

 異年齢の交流を大切に考える 

（グループディスカッション） 

1月19日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ていねいな保育 

 個々の物語を記録に残す 

（グループディスカッション） 

2月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

② ていねいな保育 

 インシデントを基に危険箇所・ハザ

ードマップなどの見直し 

3月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ていねいな保育 
計画と振り返り 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

核家族化や地域のつながりの希薄化、国際化、子育て負担や不安、孤独感が高まってきているため、

保育園・地域・家族が一丸となって、子育て支援を行い、子どもの健やかな成長を保障出来るよう取

り組む。地域の方が自由に園を利用し相談し合える子育て仲間でいられるように、月１回「ちきんえ

っぐだより」を発行し、年間計画のもと地域交流を行う。 

鶴見区子育て支援課と共に「子育て相談室」子育て支援事業を週１で定期実施を継続し、地域の中で

大きな家となるようにする。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：三ツ池公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 毎月来園する地域高齢者のみなさん（どろんこサークル）との昔遊

びや手仕事交流。 

異年齢交流 小学校訪問や中学生の職業体験の受け入れ、伝承行事の際に近隣中

学校の生徒に来訪してもらい交流する（節分・すもう大会） 

地域拠点活動 法人年間支援事業  ちきんえっぐ 

福祉保健センターの子育て支援者事業の相談会場 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

保育所保育指針における「幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿」①健康な心と体②自立心③協

同性④道徳性・規範意識の芽生え⑤社会生活との関わり⑥思考力の芽生え⑦自然との関わり、生命尊

重⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚⑨言葉による伝え合い⑩豊かな感性と表現 以上の

視点を具体的体験として、主体的で対話的な深い学びの基として、保育計画に取り入れていく。 
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〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を３月１日（水）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 
末吉小学校  

1年生 
20名予定 末吉小学校校庭 子ども間交流 

9月頃 
末吉小学校  

1年生 
20名予定 当園幼児保育室 子ども間交流 

2月頃 
末吉小学校  

1年生 
20名予定 授業参観 職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

個別配慮の必要な児童は、個別支援計画を作成し、担当職員だけにとどまらず、園会議にて情報共有

する。 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：５名予定） 

毎月の園会議に先立ち、関係機関とも連絡を取り合い担当職員中心として施設長・主任・栄養士が参

加する 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

進級時の引継ぎは、児童の個別記録を見ながら、現在の子どもの様子を共有する。小学校への引継ぎ

は、各進学予定小学校と連携を取り合い日程について決め、必要事項をまとめて直接面談して伝え

る。 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（木）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 
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ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：三ツ池公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

２０１９年に１２月に横浜サステナビリティ研究センターにて受審 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２３年２月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、事務、リーダー保育者１名 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 語り合い、認め合い、助け合いを基本として大人の子どもも 

他者を受け入れ尊重し合える関係の構築を目指す。 

振り返り 丁寧な関わりを中心に、大人も子どもも自己肯定感を高めていく礎とな

るように子どもの姿を捉えて園内研修などミドルリーダーを中心に語り

合ってきた。日常の基本活動を中心に一つ一つ丁寧に活動できるように

子ども会議を中心に子どもが主体となる話し合いは継続していく。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 「見通しを持った行動」 

重点施策 （子ども）見通しを持ち、他者のことも考えながら、自ら考え行動す

る。 

（保育者）園内研修の充実を図り、リーダー層の育成をする。職員自身

が主体的に「考える保育」に臨む。 

2024年度 目指す姿 「多くの人が集まる保育園」 

重点施策 （子ども）地域、他園と幅広く交流する。 

（保育者）子どもが安心して活動できるような安全面や衛生面に配慮す

る。地域の子育て事業、関連機関との連携及び共同を図る。 
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地域の中で鶴見どろんこ保育園は「みんなの家」のように安心して育児

相談や園活動に参加するなど気軽に足を運べるような関わりを築く。 

2025年度 目指す姿 「豊かでユニークな保育園」 

重点施策 （子ども）見立て遊びから始まり、言葉の面白さを知り、経験したこと

を言葉のやり取りで共有し合う。 

（大人）子どもの豊かな表現を面白がって受けとめ、大事にしていく。

大人の発想も豊かになる。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：鶴見どろんこ保育園 施設長 井上 あゆな 
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２０２３年度 越谷どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

保育理念 「にんげん力。育てます。」 

保育方針 「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

 

「にんげん力」を身につけるために子どもの発達にあった必要な遊びや体験活動を提案し自分で考

え行動ができるように導く。基本保育活動の継続と丁寧な保育を実践していく。 

 

① 子どもがわくわくする環境の提供、自分のいたい場所、したいことを自由に選択し遊びこめる

環境を提供する。 

② 子ども一人ひとりの発達にあった丁寧な保育、見守る保育の実践。 

③ 遊びを通して探求し学びを深める意欲を育む。 

④ 地域の特性に見合った子育ての知識や情報を伝え家庭や地域と連携していく。多くの方から選

ばれる園を目指す。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい 個々の発達に応じた丁寧な保育の実践。 

実践予定内容 発達状態を理解したうえでの保育計画の作成。振り返りの実施。 

2 計画・ねらい 子どもの気持ちの尊重、かかわりを丁寧に行う。 

実践予定内容 個々の育ちをしっかりと見極め気持ちに寄り添った保育の実践。 

3 計画・ねらい 日課・基本保育活動の徹底。 

実践予定内容 職員一人ひとりが日課・基本保育活動を実施する意味を理解し背中を見せ

ていく。毎日継続して行いできたことが自信に繋げられるようにする。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

  

1 計画・ねらい 日々の様子をタイムラインやポートフォリオ・連絡帳での発信。 

実践予定内容 子どもの様子の共有。成長をともに喜ぶ。 

2 計画・ねらい 清潔感があり心地の良い環境を提供する。 

実践予定内容 定期的に必要なもの、不必要なものと分け清掃の徹底、管理表を用いて整

備、美観に努める。 

3 計画・ねらい 相手の心に入り込んだ丁寧な対応の実施。 

実践予定内容 接遇の研修などに参加し相手の立場にたった対応を学び実践する。 
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地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 地域に開かれた子育て内容の実現や美観を通し選ばれる施設を目指す。 

実践予定内容 SNSを通じて園の活動を発信することで保護者や地域に開かれた子育てを

目指す。 

2 計画・ねらい 地域の全ての子育て家庭の方のほっと一息つける場所を目指す。 

実践予定内容 保護者や地域の子育て世代だけでなく様々な地域の方に対して開かれた場

所となり利用者同士が交流を図れるような仕組みを作る。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

 

1 計画・ねらい 子育てのプロとしての意識の水準を向上する。 

実践予定内容 コンピテンシーの追求。行動を振り返ることで自身の特徴を分析し次に繋

げる。 

2 計画・ねらい 連携を深めチーム保育力を高める。 

実践予定内容 報告連絡相談の徹底。何事もじぶんごとととして取り組む。 

3 計画・ねらい 風通しの良い職場つくり。 

実践予定内容 報告・連絡・相談が気軽にできる雰囲気作り。 

 

 

環境実施目標 

 

1 計画・ねらい 心地のよい環境を整えよりよい子どもの育ちへと繋げる。 

実践予定内容 園内・園外環境の整備・美観に努める。園庭の土の特性などを考え土入れ

を行う。 

2 計画・ねらい 心身の発達や子どもの興味関心にあった保育環境の充実 

実践予定内容 子どもがわくわくする環境の提供 

３ 計画・ねらい 食材や食の循環への意識を育む 

実践予定内容 畑活動の充実。食育を通じて食材の加工を体験できるようにする。 

 

 

畑活動の定着（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

 

1 計画・ねらい 職員一人ひとりが畑の知識を深め全員で畑仕事に携われるようにする。 

実践予定内容 係を中心に畑活動、堆肥つくりを職員全員で進めていき子どもたちに背中

を見せていく。 

2 計画・ねらい 自ら栽培、体験したものを食するという循環から環境、命の大切さに気付

く。 

実践予定内容 食と命の繋がりを体験する機会を提供する。 
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チームワークの確立（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 職員一人ひとりが認めあい、尊重できる。 

実践予定内容 話し合いや発表する機会を多く持ち他の思いや考えを理解する。 

2 計画・ねらい 相手の気持ちや立場にたって考えられるようになる。 

実践予定内容 些細なことでもコミュニケーションをとれるようにする。 

保護者対応(接遇)、電話対応の再確認 

3 計画・ねらい  

実践予定内容  

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 9人 12人 21人 21人 21人 90人 

 

 

開所時間 

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 11人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 5人 補助 0人 調理 １人 事務 １人 

用務 １人 嘱託医  2人      

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 統一事項確認、園内研修、自己評価 
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給食運営会議 月1回 乳児の離乳食進行検討、乳幼児の喫食状況検討 

事故防止委員会 月1回 危険分析、課題抽出 

ケース会議 月1回 情報共有、課題検討振り返り 

共有会議 週1回 情報共有、連絡事項 

年齢別会議 週1回 保育計画、行事や環境の振り返りと翌週への検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人本部からの伝達事項、運営状況の報告、検討事項 

施設長勉強会 月1回 園運営に係る検討、各種マニュアルの改訂 

食育会議 年4回 給食提供および食育に係る検討、各種マニュアルの改訂 

保健会議 年4回 児童保健に係る検討、各種マニュアルの改訂 

主任会議 年12回 園運営の核となるスキル向上、マネジメントに関わる会議 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上のためのテーマ別スキルアップ会議 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

児童保健衛生に係る身体測定・定期健康診断・歯科検診の実施と保護者

との連携、施設の清掃と衛生管理、衛生管理に係る消耗品および備品の

管理、感染症予防対策の管理点検 

安全対策係 

避難訓練及び消火訓練・防災自主点検の実施管理、消防署との連携窓口

業務、救命講習計画と実施、施設内外の設備点検および事故防止点検の

実施 

防火管理者 
施設の火元の管理、消防計画の作成と届出、防火・消火についての毎月 

1回の職員訓練と日常的な啓蒙を行う。 

食品衛生責任者 
給食食材および提供食材の 

衛生管理と在庫状況の管理 

畑係 畑の環境整備、道具類の維持補充 

生き物係 飼育動物の健康管理、動物小屋の維持管理 
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行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者と協働的に準備・進行を行う。 

運動会係 保護者と協働的に準備・進行を行う。 

どろんこフェスタ係 保護者と協働的に準備・進行を行う。 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・一人ひとりの生理的欲求や甘えなどを満たし情緒の安定や生命の保

持を促す。 

・保育者との信頼関係の中で安心して園生活を送る。保育者に見守ら

れながら遊びを十分に楽しめる環境のもと人間関係を築き様々な経験

をする。 

下半期 

0～1歳児 

・保育者と一緒に草花などの自然物など様々な素材に触れ、興味を持

ち関わっていく。 

・やってみたいという気持ちを受け止めてもらい保育者に見守られな

がら挑戦し自分でできた喜びを知る。 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

・自然の中での経験を通し感性を磨き表現する楽しさを味わう。 

・やりたいことを自分で選択し好きな遊びを通して興味関心を深め学

びに繋げていく。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢での関わりの中で相手を受け入れる気持ちや思いやる気持ち

を育んでいく。 

・生活や遊びの中で達成感や充実感を味わうことで自分たちの力で行

うために考えたり創意工夫するなどをし見通しを持って行動する力を

養う。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 
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年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

 

1 計画・ねらい ・よく遊び、よく食べる子へと育つ。 

実践予定内容 ・空腹感を感じて意欲的に食べる。 

・様々な食材に触れるなかで自分で食べられる量、食べたい量を調節する

ことで食べる喜びに繋げていく。 

2 計画・ねらい ・自ら栽培、体験したものを食するという循環から環境、命の大切さに気

付く。 

実践予定内容 ・加工品作りを体験する。食と命の繋がりの体験や知識を知る機会を提供

する。 

3 計画・ねらい ・素材を味わえる状態での提供 

実践予定内容 ・手づかみ食べの推奨 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・11月） 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導、手洗い指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

１１月頃･･･手足口病・水疱瘡 

１２月頃･･･胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
現在預かり無し 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在２３名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員6月末までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
AED未設置 
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その他保健に関する取組 

5歳児対象に性教育指導 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／６･11月 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

 

1 計画・ねらい 棚や道具の整備、定期的な点検、整備、改善、衛生管理の徹底を継続的

に行い必要なものしかおかない心地の良い園を目指す。 
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実践予定内容 ごみ拾いなどをこまめに行い環境整備に努め小さなことに気付き判断す

る目を養う。 

2 計画・ねらい 子どもが快適に過ごせるように環境を整える。 

実践予定内容 温度・湿度に留意し衛生管理に努める。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 駒台 ３・４・５歳児保育室 毎日 

2 ままごと冷蔵庫 １・２歳児保育室 毎日 

3 肋木 ０歳児保育室 毎日 

4 のぼりロープ 縁側 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 防災…危機管理マニュアル№３の災害対策に則り、消防訓練・避難訓練・

避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救命資格取得(継続)手続き・

防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策係の

設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従

う。 

2 実践予定内容 ケガ事故防止…危機管理マニュアル№３のケガ事故防止策・安全点検と保

全(Ｐ.１４～)に則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの実施、

安全教育、ＳＩＤＳ防止策を行い、ケガ発生時には対応フローチャートに

従う。事故記録簿、インシデント、ヒヤリハットに基づく事故検証の実

施。(事故防止委員会) 

3 実践予定内容 防犯…危機管理マニュアル№３の不審者対策(P.２０～)に則り、不審者侵

入訓練の実施、笛の携帯、代理送迎者の把握、不審者情報の収集と共有を 

行い、不審者侵入時にはフローチャートに従う。 

4 実践予定内容 光化学スモッグ…危機管理マニュアル№３の光化学スモッグ対策(P.２１

～)に則り、光化学スモッグの知識を身につけ注意法発令の把握を行いなが 

ら、発生時には光化学スモッグ発生じ対応および行政連絡に従って対応す

る。 
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 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代育成の観点から積極的に受け入れを行い、実習生や中高生の生徒の一人ひとりの様子に合わ

せて具体的かつ家庭的に援助・指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 実践予定内容 保育士養成校の実習 

2 実践予定内容 中高生の体験学習 

3 実践予定内容 一般ボランティア、各種学生の受け入れ 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック 

③ 日課・基本保育活動につ

いて 

④ 丁寧な保育とは 

・自己採点 

・人権について考える 

・日課・基本保育活動すり合わせ 

・丁寧な保育とは？ 

グループディスカッション 

5月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保護者対応・電話対応・

与薬の仕方・ロープレ 

・自己採点 

・保護者対応・電話対応・与薬の仕

方について学ぶ 

6月９日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 水辺のリスクマネジメン

ト  

 ・自己採点 

・水辺の危険性について確認する。

緊急時対応の仕方 
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7月14日 18:00～20:00 

 

① コンピテンシー自己

採点 

➁  夏の感染症について 

・自己採点 

・夏に流行する感染症について学ぶ 

8月10日 18:00～20:00 

 

② コンピテンシー自己

採点 

③ 「園長大学®」動画

視聴 

・自己採点 

・園長大学®・「木村泰子先生」の動

画を視聴しグループディスカッショ

ンをする。 

9月8日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己

採点 

➁上期振り返り 全体研

修動画視聴 

・自己採点 

・振り返り発表 視聴してディスカ

ッションする。 

10月13日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②  環境構成 

・自己採点 

・保育室内環境改善 

11月10日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己

採点 

➁ 嘔吐処理ロープレ 

 SIDS命の大切さを知る 

 

・自己採点 

・人権について考える 

・嘔吐処理ロープレ、確認 

・SIDS重要事項確認 

 

12月8日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②   監査項目の確認 

・自己採点 

・重要箇所の説明、確認 

・変更点の確認 

1月12日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

➁下期振り返り、プ

ロポーザル 

・自己採点 

・保育見直し、振り返り発表  

2月9日 18:00～20:00 
① 今年度の振り返り 

②  次年度の目標決め 
策定会議① 行事について 

3月8日 18:00～20:00 
①   次年度に向けて 

   
策定会議➁ キックオフ 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 
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法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

相談しやすく訪問しやすい園をめざし地域の人々に愛されるような園運営を行う。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：平方公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 乳幼児の様子に合わせ、高齢者福祉施設や近隣住民、子育て支援セ

ンター来所、利用親子との交流を計画し、日常の保育活動の中で積

的に交流を行う。 

異年齢交流 主に3～５歳児は日常的に異年齢保育を行い、生活の中で関わり合い

が深められるように工夫する。 

0～２歳児は子どもの様子に応じて異年齢で過ごせる機会を設け幼児

や様々な人とのかかわりが充実するよう配慮する。 
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小学校訪問、他園交流、異年齢保育 

地域拠点活動 園児保護者の保育参加の随時受け入れ、保護者との協働によるどろ

んこ祭りの開催を行う。ちきんえっぐにて、園庭解放や給食体験な

ど地域の方に利用して頂くイベントを実施する。また子育ての対応

や子育てのサークルの支援を行う。 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

近隣小学校との連携を行う。幼保小連絡協議会や学校訪問などを通し交流を深めていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月14日（金）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

５月頃 
平方小学校  

1年生 
21名予定 

運動会見学（平方小

校庭） 
参加・見学 

７月頃 
平方小学校  

1年生 
21名予定 

プール体験（平方小

プール） 
参加 

10月頃 
平方小学校  

1年生 
21名予定 

学校見学（平方小校

庭） 
見学 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

特別な支援が必要な乳幼児については、個別に保育計画を作成し家庭や関係機関と連携をとりなが

ら計画的・継続的に一人ひとりに応じた保育内容や配慮を実践する。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 

毎月の会議の中で発達や気になる行動がみられる児についてのすがたの共有や、子どもの強みを伸

ばせる環境について計画的・継続的に園全体で取り組む。 
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進級引継、および、小学校への引継 

進学先の小学校、越谷市子育て支援センター、埼玉県越谷児童相談所、越谷市教育委員会に必要に

応じて相談する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：平方公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年９月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：8時３０分 

自己評価終了予定時刻：１６時３０分 

自己評価実施予定者：中川真美子、濱堀比呂美 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・心の余裕をつくるための雑務の効率化や精査をスタッフ一人ひとりが

行っていく。学び合いを共有しあうことで子どもの興味から始まる保育

の充実化へ繋げる。プロジェクトを通し自分の考えを発信することで学

び育つことへの意欲を育む。 

振り返り 一人ひとりの時間管理の仕方を見直し周囲との連携を取りながらスムー

ズに行えるようにしていった。プロジェクトを通じて毎回グループごと

で出た課題についてTrial＆Errorを繰り返していくことによって職員の

意識が向上していった。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 子ども一人ひとりの姿をとらえて丁寧なかかわりができるようになる。 

 

重点施策 園長大学®動画研修を通じて園内研修を実施し学びを深める。振り返り

時間を作り職員一人ひとりが保育を見直しアップデートしていく。何を

すべきかをしっかりと見極めて個々にあった保育を提供できるようにし

ていく。研修で学んだことを自園でいかし学び合い保育の質の向上に繋

げる。 

ポートフォリオ研修を通じて子どもを見る目を養い感性を磨く。 

2024年度 目指す姿 環境を通した地域の相互的な学びの場・育ちの場作り。 

重点施策 地域に開かれた子育て内容による、子育て世代の育ちあえる場となる。 

子育て施設や近隣施設で学びを深めていけるよう環境を整える。 

2025年度 目指す姿 越谷市で選ばれる保育園になる。 

重点施策 ちきんえっぐの活動内容の充実化をはかり来場者をさらに増やす。SNS

の発信やちきんえっぐを通じて園を知ってもらう。SNSの写真の撮り方

の工夫や投稿内容の再確認をする。 

自園の強みを職員が自分の言葉で語り話せるようになる。 

丁寧な保育の継続をし保育の質・接遇面も向上し選ばれる園になる。 

居心地のよく整った環境の中で大人もこどももにんげん力がアップしプ

ロとしての自覚を持ち保育者自身も余裕をもって保育が楽しめるように

なる。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：越谷どろんこ保育園 施設長 中川 真美子 
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2023年度 志木どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

・法人理念   『にんげん力。育てます。』 

 

・法人保育方針 『センス・オブ・ワンダー』『人対人コミュニケーション』 

 

『こどもの育ちを支える』 

マニュアルに記載の通り、どろんこ会が育てる6つのちからを軸に、こども一人ひとりが自分の存在

を肯定的に捉え、学び、判断し、行動できるようにより多くの機会を設けていく。そして、こども

の可能性を信じて見守り、こどもが様々な経験を通し生きる力が身につくよう支援をしていく。 

 

『気持ちよく過ごせる環境づくり』 

 子ども、大人、誰に対しても相手の立場になり、安心感を与えられるような表情、言葉選び、態度

を心がけ、思いやりを持ったかかわりをしていく。また、安心安全に過ごせるような環境整備、雰

囲気作りを行っていく。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施する 

実践予定内容 なぜ日課・基本保育活動を実施するのかを再度職員間で認識の統一をす

る。その上で、現在出来ている事、出来ていな事を全職員で確認して、ど

うしたら実施できるかを検討し、実践する中で振り返りをしていく。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 なぜ今の時代に食材や食の循環・環境教育の実践が必要なのかを職員間で

討議し、志木どろんこ保育園として何を行っていくのか取り組みを決め、

PDCAサイクル用いて実践していく。 

3 計画・ねらい 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

実践予定内容 「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を再度学び直す。 

月に1回程度小学校1年生の授業を見学し、授業や子どもの様子を実際に見

ると共に1年生の担任教諭と情報を得る機会を設け、小学校での取り組み

を知り、職員間で共有して子どもの成長を考え、話し合い、PDCAサイク

ル用いて実践していく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者の気持ちに寄り添った接遇 

実践予定内容 保護者の立場に立ち、気持ちに寄り添った接遇とは何かを考え、意見を出

し合い、PDCAサイクル用いて実践していく。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設。 

実践予定内容 掃除、片付け、整理整頓を基本に互いに声を掛け合い、いつ見ても気持ち
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が良い施設を作る。 

3 計画・ねらい 年2回保護者個人面談実施 

実践予定内容 保育園と保護者の円滑な連携、子どもの情報共有の場として個人面談を実

施していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた施設になる 

実践予定内容 地域の保護者の子育て支援の為、感染症に注意しながらちきんえっぐや青

空保育等を行う。また、保育園を解放し、遊びの提供や子育て相談を行

い、保育園が身近な存在となるように努める。 

2 計画・ねらい 地域公開講座を実施 

実践予定内容 年1回以上の地域公開講座を実施する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 大人のにんげん力UP：学び続ける文化 

実践予定内容 全職員が年間目標設定を行い、目標を達成するための学びとアウトプット

を行っていく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉え、逆算した保育計画・アプローチカリキュラム作成 

実践予定内容 子どもの姿と発達を捉え、PDCAサイクルを大切にし、振り返りからの気

付きを基に保育計画・アプローチカリキュラムの作成を行っていく。 

3 計画・ねらい 保育所保育指針について理解を深めていく 

実践予定内容 保育の質を上げる会議、参加代表者と連携し勉強会を進めていく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 畑仕事（種まき、間引く、獲る）・命をいただく（捌く、解体する、焼

く、食べる）・加工する 

2 計画・ねらい 食材の循環サイクルを実践 

実践予定内容 食材の廃棄を減らす。ヤギの餌への活用と糞などをコンポストで堆肥化す

る。 

 

 

自らが活動・遊び・相手を選択する環境構成を作る 

1 計画・ねらい 自らが活動・遊び・相手を選択する環境構成を作る 

実践予定内容 子どもの意思で散歩先を選択、園内を自由に行き来し、異年齢の様々な友

達と関わり、したいことやしてほしいことを表現し、相手が何に困ってい

るかを感じ、考え、自ら手を差し伸べられる子どもを育てる。 
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期日とルールを守る組織となる 

1 計画・ねらい 期日とルールを守る組織となる 

実践予定内容 なぜ期限やルールがあるのかを考え、一人ひとりが意識を高く持ち期限と

ルールを守る組織となる。期限があるものはスケジュール管理を組む。期

限に遅れる場合は、なぜ遅れるのか、スケジュール管理に問題はなかった

かを見直し、期限とルールを守る。 

2 計画・ねらい 内部監査指摘事項を減らす 

実践予定内容 内部監査項目を全職員が理解する。 

昨年度の指摘事項から重点的に担当を決め、担当を中心に全職員で改善を

行っていく。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

６人 １２人 １２人 ２０人 ２０人 ２０人 ９０人 

 

 

開所時間     

７時００分～２０時００分  

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 10人 看護師 1人 栄養士 ３人   

パート 

スタッフ 
用務 1人       

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 〈１ｈ〉コンピテンシー・議題が上がった内容 

〈１ｈ〉園内研修 
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給食運営会議 

月1回 食育計画 

献立内容の見直し 

喫食状況（残食の記録簿） 

検食薄指摘事項の改善について 

配膳方法 

食育活動実施内容 

給食提供マニュアル及び運用ルールの作成見直し 

事故防止委員会 

月1回 ・自園及び系列園で起きた事故のケーススタディと改善策

策定 

・全園事故防止委員会での内容共有 

ケース会議 
月1回 ・要支援児個別計画の振り返り及び省察 

・要支援児個別計画の見直し 

リーダー会議 月１回 園長・主任・各リーダーによる報告・連絡・検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
コンピテンシー・各園の運営状況報告・各部署からの報告 

ケース検討・マニュアルの見直し・運営状況の見直し 

施設長勉強会 月1回 
園運営に係る相互学習や検討・各種マニュアル等の改訂、

検討 

食育会議 年4回 
給食の見直し・食育マニュアルの見直し・各園の取り組み

共有 

保健会議 年4回 保健マニュアルの見直し・ケース検討 

主任会議 年４回 
主任業務の向上に係る相互学習や検討を行った上での実践

的な業務改善アクションプラン作成とその実施 

子育ての質を上げる会議 月1回 
保育の内容や質の向上に係る相互学習や検討を行った上で

の実践的な業務改善アクションプラン作成とその実施 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
衛生管理点検表を用いて、衛生的に園運営がされているか管理運営を行

う・清掃確認・感染症発生時の対応 

安全対策係 事故防止点検、設備点検を行うとともに日々点検・補修・修繕手配を行
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い生活の安全を図る・事故記録簿、インシデント、ヒヤリハットの記入

確認と分析、事故防止への対策・ハザードマップ作成 

防火管理者 
災害に備え定期点検・避難訓練の実施・消防署への定期報告を行うまた

消防設備点検の実施 

食品衛生責任者 衛生管理点検表・スタッフ細菌検査実施・食品衛生上の管理 

畑係 農業計画作成・畑の管理・苗、種植え、収穫の調整・畑の管理の調整 

写真係 個人情報の確認・写真販売 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターとの連携を中心的に行う 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者等に見守られながら、好きな遊びを楽しむ 

・子どものそれまでの経験や発達過程に留意し、子どもの気持ちを受

容し、共感しながら継続的な信頼関係を築いていく 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

下半期 

0～1歳児 

・土や水等に触れ、全身で感触を楽しみ、感性を育む 

・安心できる保育者等の関わりの中で人への基本的信頼関係をもち、

人間関係の基礎を培う 

・個々の発達の状況を捉え、生命の保持と情緒の安定を図り、生活リ

ズムを作る 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・基本的生活習慣を身に付け、喜びながら意慾的に生活する 

・友達との繋がりを広げ、集団で行動する事を楽しむ 

・異年齢で生活をする中で思いやりの心、協力し合う心を養うと共に

達成感を知る 

下半期 

2～5歳児 

・身近な環境や自然などに自ら関わり、様々な事物や事象と自分達と 

の生活との関係に気付き、それらを生活や遊びに取り入れ、生活の経

験を広げる  
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・小学校以降の生活や学習の基盤の育成に繋がることに留意し、創造 

的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う （幼児期の終わりまで

に育ってほしい10の姿を考慮する）  

・友達と歌を歌ったり合奏することで、ひとつの物を作り上げる楽し

さを知るとともに、動きや言葉などで表現したり演じる楽しさを知る 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 健康な心と体を育む 

実践予定内容 健康な心と体を育むために、体を使う遊びを十分に行い、お腹を空かせ意

欲的に食べる 

2 計画・ねらい 食に興味を持つ 

実践予定内容 畑で野菜を栽培することで、旬の素材に気づき、食に興味を持つ 

3 計画・ねらい 人と食べる楽しさを感じる 

実践予定内容 好きな場所で好きな友達と食べ、人と食べる楽しさを感じる 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・１１月） 

歯科検診 年１回（９月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・手洗い指導 

・歯磨き指導 

・ワクチン接種確認 

・咳エチケット 
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・トイレの使い方 

・消化、便について 

・目について 

・水分補給、熱中症について 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

８月頃･･･手足口病、ヘルパンギーナ 

 

１月頃･･･インフルエンザ・感染症胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･預かりなし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については4月までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については4月までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 
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健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／6･10月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する

力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とする。 

1 計画・ねらい 子どもの成長にあった環境を設定する 

実践予定内容 子どもたちの発達、活動から月1回は保育環境の見直しを行い、担任を中

心に子どもの成長、季節にあった環境を考え、見直しを行っていく。 

2 計画・ねらい 見守る保育(子ども理解と適切な援助) 

実践予定内容 子どもの様子を注意深く観察し、子どもにあった適切な対応を常に考

え、実践する。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 壁登り ホール 使用前 

2 配膳台 幼児室 毎日 

3 棚 縁側 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 防災 

危機管理マニュアル№3の災害対策(P.6～)に則り、消防計画・避難訓練・

避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得(継続)手続

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策

係の設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャート
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に従う。 

2 実践予定内容 防災 

危機管理マニュアル№3の災害対策(P.6～)に則り、消防計画・避難訓練・

避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得(継続)手続

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策

係の設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャート

に従う。 

3 実践予定内容 防犯 

危機管理マニュアル№3の不審者対策(P.14～)に則り、不審者侵入訓練の

実施・笛の携帯・代理送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を行い、不

審者侵入時には対応フローチャートに従う。 

4 実践予定内容 光化学スモッグ 

危機管理マニュアル№3の光化学スモッグ対策(P.15～)に則り、光化学ス

モッグの知識を身に付け、注意報発令の把握を行いながら、発生時には光

化学スモッグ発生時対応及び行政連絡に従って対応する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

今年度方針・テーマ 

・養成校、実習生の受け入れ 

・小中高生の保育体験、ボランティアの受け入れ 

・協働で進める保育実習 

受け入れられる実習生の不安な気持ちを受容して、応答的な関わりが出来るようにする 

実習体験からの学びを、学生と保育者と相互に対話を重ねて、確認する 

保育者は、実習指導を担うことでリーダーとしての力を身に付け、キャリアアップする 

実習指導での気付きが園全体の保育の質を上げる 

 

1 実践予定内容 近隣の養成校と連携をとり、実習生の学びの充実を図ると共に保育業界

の質を担保していく。 

2 実践予定内容 実習指導者は学生の指導を通して、自身のリーダーとしてのアウトプッ

トスキルやファシリテーションスキルを向上していく。 

 

 

 



20221215版 

 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② マニュアル 

③ 子どもの人権 

自己評価、目標を立て実践する 

マニュアル1.2.3.4の内容を確認 

子どもの人権について確認 

5月26日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② マニュアル 

③ さくらさくらんぼリズム 

自己評価、目標を立て実践する 

マニュアル5.6.7.8の内容を確認 

さくらさくらんぼリズムのやり方 

6月23日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  水遊び 

自己評価、目標を立て実践する 

水遊びについて確認 

7月28日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② ビジネスマナー・接遇 

自己評価、目標を立て実践する 

マナーについての学び 

8月25日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② コミュニケーション 

自己評価、目標を立て実践する 

コミュニケーションの取り方につい

て 

9月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  保護者支援 

自己評価、目標を立て実践する 

保護者支援についての学び 

10月27日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 子どもの人権 

自己評価、目標を立て実践する 

子どもの人権について確認 

11月24日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 日課について 

自己評価、目標を立て実践する 

日課について確認 

12月22日 18:00～20:00 ① コンピテンシー自己採点 自己評価、目標を立て実践する 
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② 食育・マナーについて 食育、マナーについての確認 

1月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   年度振り返り 

自己評価、目標を立て実践する 

1年間の振り返り 

2月 18:00～21:00 ① 策定会議 
次年度の計画を作成 

 

3月 ９:00～18:00 
 

①   策定会議 
 次年度の計画を作成 

 

・エリア研修 

① エリアで学び合う職員交換研修  

目的; 自園、自身の課題を持って他園の保育に参加する。 他園の保育に参加する事で自園

の課題に気付く。 他園との交流を深め、保育を語り合えるコミュニケーション力を付け

る。 研修先で振り返りを行い、自園の保育、職員の学びとして深めていく。 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成

計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

する。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に地域と関わっていくことを通して、園の存在を理解していただくと共に、地域で子どもた 

ちの成長や安全を見守っていただけるようにしていく。 

また、積極的に園開放することで、地域の子育てに貢献していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：すみれ児童公園公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人福祉施設訪問 

交流会、園行事招待 

異年齢交流 小中高学生の職場体験受入 

地域拠点活動 どろんこ祭り 

子育て支援ちきんえっぐ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

 アプローチカリキュラムを作成し、計画的に小学校との連携を進めていく。また幼保小連絡会議や

授業参観に参加するなど、実態を把握していく。 

 就学時には保育所保育児童要録送付、必要に応じて情報の申し送り等実施していく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 宗岡第三小学校   授業参観  職員交流 

6月頃 宗岡第三小学校  ２０名予定 
小学校に行ってみよ

う 

小学校校庭・外観見学 

小学校校舎内見学 

８月頃 宗岡第三小学校 ２０名予定 プールで遊ぼう 
学校のプールを借りて

遊ぶ 
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９月頃 宗岡第三小学校 ２０名予定 校庭で遊ぼう こども間交流 

11月頃 宗岡第三小学校 20名予定 授業見学 こども間交流 

12月頃 宗岡小学校 20名予定 宗小祭り 宗小祭りに参加 

2月頃 
宗岡小学校 

宗岡第三小学校 
20名予定 情報交換 職員間交流 

3月頃 宗岡小学校 20名予定 授業参観 こども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

 ■個別支援計画を毎月作成し、必要に応じて見直しを行う。 

 ■全職員が周知し、子どもの成長発達を同じ視点で対応していく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：７名予定） 

■毎月の会議で子どもの様子・対応についての検討・報告を行う。 

■必要に応じた対応と課題について検討していく。職員全員が家庭状況も踏まえ、共通した対応を行

っていく 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

■進級引継ぎは、書面と引継ぎ会議で行う。 

■小学校への引継ぎは、児童指導要録、また各行の担当職員との面談によって行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16：30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（木）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 
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ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：すみれ児童公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年１月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１９時３０分 

自己評価終了予定時刻：２０時００分 

自己評価実施予定者：全職員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 園内研修で活動理解を深めながら、より良くするための学び、話し合い

を行っていく。 

振り返り 園内研修では、お互いに意見を出し合って話し合い、活動理解を深めて

いくことができていたが、そのフィードバックが不十分であった。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 安心安全に預けられる保育園。 

重点施策 マニュアルを再確認していき、職員のリスク管理を高める指導や研修を

強化していく。 

2024年度 目指す姿 子ども、保護者、職員、関わる人すべてに対しての立ち振る舞いの徹

底。 

重点施策 マナー研修、接遇研修の取入れ、強化。 

2025年度 目指す姿 地域、保護者から愛され、地域に開かれた保育園になる。 

重点施策 子育て支援や公開保育、実習生の受け入れを積極的に行い、地域、保護

者から愛され、地域に開かれた保育園になる。 
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以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：志木どろんこ保育園 施設長 吉川 裕衣 
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２０２３年度 板橋仲町どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

・社会福祉法人どろんこ会の理念「にんげん力。育てます。」 

・子育て目標「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

・「わたしたちが育てる６つの力」 

① けがをしない強い体を育てる 

② 自分でできることを自分でする 

③ 全ての関わりから判断、行動を身につける 

④ 活動を選択し、自分で考え行動する 

⑤ 生死を知る・食の循環を知る 

⑥ 感じたこと・考えたことを表現する 

を基本として実施していく。 

 

【目標】 

園自治に向けて自園の強みや特性を生かした保育を続けていく。2023年度運営本部missionでもある

①続・原点回帰:子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施する。食材や食の循

環・環境への意識を育む環境教育を実践する②小1を知る:小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂

行する③大人のにんげん力ＵＰ:学び続ける文化の醸成 に特に力を入れていく。 

 

保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい ケガをしない強い体を育てる 

実践予定内容 裸足保育・草履保育、座禅、雑巾がけ、さくらさくらんぼリズム、長距離

散歩 

2 計画・ねらい 自分でできることを自分でする 

実践予定内容 畑仕事、縁側給食、自分たちで食事の盛付け 

3 計画・ねらい 全ての人との関わりから判断・行動を身につける 

実践予定内容 異年齢保育、インクルーシブ生活、銭湯でお風呂の日、商店街ツアー、青

空保育 

4 計画・ねらい 活動を選択し、自分で考えて行動する 

実践予定内容 火と関わる、水と関わる、土と関わる、焚き火保育 

5 計画・ねらい 生死を知る 

実践予定内容 ヤギ・鶏・生き物の世話、生死教育、食材と食の循環を知る、性教育 

6 計画・ねらい 感じたこと・考えたことを表現する 

実践予定内容 言葉で表現する、描く・つくる、就学前教育（読み書き計算・体操・音

楽） 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

 

1 計画・ねらい 保護者の子育てに対する様々な悩みや疑問などに寄り添い、どう解決して

いくかの方法を導き出せるようにサポートをし、喜びや充実感が得られる

ように支援をしていく中で、成長した姿を一緒に喜び合う 

実践予定内容 日々のお迎え対応や連絡帳でのやり取り、保護者懇談会、個人面談月間、

保育体験 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良いと思える施設にする 

実践予定内容 整理整頓、チェックリストを用いた清掃、利用者や訪問者の視点に立って

の省察・仕組み作り 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 子育て支援行事について積極的な宣伝を行い、保育園が身近な子育て支援

の場としての位置づけになるようにする 

実践予定内容 園の開放及び親子でクッキングを楽しむ自然食堂、親子で製作などを楽し

む自然学校、子育てに関して学ぶ寺親屋、保育園との子ども達と交流をす

る青空保育 

2 計画・ねらい 板橋仲町どろんこ保育園の保育内容を紹介すると共に、子育ての見通しが

持てるように支援を行う 

実践予定内容 保育体験、出産を迎える親の体験学習 

3 計画・ねらい 地域の人や生き物（ヤギやニワトリ）との触れ合いを通して、自然との関

わりや地域とのつながりを持つ 

実践予定内容 ヤギやニワトリ等の生き物の世話、商店街ツアー、他園交流 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

 

1 計画・ねらい 園目標に沿った個人の目標設定を行い、目標達成の過程を一緒に考えて進

めていく（大人のにんげん力UP） 

実践予定内容 目標管理シートによる個人目標設定、定期的な話し合いや個人面談、定期

的な施設長や主任の保育同行 

2 計画・ねらい リーダーを中心に年間を通したコンピテンシー計画を立て、保育を深めて

いく 

実践予定内容 毎月全体会議や昼礼でコンピテンシーに沿った課題に取り組む 

3 計画・ねらい 次世代を担う職員育成に向けて、職務分野別の仕事を各自に割り振って実

施する 

実践予定内容 各職務分野（施設長、主任、リーダー等）の仕事の権限委譲 
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環境実施目標 

 

1 計画・ねらい 地域に愛されているヤギをもっと身近に感じてもらえるように餌をあげや

すくする 

実践予定内容 ヤギ小屋修繕 

2 計画・ねらい 子どもたちが遊び込める環境構成を環境係と一緒に整えていく 

実践予定内容 玩具一覧作成、必要な玩具の買い足し・作成等 

 

 

日課の探究 

1 

 

計画・ねらい 昨年度に続き、一つひとつの活動について「なぜ行っているのか」「どん

な力が育まれているのか」を省察することで、課題を見つけ、より良くな

るための活動をする 

実践予定内容 昼礼や全体会議での講義とディスカッションをする 

2 

 

計画・ねらい 日々の保育で気付いた子どもたちの姿について語り合う風土を作って、子

ども観を共有する 

実践予定内容 毎週エピソード会議を実施する 

 

 

SDGs（持続可能な開発目標）を意識した取り組みの追究 

1 計画・ねらい 目標１：貧困をなくそう 

実践予定内容 無人・無料のフリーマーケット「勝手かご」設置をして、洋服のリサイク

ルを行う。 

2 計画・ねらい 目標２：飢餓をゼロに 

目標１２：つくる責任つかう責任 

実践予定内容 食料の廃棄や食品ロス（給食）を極力少なくするための食育活動を行って

いく。日本は食材が簡単に手に入るが、世界中には飢餓に苦しむ人々がた

くさんいること、私たちは肉や魚、野菜等の「命」をいただいているとい

うことを絵本や日々の給食の際に意識した関わりを行っていく。 

3 計画・ねらい 目標３：すべての人に健康と福祉を 

目標１１：住み続けられるまちづくりを 

実践予定内容 地域の方（特に高齢者）がよくヤギに餌をあげに園に来訪していただいて

いる。そのため毎月決まった日時に駐車場にヤギを出して触れ合える体

験を行うことによって、アニマルセラピーの役割を果たす。また、ヤギの

出張サービスによる庭の草取りを行うことで、福祉施設として地域の方々

にお役にたてる園になる。 

4 計画・ねらい 目標４：質の高い教育をみんなに 

実践予定内容 自園のみならず地域の保育園の子たちに対しても、毎月決まった日時に

ヤギを連れていくことによって生き物に触れる体験を行ったり、他園で

はなかなかできない泥遊びや火を使った活動等にも誘ったりする。（移

動動物園の実施、センス・オブ・ワンダー） 

5 計画・ねらい 目標５：ジェンダー平等を実現しよう 

目標１０：人や国の不平等をなくそう 

実践予定内容 ５歳児に対して性（生）教育を実施する。 
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「男の子なのにおままごとで遊んでいるのは変」 

「女の子はピンクが好きじゃないといけない」等といった社会的性差（ジ

ェンダー）に対しての考え方について話合いの中で様々な視点（多様性

）、生物学的性差の違いを認めていく。 

6 計画・ねらい 目標６：安全な水とトイレを世界中に 

実践予定内容 水は私たちの生活に欠かすことができないものである。日本では蛇口を捻

れば出てくる水はとても安全なものだけど、世界では排水処理施設等の不

備によって水不足や劣悪な衛生状態な水しか手に入らずにそれを飲んで病

気になり、命を失う子どももいることを絵本や紙芝居を通じて一人でも多

くの子どもたちに気付いてもらい、水の出しっぱなしのない子に育ててい

く。 

7 計画・ねらい 目標７：エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

実践予定内容 目標６同様に電気に関しても使用していない部屋のエアコンや照明を消し

て、節約を意識して使用する。 

8 計画・ねらい 目標１７：パートナーシップで目標を達成しよう 

実践予定内容 上記全ての目標に対して一人で頑張るのではなく、子どもも大人も一緒に

なって、一人ひとりが今の私たちにできることを意識して始められるよう

にする。それを発信していく。 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

9人 10人 12人 13人 13人 13人 70人 

 

 

開所時間 

     

７時00分～20時00分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 13人 看護師 1人 栄養士 4人 事務等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人 補助 1人 調理 0人 事務等 0人 
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 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 事例検討会、園内研修、ケース会議 

給食運営会議 月1回 年間食育計画に基づいた給食と食育運営に関する会議 

事故防止委員会 

月1回 事故事例検討会、ヒヤリハット・インシデントについて周

知する中でどうすれば防げるのかの視点や意識の共有、各

種訓練検討会 

ケース会議 随時 気になる園児の共有、支援検討 

昼礼会議 
随時 子どもの姿についてのエピソード共有、活動報告、保育計

画の確認、伝達、事務連絡等 

クラス会議 随時 クラス運営に関することの共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体の保育運営に関すること 

施設長勉強会 月1回 園運営・保育運営に関すること 

食育会議 年4回 食育に関すること 

保健会議 年4回 保健衛生全般に関すること 

主任会議 年4回 園運営・保育運営に関すること 

子育ての質を上げる会議 月1回 
グループ毎による各園の保育活動の取り組み発表、評価、

振り返り 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 施設衛生管理、衛生自主点検の実施、感染症予防対策 

安全対策係 怪我防止、危険箇所把握、安全点検 

防火管理者 災害対策、避難訓練防災計画作成と実施、自主点検実施 



20221215版 

食品衛生責任者 衛生点検実施、食品の衛生品質管理 

畑係 畑の年間農業計画推進把握、畑の管理全般、食育計画 

生き物係 生き物の飼育に関する管理 

環境整備係 子どもの姿に合わせた環境整備 

丈夫な体作りの環境整備 

地域交流係 商店街ツアー・青空保育計画、地域交流計画と実施、 

地域行事参加の対応 

  

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画、実施 

運動会係 運動会の計画、実施 

生活発表会係 生活発表会の計画、 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者は一人ひとりの要求を優しく受け止め、愛情豊かに受容的応

答的に関わることにより、信頼関係を築いていく 

・保育者と一緒に友達と関わって、心地よい生活を送れるようにする 

・健康状態や家庭環境に配慮しながら、一人ひとりが快適に生活でき

るようにする 

下半期 

0～1歳児 

・散歩や戸外遊び、全身運動を十分取り入れ、身体能力の向上に努め

る 

・自分のことを自分で行おうとする意欲を引き出し、自分でできた喜

びを味わえるように援助する 

・挑戦が次の意欲に向かうように自分でしたいという気持ちを大切に

し、難しいときには手を差し伸べながらやる気を引き出し、満足感を

味わえるようにする 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・保育者との信頼関係のもと、自分の思いを十分に表現できるように

する 

・生活リズム、発達過程、保育時間等に応じて活動内容の調和を図り

ながら、適切な食事や休息が取れるようにする。 

・保育者との信頼関係を基盤に、一人ひとりの子どもが主体的に活動

できるようにする 
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下半期 

2～5歳児 

・個々の子どもの置かれている状況や発達状況などを的確に把握し、

子どもの欲求が適切に満たされるようにする 

・自発性、探索意欲などを高めるともに、自分への自信が持てるよう

に成長過程を温かく見守り、適切に働きかける 

・周囲から大切な個人として受け入れられ、主体的に育ち、自分 

を肯定する気持ちが育まれていくようにする 

保育参加 4～3月 ・希望する保護者が参加／保育参加アンケートにご記入いただく 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・随時、希望する保護者に対し実施 

「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・2023年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「2023年度

年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 日々の食事が子どもたちの食べる意欲（食育）につながることを意識した

関わりを行う 

実践予定内容 調理者と保育者の連携を密にし、食事提供する時間、基本的な食事量を把

握し、子ども自ら盛り付け、配膳ができるように見守り必要に応じて援助

をする 

2 計画・ねらい 子どもたちが食事の時間を日々楽しみにするような食事を提供する 

実践予定内容 季節の旬な食材、新鮮な食材を使用して噛む力を育て、素材本来の味を感

じられる状態で提供する。また、おいしく食べられる状態と温度で提供で

きるように配慮する。 

3 計画・ねらい 畑で収穫した作物を使ってクッキングをし、新鮮な素材の香りや味を味わ

い、食の意欲に繋げる 

実践予定内容 畑活動、毎月の食育活動 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 0歳児クラスは毎月 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 
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スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導、うがい手洗い指導、その他健康に関する指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

7月頃…手足口病、ヘルパンギーナ 

12月頃…感染症胃腸炎 

1月頃…インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップは現在預かりなし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在22名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員3名については3月22日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在22名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員3名については3月22日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･11月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 
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健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･12月 

0歳児のみ年12回実施 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたちが気持ち良く生活できるような環境にする 

実践予定内容 全職員が担当する室内整備を心がけ、玩具の清潔、水周り、棚の上の整

理整頓、ガラス窓などを常に清掃し、綺麗な状態を保つ。 

2 計画・ねらい 子どもたちの興味関心に合わせた環境を構成する 

実践予定内容 探究心や観察力が芽生える遊び、数量や図形、標識や文字に親しむ体験

が積める環境を、環境係が中心となって全職員で考えて進めていく。 

 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 1階保育室、2階保育室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 危機管理マニュアルを基本とし、あらゆる事故を想定し事前の予防対策に

配慮し、常日頃より予測を怠らずに保育にあたり、怪我や事故防止に努め

る。 

2 実践予定内容 ヒヤリハット、インシデントを記入することを習慣化し、週会議において

情報共有することで大きな怪我を未然に防いでいく。事故防止委員会にお

いて重要な視点の共有、自園・他園の事故記録簿の事故の検証を行い、怪

我の防止につなげる。 

3 実践予定内容 事故が起きたことを想定し、緊急時フローチャートの共有と年2回事故を

想定しての訓練を実施する。 
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4 実践予定内容 毎月１回防災避難訓練を実施し、訓練後の省察、改善（記録に残す）を繰

り返し行い、緊急時にも慌てずに速やかな対応と行動をすべての職員がど

の時間帯でも行えるようにする。 

5 実践予定内容 保育中は施錠の徹底をする。年２回の不審者侵入訓練を行い、子どもの安

全を守ることを最優先に、速やかな対応がとれるよう警察署とも連携して

指導を受け、非常時に備える。 

6 実践予定内容 室内ハザードマップ、戸外ハザードマップ、公園内ハザードマップを職員

が見える場所へ設置し、年4回見直しを行う。また危険箇所が増えた場合

には、速やかにハザードマップ上に記載して、全職員に周知する。 

7 実践予定内容 光化学スモッグ発生時期には、区役所などの情報機関が発信する情報のこ

まめなチェックをおこない、光化学スモック発生時には子ども、保育者は

屋外での活動を控え、速やかに屋内に入る。 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

「目指せ！未来の保育士！！」 

一人でも未来の保育士を育成できるように、保育の仕事のやりがいや楽しさに触れる体験を行う。 

 

1 実践予定内容 人事採用部と連携を取り、保育、社会福祉系大学、養成校等からの実習

を積極的に受け入れ、丁寧に指導を行う。また実習生、ボランティアの

指導を通して職員自身の保育を見直す機会にしていく。 

2 実践予定内容 夏休み期間に卒園児（小学1年生～3年生）におたよりを送って、保育体

験を募集する。 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

 

 



20221215版 

2023年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ケガ・ケーススタディ研

修 

③  倫理綱領 

  『人権擁護のための 

  セルフチェック』 

④  虐待防止研修 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 様々なケガが起きた際にどう対応

すればよいのかを危機管理マニュア

ルを用いてディスカッションする 

③ 保育士等に求められる子ども観や

それを踏まえた保育の基本姿勢及び

専門職としての使命と役割を考える 

④  虐待に関しての認識を深める 

5月26日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「6つの力」の活動 

  『畑仕事』 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

6月23日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「6つの力」の活動 

『水と関わる』 

『土と関わる』 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

7月28日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「6つの力」の活動 

  『描く・つくる』 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

8月25日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「6つの力」の活動 

『さくらさくらんぼリズム』 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

9月22日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「6つの力」の活動 

  『商店街ツアー』 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

10月27日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②「6つの力」の活動 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体
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『自分たちで食事の盛付け』 

③   虐待防止研修 

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

③ 虐待に関しての認識を深める 

11月17日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②「6つの力」の活動 

  『畑仕事』 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

12月15日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「6つの力」の活動 

  『言葉で表現する』 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

② 「私たちが育てる6つの力」の活

動について深堀する 

1月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  「6つの力」の振り返り 

① 自己成長に向けての振り返り、デ

ィスカッションをして園で行う具体

的アクションを決めて実施する 

②  今年度「私たちが育てる6つの

力」について深堀してきた中での省

察をして、来年度のアクションにつ

なげる 

2月16日 18:00～21:00 次年度に向けて 

次年度に向けて職員意識の統一 

次年度の全体的計画と年間指導計画

の作成 

3月3日 9:00～18:00 次年度に向けて 
年間行事の決定 

農業計画 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定」と併せて、次期の

育成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確

認をする。 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

「地域から愛される保育園」 

開園１１年目。仲町地域の保育園と連携して仲町地域の子どもたちに根差した保育園になってい

く。 

 

具体的な地域交流計画 

 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：三葉児童遊園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域との交流（自治会、老人会、こども会、商店会）を感染症状況

に応じて実施する 

異年齢交流 小・中・高校生などの職場体験の受け入れや実習生の受け入れも積

極的に行う（感染症状況に応じて） 

異文化交流 「ヒッポファミリークラブ」の方々を招いて「多言語・多文化」に

触れる体験を行う（感染症状況に応じて） 

地域拠点活動 近隣の認可保育園と連携し、地域との密接な交流をする（ヤギとの

交流や体験活動等を介して） 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉（但し悪天候、猛暑日、極寒期は除く） 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

「地域小学校との円滑な連携が図れる関係作り」 
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小学校への円滑な接続を図るために「保育園長・幼稚園長・地区小学校校長連絡会（板橋地区）」

へ参加し、情報交換や連携が取れる関係作りをする。また、学校行事や公開授業にも感染症状況に応

じて参加する。 

 

 「小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する」 

 近隣小学校へこちらから連絡をとって板橋区の小学校では現在どのような教育が行われているのか

を見て知った上で、保育園ではどのようなアプローチカリキュラムが必要かを考えて実践していく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月17日（月）より開始する。 

日程 学校名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 板橋第6小学校  15名予定 校内見学 授業参観 

6月頃 弥生小学校 15名予定 校内見学 授業参観 

11月頃 板橋第6小学校  15名予定 校内見学 授業参観 

12月頃 弥生小学校 15名予定 校内見学 授業参観 

2月頃 板橋第6小学校  15名予定 校内見学 授業参観 

3月頃 弥生小学校 15名予定 校内見学 授業参観 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

要支援児と他の子どもたちとの育ち合いも視点にいれる。保育園でどのような支援が必要か職員同士

で考え、丁寧に関わることで社会において安心して生活し、その子の個性を磨くことのできる支援を

していく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：各クラス1名予定） 

職員全員が同じ目線で子どもを保育することができるよう、昼礼時にケース会議を盛り込み 

園全体で子どもに必要な援助を考える。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

小学校へは保育所児童保育要録の送付とともに、引継ぎが必要な事項に関しては直接引継ぎの時間

を設けていただき、子どもたちがスムーズに小学校生活を送れるように連携を図る。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：三葉児童遊園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

評価会社名学研データサービスに依頼して今年度受審予定 

 

 

園による自己評価の実施 

2023年6月16日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：８時30分 

自己評価終了予定時刻：17時30分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、園事務 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：8月25日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指し

た姿 

重点施策 地域で選ばれる保育園になるために何が必要なのかを考える一年にする 

振り返り ・日課について毎月園会議で「私たちが育てる6つの力」に基づいて話

し合って改善を進めたことで、以前よりも「育ち」を意識して実践でき
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るようになってきた。2023年度も園会議で話し合って引き続き日課を

深掘りできるようにしていく。 

・園見学対応の勉強会を開き、対応ができる職員を増やしたことで、自

分で自園の良さを語れるようになった。さらに保育に関しても客観的に

感じることができ、振り返りにもつながった。 

・コロナ禍でも感染症に留意しながらコロナ前の活動（どろんこ祭り、

運動会、バス遠足、銭湯でお風呂の日、異文化交流等）を実践すること

ができた。特に子育て目標の「人対人コミュニケーション」の取り組み

によって、子どもたちの対人関係スキルの向上を図ることができた。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 「地域で選ばれる保育園」として保育という仕事に誇りと責任を持った

職員集団になるために大人のにんげん力を向上する 

重点施策 ・保育者としての専門性を高めるために園長大学Ⓡ・保育士大学等を各

自が月1回以上受講する。また、施設長が率先して学ぶ姿とそこで学ん

だことをアウトプットすることでより学ぶことの意義を伝えていく。 

・園見学の連絡や地域でお会いした家庭に積極的に園を知っていただけ

るように保育体験を実施する。（目標年間50家庭） 

2024年度 目指す姿 地域支援の発信地になる 

重点施策 ・在園する園児の保護者への支援のみならず、園に来訪した地域の親子

とも会話をする中で「ここに来ると話を聞いてもらえる」「心が和む」

等の利用者の方の心に寄り添う関係を育むことができる人間性と専門性

を身につける。 

・子どもの発達を語る（保護者の方に適切に伝える）ことができるよう

に、知識をアウトプットする機会を設ける。 

2025年度 目指す姿 他園と連携を図り、仲町地域の子どもたちの育ちをけん引する 

重点施策 ・他園の子どもたちと一緒に保育活動をする機会を増やすことで、セン

ス・オブ・ワンダーが感じられる体験を提供する。 

・他園と一緒に学ぶ研修会や交流会を開くことで、保育に対して学び合

う風土を構築していく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：板橋仲町どろんこ保育園  施設長 石堀 茂雄 
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２０２３年度 P’sスマイル保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
保育理念・・・「にんげん力。育てます。」 

保育目標・・・「センス・オブ・ワンダー」 

       「人対人コミュニケーション」 

私たちが育てる６つの力 

       「ケガをしない強い体を育てる」 

       「自分でできることを自分でする」 

       「すべての人との関わりから判断・行動を身につける」 

       「活動を選択し自分で考えて行動する」 

       「生死を知る 食の循環を知る」 

       「考えたこと・感じたことを表現する」 

 

「にんげん力」とは何か。２０２３年度も継続して、「子どもは」「にんげんとは」を考えて、私た

ちが育てたい６つの力にあてはめ保育を実践していきたいと思います。子どもたちの「生きる力」を

育むためには、自然や社会の現実に触れる実際の体験が必要です。「子どもにとって必要な体験活

動」「体験を重ねることの重要性」に視点を置き、何度も経験を通して喜びや達成感を感じることで

「自分でやる」「やり遂げたい」という気持ちに繋がります。また、失敗体験や試行錯誤を重ねてい

くことで、臨機応変に行動する力が身に付きます。子どもにとって必要な体験活動から好奇心や探求

心・思考力の芽生えなどを育てていきます。 

子どもたちを「できる」「できない」や目標が達成できたかで見るのではなく子どもの興味や気持ち

に目を向けて皆がワクワクし、安心して伸び伸びと過ごせる環境づくりを行います。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの

様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ることを第一とす

る。 

実践予定内容 ・子どもたちが心身ともに心地よいと感じられる環境を整える。 

・子どもたちの喜怒哀楽を受け止め、安心や信頼を得て、子どもたちの自

己肯定感が育つように援助をする。 

・遊びこめる環境設定：子どもたちが興味を持っていることに目を向け、

最終目的ではなく、その過程に必要な物を用意し、関わる。 

・休める環境設定：午前中の３時間は、目一杯体を動かし、太陽の光を浴

びることで体内時計を整える。日没後のお部屋の中で、体を横にして休め

る場や静かな空間で絵本や色塗りなどを行える環境設定を行う。 

2 計画・ねらい 「子どものすることに、無駄なことは何一つない」との考えを保育者の中

に定着させ、そのときその時の子どもの在りのままを受容し、子どもの背

景を汲み取り寛容に対応する。駄々こねや反抗期を歓迎する。 

・子どものサインや発信を尊重する。大人の価値観を横において、子ども

の本質に迫る。子どもの発言を肯定的に受容すると同時に、子どもには、

自分の発言に責任を持たせ、「子どもに任せる保育」を忍耐と楽しみをも
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って行い、try＆errorの機会が日常に組み込む。 

実践予定内容 ・zoom保育 ・保育全般 

3 計画・ねらい 散歩９時出発し、戸外でたくさん体を動かす。 

ルールある遊びの中で、ルールを守る必要性知ったり、他者と自分が違う

ことに気付いたり、相手を思いやり行動する。 

実践予定内容 ・長距離散歩 ・散歩９時出発 ・ルールのある集団遊び  

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

 

1 

計画・ねらい 保育者はおもてなし（思いやり・誠実さ・謙虚さ・感謝など心のこもった接

遇のこと）を研鑽し、心がけて、保護者様の心の満足度を図る。 

実践予定内容 ・気持ちの良い行き届いた笑顔ある挨拶の受け答え 

・ニーズを汲み取る気働きと働きかけ 

・１日の子どもの様子とその姿に成長の意味づけが出来る３分間対応 

2 計画・ねらい 最大の保護者様支援：「子どもの安全が確保され、様々な体験を通して、体

も心も十分に育つこと」とし、保育活動を十二分に展開する。 

・いずれも、意味やねらいを深めながら実践する。PDCAを回し、常により

良くなるためにまなび、努力する。プロセスを大事にする。保護者様との相

互理解を図る。 

実践予定内容 どろんこ会グループの日課・基本活動：異年齢活動・座禅・雑巾がけ・さく

らさくらんぼリズム体操・散歩９時出発・生き物の世話・畑仕事・戸外での

食事・商店街ツアー・先頭でのお風呂の日・青空保育等を全スタッフで取り

組んでいく。取り組んでいく中で、最終目的ばかり求めてしまうのではな

く、過程に目を向けて、子どもたちと関わっていく。 

・これらを活きいきと伝達できる可視化：エピソード記録・ドキュメンテー

ション・毎月の様子を模造紙記載することで、子どもたちの成長に気付き、

更なる保育へと繋げていく。 

3 計画・ねらい ２０２３年度・事業計画の明確化・どろんこ会保育の推進度の可視化・説明

保護者様と保育や子どもの育ちの目指す姿や目標の共有を図り、相互の理解

を図る 

実践予定内容 「６つの力」育ちを子どもの姿（活動時の写真）を通して示す・年１２回 

掲示をすることにより、保護者様が保育園の取り組みを知り、子どもの成長

を感じることができる。子どもたちにとって必要な体験をご理解して頂き、

保護者様のご理解の元保育を進めていく。 

４ 計画・ねらい 保護者様の保育活動に対する保護者様の積極的な参加を促す 

保育活動に関心を寄せ、積極的な参加は、子育てを自ら実践する力の向上に

寄与することから、これを促す 

 実践予定内容 保育参加の促し・保護者様のニーズに添った個別面談の実施・卒園面談保護

者様は、面談時間、面談するスタッフを指名することができる 

５ 計画・ねらい 卒園後も継続する保育 

日々の活動やその中での親切で寛溶な関りから、卒園の後も子どもたちや保

護者様の方の心のふるさととなる保育園を目指す 

 実践予定内容 卒園児が来園した時の気持ちの良い接遇を通年行う 

新しいスタッフも卒園児に配慮して名前を覚える、スタッフは自分の名前を
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名乗り、関心をもって受け入れる 

卒園時に子どもたち、保護者様にアナウンスを入れる 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域への発信・「開かれたP’ｓ集まれスマイル」 

ねらい：駅ビル型の利便性を活用し、いつでも子どもと共に受け入れられ

る安心基地を地域の子育て家庭に解放する 

実践予定内容 園開放、支援室の長時間解放と利用者増への取り組み 

・情報発信・利用しやすい受け入れ方法・遊具、遊びの工夫・育児相談 

・安心して利用できる環境づくりに努める 

・くつろげる空間づくり 

園見学受け入れの当番制（スタッフ育成を兼ねる） 

・保育者１人ひとりが園外にも意識を向けて、保育園社会的な役割を担

う。自分事としてとらえ、考え、判断し行動する 

・手順書の作成（案内の標準化）入園のしおりの読み込み 自園の保育の

言語化と伝え方 視覚的案内の作製（デイリー・写真とねらい） 

2 計画・ねらい 子育て相談の実践・地域家庭のニーズの把握 

フォーマルな子育て相談と同時にインフォーマルな子育て相談を受け入れ

て、雑談や共に遊ぶ中で、子育ての悩みを聞き、保護者様が感じておられ

る気持ちの解放を図る 

実践予定内容 ・園開放・遊びの設定などの環境構成・話しかけから始まるインフォーマ

ルな子育て相談とカウンセリング技術の習得と確認 

・園開放の担当の割分担制 

3 計画・ねらい CIAL地域向け催事への参加 

CIALテナントとしての意識付けと地域への貢献を図る 

実践予定内容 新型コロナウイルスの影響で３年中止になっているCIAL催事への参加 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい スタッフの接遇・ビジネスマナーの向上を図る・対コミュニケーション能

力を養う 

保護者様に安心感・信頼感をもって保育園を利用していただく 

保護者様が子どもの成長ぶりに目を見張る３分間対応を展開する保育の視

点と丁寧で効果的な言葉を学ぶ。（保育ノートの活用と振り返り・話し合

い） 

実践予定内容 新人研修・OJT研修・タイムラインや連絡帳の振り返り・「言葉」の研修 

保育のねらいや意図を語れる保育者集団作り 苦情対応・全職員 

2 計画・ねらい 園内研修の開催：保育技術を身につける ファシリテーション・プレゼン

テーション技術の向上 

実践予定内容 園会議時：アイスブレイク（手遊び、他）得意なバトン（５分間スピー

チ）会議体の司会 

3 計画・ねらい どろんこ会運営方針に沿った保育活動の推進 

保育の質の向上 ・主体的な「にんげん力」ある保育者集団を育成する 
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実践予定内容 コンピテンシー追求「計画・実行する」「判断する」 

「ダメと言わない保育」とは、またその保育を園の文化として定着させる

には。 

「保育マニュアル」「保育運営マニュアル」の読み込み 

保育活動の可視化と情報発信：ドキュメンテーション・ポートフォリオな

どの掲示 

４ 計画・ねらい リーダーの養成 

 実践予定内容 個からチームビルドへ。メンバー１人ひとりの資質・能力を活かし、チー

ムの相乗効果で効果的な保育へつなげる。 

５ 計画・ねらい MBOの導入 

 実践予定内容 保育者が主体的に業務の課題を抽出し、質の高い保育・業務の効率化・職

員のモチベーションアップ・を図る。 

MBO説明 １次考課者面談と施設長面談：目標面談と中間面接、評価面談 

中間面談２回実施（７月・１１月） 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 生活を大事に 

実践予定内容 スタッフは子どもたちと関わるときには、共感協働し、認め、励まし、見

守り、禁止しないで、叱らないで、暖かい応答関係を作る。子どもたちの

自尊感情を高め、有能感・肯定感を育てる。 

スタッフは、手を差し伸べる責任がある。 

2 計画・ねらい 長距離散歩・自然遊び 

実践予定内容 「自然に勝る保育者はなし」・自然という生命力あふれる事象・物に触

れ、自分自身の生命力を高める。様々なものに触れ、「なぜ」や「不思

議」を引き出し、その性質や仕組みに興味関心を持つ 

散歩・戸外遊び：小さい自然をどれだけ感じるか・感性の育ち 

自然とのかかわりを通して、（みる、聴く、触れる、味わう、嗅ぐ）を磨

き、感じる力、受け取る力、感受性、豊かな感性を育てる 

長距離散歩：「歩くこと」は健康な身体を創るばかりでなく、子どもたち

の前向きな姿勢や積極性、少し困難なことがらも体験しながら、適応した

り回復したりする力を身に着けている。目的やそれを達成した時の達成感

や充実感を毎日体で感じ、身の処し方、人生の生き方を学ぶ 

９時出発を継続して、午前中３時間の「散歩・畑仕事・労働」で直接体験

の場を使って、自分育ちを試し体内時計を整える。 

3 計画・ねらい 表現：生活を歌いっぱいに 

実践予定内容 スタッフは次に掲げることを知って、保育園の生活を情緒的に、リズム的

に進めて、子どもが持つ生体リズム（呼吸や鼓動、歩行・手足の振りな

ど） 

を整える。 

・歌は人間の魂を揺さぶり、情緒・感情を豊かにし、悲しい時も嬉しい時

もその人の心情に寄り添う。子どもたちにとって、言葉で表現できること

はまだ少ないが、音楽に乗って体で表現することは容易い。まだ完成され

ていない言語表現も良い歌詞、良い言葉を耳で聞き、感覚として、子ども

の内に育てている。スタッフ楽しい時も悲しい時も歌をたくさん歌い、子



20221215版 

どもの心に届けたい。 

・歌は都市部では感じにくい季節を歌い、ひと昔前の情緒的な人や生き

物、事象とのやり取りを教えてくれる。スタッフも歌から子どもとの関わ

りや子育てのヒントをもらい、より豊かな保育を展開する 

（例）・季節の歌をその季節に歌う ・年齢にあった歌を歌う ・身振り

手振りを加えて、子どもの表現の幅を広げる ・手話で歌をうたう ・輪

唱・エコーソング・合唱の取入れ 

 

 

子どもと職員の非認知能力を育てる 

非認知能力とは具体的に「目標を決めて取り組む」「周りの人と円滑なコミュニケーション」「意欲

を見せる」「新しい発想する」などと子どもや大人が人生を豊かにする上で必要な能力になります。 

1 計画・ねらい 子どものゾーン保育・保育者のゾーン保育「混ざる」「自己決定を助け合

う」 

実践予定内容 子どもが混ざる・環境づくり 

スタッフもワンチーム・クラスを超えて混ざり合う 

１人のスタッフがすべての子どもの成長発達や行動特性を把握して、どの

スタッフも子どもにとって頼れる安心の存在となる 

シッターノートの活用 昼礼での情報共有 担任会議録回覧・押印 

ヒヤリハットやインシデントの共有と再発防止策話合い 

事故・怪我の予防と対応 

2 計画・ねらい 「やりたい」「挑戦したい」の気持ちを大切に、活動を行う 

実践予定内容 子どもたちやスタッフが興味を持ち行っている遊びや活動を広げさらに満

足感や達成感が味わえる環境づくりを行う 

スタッフがお互いに相手を尊重し合い認め合える人間関係づくり 

 

 

地域と育つP’sスマイル（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 世代間交流「届けようP’ｓの歌声」 

新型コロナ感染症発生から３年が経過し、人間関係の中で最も交流が難し

くなったのはお年寄りではないか。そして、このことは乳幼児期の子ども

たちの成長や将来的な思考に大きな影響を及ぼすと想像される。 

ねらい：お年寄りに子どもたちの「歌」を届けて元気になってもらう 

    子どもたちは自分自身が「喜ばれる存在」と分かり、張り切って

生活する糧にしたり思いやりの心を育てたりする 

実践予定内容 協力・受け入れて下さる施設探しをする。（子どもたちとの相談） 

・鶴見の地図を見て、どこにお年寄りの施設があるかを調べる（施設での 

 お年寄りの生活を知る） 

・電話でアポイントを取るときには、どのような言葉が必要か考えてみる 

・実際に電話で交渉してみる（事前確認：スタッフ） 

・月に１度、直接訪問し、歌と元気な生命力をお届けする。 

・上記歌の交流から、子どもからの声を拾い（保育Web活用）スタッフは

子どもの発案を形にする手助けをし、年間の活動とする（プロジェクト保

育へ） 

2 計画・ねらい 地域の保育園との交流 



20221215版 

新型コロナ感染症から３年が経過し、他園との交流が減ってしまった。 

他園の友だちとの交流し、自分たち以外の存在に気付く 

実践予定内容 ・鶴見の地図を見て、どこに保育園があるのか調べる 

・公園先で出会った保育園の友だち子どもたちが直接交渉を行う（事前確

認：スタッフ） 

・交流で何をしたいのか子どもたち自身が話し合い決める 

   

  

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

０人 ８人 １０人 １２人 １２人 １２人 ５４人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 ７人 看護師 ０人 栄養士 １人 調理員等 １人 

パート 

スタッフ 
保育士 ８人 調理 １人 事務 １人   

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育の振り返りと質の向上・園内研修・行事進捗・研修報

告・個別ケース会議・課題の検討・安全対策 

給食運営会議 

月1回 献立の振り返りと喫食状況の確認・食育・クッキング・行

事メニュー・保護者支援と発信・保育者との連携・環境へ

の活動（地産地消・残食削減など）・畑仕事との連携 
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事故防止委員会 
月1回 ヒヤリハット分析・インシデント検討と共有・事故情報の

共有と対策・マニュアル確認と実施方法の確認 

ケース会議 
月１回 要支援児についての情報共有と保育方法の確認・検討  

気になる子の情報共有と保育方法の確認・検討 

昼礼会議・担任会議 
週１回 指導計画案・週案・行事・子どもの様子・共有事項確認・

他 

朝礼 

日１回 一日の確認（保育・行事）・子どもの様子・体調確認・来

客確認・アレルギー児の申し送り・その他    

時間差で出勤する職員のためにシッターノートに網羅する 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人内統一の情報共有・課題検討・園状況報告と共有 

施設長勉強会 月1回 施設長のスキルアップ研修 

食育会議 年4回 
栄養士、調理師、施設長が参加 献立の検討・マニュアル

確認・食育の推進・OJT・食品ロス・食の循環 

保健会議 年4回 

看護師、施設長が参加 子どもの健康と保育への参加 感

染症・衛生管理・マニュアルの確認・社会の動向・新型コ

ロナウイルス対策 

主任会議 年５回 主任としての役割とは・職員育成・他 

子育ての質を上げる会議 月1回 

業務改善研修・子育ての質を上げるための計画立案・成果

発表会を実施 （自園の課題抽出・実行計画策定・成果発

表） 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

身体測定・定期健康診断・歯科検診の実施と保護者との連絡 施設の清

掃と衛生管理に係る消耗品及び備品の補充と管理 感染症予防対策の管

理点検・対コロナ対策消毒と危機管理 

安全対策係 

火災・地震訓練・不審者侵入時訓練および消火・防災自主点検の実施管

理                               

消防署との連携窓口業務・救急講習計画と実施           

施設内外の設備点検および事故防止対策の実施 
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防火管理者 
消防計画の作成と備蓄リスト 帰宅困難者表作成          

上記計画に基づいた地震、消火・通報訓練を定期的に実施 

食品衛生責任者 
調理室全般の衛生管理                      

給食食材および提供食材の衛生管理と在庫品保管状況の管理 

畑係 

畑づくりの年間計画・畑の管理                  

子どもと職員の畑活動の推進を図る 

教材・道具類の維持補充 

保護者様への働きかけと情報発信 

生き物係 
飼育動物の丁寧なお世話と健康管理 

子どもや保育者の生き物飼育活動の把握と推進、課題検討 

環境整備・備品係 

美観・保護者がいつ見ても気持ちがよい施設 

園内外の環境整備：子どもの生体リズムを整える環境づくり 

室内に自然を取り込む、くつろげる環境設定 

内監プロジェクト 内部監査項目に沿って、押印簿点検や課題解決の推進 

地域係 地域の方々や団体等との対外的な窓口業務と広報係 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 

祭りの企画と推進  

保護者と協働して、準備・開催をする 懇親を図る 

地域サービスとしての位置づけをする 

鶴見区鶴見中央育児支

援イベント 
地域の子育て支援の企画と開催 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・受容的・応答的な関りの下で、自分の気持ちや示したいことを伝え

ようとする意欲を育てる。（代弁や選択肢が与えられる）また、これ

らの関係性から身近な大人との信頼関係を育て、人と関わるちからの

基盤を養う。 

・戸外活動を喜び、自然に触れて五感を育て、健康な身体を創る 

・生活や遊びの中で様々なものに触れ、音、形、色、手触りなどに気

づき、感覚の働きを豊かにする。 
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下半期 

0～1歳児 

・上半期の受容的・応答的な関りの中で獲得した言葉を使って、自分

の思いを伝えたり歌を歌う気持ちよさを感じたりして、気持ちを開放

し生活する。発達的に駄々こねや癇癪も多いが、それを正当な主張と

認められながら、自分自身を育てていく。 

・戸外活動を喜び、自然に触れて五感を育て、健康な身体を創る 

・自由に動くようになってきた体を十分に動かして、リズム遊びや散

歩活動に意欲的に活動し、保育者に励まされ認められながら、自尊感

情を培っていく 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・生活リズムを整え、情緒を安定させた生活の中で、自分らしさを発

揮し毎日を楽しみに登園する。 

・意図的に環境設定された中で、自ら関り、発見を楽しんだり、考え

たりし、それを生活の中に十分に取り入れようとする 

・長距離散歩にtryし、集中力や忍耐力、チャレンジする気持ち、爽快

な充実感・達成感を毎日体感し、自尊感情を高め、レジリエンスを築

く 

＊レジリエンス：困難や逆境にあっても、しなやかに立ち直れる力 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢のかかわりの中で、自分を表現して受け入れてもらうこと、

相手の気持ちを理解しながら、人対人コミュニケーションの実感をも

って生活する。 

・自分が大事にされることによって、相手をも尊重し、思いやりの気

持ちを態度や行動に表して、接する 

・上半期、戸外活動で五感を働かせ、培ってきた感覚・感性や長距離

散歩で培ってきた集中力や忍耐力を活かし、描画や造形、歌やリズム

遊び、劇遊びや楽器遊びなど、様々な表現活動を展開する。 

・地域や小学校など、今までよりも広い社会に目を向けて、小さいな

がらにも、社会に貢献できる自分に育っていることを自覚する機会を

与えられて、そこに誠心誠意取り組み、自尊心を高める 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 開催なし  

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 調理員・保育者・施設長・事務含む子どもを取り巻く大人は、子どもと一

緒に食事をする（３大食育方針）・空腹感を感じ、食べたい時や場所、ひ

と、食べたいものをたべたいだけ、子ども自身で選択する環境を作る 

実践予定内容 日々の給食での積極的な参加・関り 

安心で心地よい雰囲気づくり適温給食 ・他者との関り・影響から学ぶこ

とを知る・繰り返しから知る自己コントロール（適度）を学ぶ 

身近な大人や友だちを模倣したり教わったりして食事のマナーや食具の正

しい使い方を知る 

散歩・畑での労働・戸外活動で空腹を得る環境を作る 

2 計画・ねらい 畑活動と食育活動の連携 

畑で育った作物を食する過程を知り、おいしく食べ、自然（日光・水・温

度・土・大気）の恵みに感謝し、お世話の大切さを知る 

実践予定内容 ・年間計画による畑活動（計画をカレンダーで表示・野菜の成長を記録す

る等） 

・クッキング（ピザ・夏野菜カレー・豚汁等） 

・野外炊飯（カレー作りや豚汁・釜でご飯を炊く等） 

3 計画・ねらい 食材・食の循環を認知する直接体験 

実践予定内容 昨年行っている「リボべジ」・リボーンベジタブル（再生野菜）の体験を

継続する 

現在は、小松菜・人参・たまねぎ・キャベツを育てている 

子どもたちから他の野菜もやりたいと自らが考えやってみようとする気持

ちを育む 

保育者は子どもに真に体験させたいことを考えて、実践に移す。 

・魚の捌く（スタッフは捌けるようにする）手で開く→イワシ、豆アジ 

を給食で頂く 

調理とスタッフの連携 

・苗植えから収穫・余すことなく使い切るプロジェクト 

今年もサツマイモを植え、サツマイモの苗を炒め給食で頂く 

サツマイモの苗でリースを作り、クリスマスの飾りに繋げる 

（プロジェクト保育・子どもの発案・意見から展開する保育を記録する） 

４ 計画・ねらい 子どもが「自分たちで盛り付け・配膳して食べる」を環境構成する 

 実践予定内容 バイキング給食 

・自分で選択し、自分で決め、自分で選んだことに責任をもつ体験を日常

のさりげない場面に散りばめる。葛藤の体験を増やす 

・物の数量や大きさ、食器や壊れるものの扱い、丁寧に扱う方法、他者へ

の気遣いなど、生活の場面で認知能力と非認知能力を共に使う場面と認識

して係る 

これらを効果的に実践する工夫を話し合いの中から形作っていくことを試

みる。 

 

 計画・ねらい 「今日の食材・産地」の継続 

 実践予定内容 SDGsの観点から：「地産地消」「身土不二」「一物全体」「輸入品のマ

イル問題：添加物・防腐剤」を調理室から発信、子どもの食に何が必要で

何が不必要かを話し合い、見極める。見極めたのちに確信あるメッセージ
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で保護者への発信をする 

効果的な発信方法を考える 

献立レシピの配付 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（６月・１１月） 

歯科検診 年２回（６月・１１月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

毎月２０日：身体計測実施、発育や栄養状態の把握に努める 

手洗い・うがいの指導 トイレの使い方指導 歯磨き指導 

薄着と裸足：健康に関する指導と家庭への発信 

性教育①「体の不思議と大切さ」 

性教育②「大きくなった喜び～命の誕生∼」 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

5～9月頃･･･手足口病・ヘルパンギーナ・アデノウイルス・とびひ・ 

      咽頭結膜炎（プール熱） 

11～3月頃･･･インフルエンザ・RSウイルス感染症・感染症胃腸炎

（ノロ、ロタウイルスなど）流行性耳下腺炎 

通年   ･･･溶連菌感染症 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･預かりなし 

その他･･･預かりなし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在18名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については3月31日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在18名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については3月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 
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防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／６･１１月 

歯科健診 年２回／６・１１月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、

他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」ことができる 

実践予定内容 zoon保育 異年齢の関りと活動 コーナー保育と環境設定←重点項目 

日常の散歩活動 自然との関り：「子どもに必要な環境」「子どもが自

ら選択し、主体的に行動できる環境」作りを保育者は遊びこむ子どもの

姿を通して研鑽・試行錯誤して整える教材や遊具はプラスティックなど

の石油製品を避け、自然物や本物の素材を提供し、子どもの感性や感覚

を養う。工夫された教材や遊びを感じ取り、子どもたちは自分の気持ち

や考え、友だちに与える影響を考えながら試行錯誤する。保育者はその

機会を保障する。子ども最終遊びではなくその過程に目を向けて関わ

る。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちの良い施設・子どもの安全な動線が守られ、

不要な危険が排除された空間づくり 

・意識的な空間づくりをして、信頼される安心される「選ばれる園づく
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り」につなげる 

実践予定内容 衛生管理点検表や内部監査資料を基に、整理整頓や清掃状況の確認をす

る。：清掃点検表を作成して、もれなく行う。 

保育者は足元に見える小さなごみをも自分事として拾い、細やかな気配

りができる存在となる。また、ひとが嫌がることへも率先して取り組む

ことができる保育者集団となり、子どもの前に立つ。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 L字パーテーション １歳児室.図書コーナー 毎日 

2 色鉛筆立て 乳児倉庫前 毎日 

3 BOX型椅子① 図書コーナー 毎日 

4 BOX型椅子② 図書コーナー 毎日 

5 BOX型椅子③ 図書コーナー 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 事故防止委員会 

リスクマネジメ

ント研修 

怪我・事故の防

止 

事故の予防：ヒヤリハット収集と統計結果の確認（随時・月1回の共有） 

      園内インシデント・事故の再発防止検討 

      過去の重大な事故事例や身近な法人の事例研究 

      緊急連絡先への連絡・フローチャート確認 

見失い・置き去り概念の学び 

      心肺蘇生・AED研修・怪我の対応・プール、水の事故防止策 

 散歩引率など 

・子どもへの安全教育の定期的な実施 

2 避難訓練・ 

不審者侵入訓練 

防犯 

・安全対策係が計画立案・実施 ・自衛消防隊の編成と役割分担 

・十分なシミュレーションの元、立案された計画を全職員で共有し、実施 

・子どもへの安全教育の定期的な実施 

・予想外の想定にも瞬時の適切な判断が自らできるよう、保育者は戸外・ 

散歩時などの危険予測を日常から行っていく。 

・P’ｓの広域避難場所：総持寺（保護者様への周知を図る） 

3 光化学スモッグ ・自治体からの情報で判断、活動を加減する。 

・自治体からの情報を正確に得る。 

・子どもたちに何故屋内で過ごすのかを考え、安全教育と共に光化学スモ

ッグのメカニズムや環境問題への問題的の芽生えにつなげる 

4 災害対策 「保育運営マニュアル」・危機管理マニュアルＰ．6の確認 

 決められたことの内容と意味を保育者は知って、園運営に携わる。 

5 日々の事故防止 ・保育者の気づきの共有（保育者間で）と報告（施設長） 
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 子どもの様子・玩具・遊具・屋上・公園・戸外移動時・保育者の保育、

関わりと引率 

・ハザードマップの更新：室内、戸外環境の変化や人的要素を敏感にキャ

ッチして、書き込み・更新をする。更新日時を記録する。 

 

6 苦情・ご意見対

応 

・「保育品質マニュアル」・苦情対応マニュアルの確認 

保護者様のご意見を真摯に聴き（訊き）受け取った保育者はどのようなこ

とにでも、自分事としてとらえ、謝罪と保護者様のご意向に添った問題解

決を図ることを第一とする。 

   

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

【実習生を受け入れる意義】 

(ア) 保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れには

社会的責任がある。次世代を担う実習生を積極的に迎え入れ、どろんこ会の「にんげん力。」

を育てる保育に共感する人材を育て、すべての子どもの育ちに還元することを目指す。 

(イ) 実習生を指導することは、保育者が自分自身を振り返る作業をすることである。実習生を丁寧

に導けば、導くほど、自分自身の保育を丁寧に吟味しながら関わっているのである。教えるこ

と、相手のニーズをとらえること、親切に関わること、知っていることを言語化してアウトプ

ットすること、仲間として迎え入れること、保育の専門性を問うこと、どれも相互の成長に係

わっていることに留意する。 

 

【小・中・高生を受け入れる意義】 

(ア) 少子高齢化・核家族化の現代において、赤ちゃんや子どもとの関りを持たないままに、お父さ

んお母さんになる、経験のないことが子育てをさらに難しくしている背景を我々保育者は知っ

ておく必要がある。「子どもの可愛さ」「泣くことには意味があること」「子どもへの関りや

対応を見たことがある」「実際に関わったことがある」そのような体験の道しるべを残すこと

が、保育所並びに私たち保育者の役割である。 

(イ) 「人を育てる」「人を育て、関わり合いながら自分をも育てていく」そのような保育者という

仕事に出会い、保育・福祉の場で活躍したいという人材を育て、増やす。仲間を作る。 

(ウ) 小・中・高校生を受け入れることのもう一方のメリットは、園の子どもたちの様々な人との関

わりや多様性の体験、保育者や家族以外の人に優しくお世話をしてもらう体験、少し年齢が上

の人への憧れから誘発される遊びや活動、どれも子どもたちの成長を促進する作用を持ってい

ることである。 

 

1 実践予定内容 小学生の保育園見学・交流の受け入れ ドッジボール大会など 

 

2 実践予定内容 中学生・職場体験の受け入れ・交流 

 

3 実践予定内容 高校生：高校の部活訪問  吹奏楽部：本物の音に触れよう など 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック 

③ 虐待防止研修 

④  ケガ・ケーススタディ  

⑤ 「子どもにとって必要な

体験活動」１年間どのよ

うな体験を行っていくの

か 

 コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

子どもに起こりやすいケガや事故を

知り、その手当と対変な対応の共有

をする 

5月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  接遇について考える・

「感謝で終わる苦情対応」 

② 「子どもにとって必要な

体験活動」体験を重ねる

ことの重要性 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

 

6月16日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②   危機管理マニュアル確

認地震・鶴見川の氾濫 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 
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見失いの定義 

③ 上期振り返りと下期目標

の設定・話し合い 

④ 「子どもにとって必要な

体験活動」保育内容と計

画と記録 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

 

7月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②「子どもにとって必要な

体験活動」集団生活という

体験 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

 

8月18日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②「子どもにとって必要な

体験活動」心の揺れ動く体

験 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

 

9月15日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②「子どもにとって必要な

体験活動」子どもの興味や

気持ちに目を向けて 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

 

10月20日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック 

③ 虐待防止研修 

④ 「子どもにとって必要な

体験活」非認知能力につ

いて 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 
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11月17日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 利用者アンケートから再

アクション 

③「子どもにとって必要な

体験活」 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

 

12月15日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② １年間のまとめ・自分

自身の保育を語る。自己

評価と振り返り・再アク

ション 

③ 「子どもにとって必要な

体験活動」PDCAについ

て 

 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。 

 

1月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 「子どもにとって必要な

体験活動」１年間のテー

マの振り返り 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「計画・実行する」「判断す

る」のPDCAを回す 

「子どもにとって必要な体験活動」

をテーマに保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを年間のテーマとして、行

う。１年間の振り返りから課題の再

絞り込みを行い、進学・進級する子

どもたちへの必要な体験活動の場を

作る。 

 

2月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

③ 年間策定会議 

２０２３年度事業計画とその方向

性、行事日時と概要の設定 

3月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   年間策定会議 

２０２３年度「子どもにとって、真

に必要な生活・活動を決める」 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 
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法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 園独自の育成計画 

 【パート職員との懇談会・年2回開催】 

園全体の課題や取り組むべきこと、なくしたほうが良い事柄などをサポートする立場から、忌憚のな

い意見を募る。その意見から、保育をより良くする方法や考えを探り、全スタッフと共有とする。 

 

【パート職員の勉強会・月1回】 

どろんこ会の方針やP’sの事業計画の説明 

マニュアルの読み合わせや会議時の共有事項の話し合い 

日常の保育についての意見や困りごとの共有 

 

子どもや保護者様の前では、正規、パート職関係なく、プロとしての保育者との自負をもってあたっ

てもらう下地を整えていく。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

 地域に開かれた保育園としてのＰＲ活動を整える。 

利用しやすい仕組み作りをして、地域との交流を深める。 
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具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：潮鶴橋公園にて 

商店街ツアー 週1回 別紙計画表による 

世代間交流 月１回 ケアプラザ訪問：高齢者の方とのふれあい  ・鶴見区の

老人施設：歌の訪問（Web交流）・回数は施設との相談 

異年齢交流 近隣の小・中・高・大学との交流・ボランティアの受け入れ・ 

地域拠点活動 青空保育 ちきんえっぐ 園開放 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

 ・小学校との連携について、２０２３年度も３つの視点から取り掛かる。３つの視点は次の通り。 

「保育者の研鑽（保育への還元）」「子どもの育ち（１００の体験の提供）」「保護者支援」 

・新型コロナ感染症感染予防の環境下では、小学校との連携はとりづらい状況であることを前提に、

しかし、だからこそ子どもたちに必要と思われることを「５歳児と小学校１年生との年間連携計画お

よび報告書」に網羅し、年度当初から意識して取り組んでいく。（保育者の研鑽） 

・「アプローチカリキュラム」は、就学のための期間限定のものでないことを職員間の共有とし、ど

ろんこ会グループの目指す「生きる力」をはぐくむ日常の保育、日課や基本活動を丁寧に積み上げ

る。その結果、子どもたちの姿がどのような事柄に対しても、問題の解決を図り、主体的に対話的に

乗り越え、喜びをもって生活する子どもたちの育ちになることを知って、保育する。（子どもの育

ち） 

・小学校・学習要領を知ることによって、今の保育の過不足を知り実施する。保護者様に知っていた

だくことで、「P'ｓで取り組んでいる活動」の意味づけを強め、安心感をもった子育ての方向性を共

有する。（保護者支援） 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月１７日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

５月頃 
鶴見小学校  

1年生 
１２名予定 

園見学（鶴見小学

校） 
子ども間交流 

６月頃 
豊岡小学校  

1年生 
１２名予定 

園見学（豊岡小学

校） 
子ども間交流 

１月頃 ５歳児・就学予定学校 １２名予定 入学時情報交換 スタッフ間情報交換 
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 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

 ２０２２年度、個別要支援児はいなかった。２０２２年度開催時の確認事項は〈２〉毎月のケー

ス会議開催に記す。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 ） 

・個別支援対象児はいない。 

しかし、適宜ケアが必要な子どもや職員の対応に共通認識が必要な子どもに対しては、継続的な 

 記録を残し、保育の検討を図る。 

①個別計画を立て、受容的・応答的な保育を職員全体で展開する。職員は安心の存在となるよ

う努力して、P’sが子ども自身の真の居場所となることを心に留めてかかる。 

②目先にとらわれず、将来の姿を見据えてどろんこ会の保育にあたり、子どもの持つ「生きる

力」を引き出す。 

③ 保護者様へは、その要望を確認し、在りのままの受容と成長の喜び、子育ての困難を共有

し、道筋を示す。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

 ・クラス担任は、進級時に引継ぎを実施・引継ぎ事項を記録に残す 

・進級時の引継ぎ時、面談の希望をとり、保護者様と成長や課題の認識のすり合わせをする。 

（希望者のみ） 

・小学校への引継ぎは保護者様のご意見・ご要望を確認する。（卒園面談・希望者） 

・保育所児童保育要録作成と送付 

・小学校との情報交換（１,２月）：訪問・電話 

・中途退園のお子様には、必要に応じて「保育の記録」の写しを転園先に送付し、引継ぎを行う。  

 また転園の際には、今後も情報提供や相談が可能である旨とその連絡先を記載した案内文書を施

設独自で作成し、退園届に添えて渡すことで、保護者様の安心を図る。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回開催 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月1回開催 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 
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ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：潮鶴橋公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 受審予定なし 

（２０２０年度１２月９,１０日・横浜サステナビリティ研究センターにおいて、受審済） 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年２月１０日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１８時００分 

自己評価終了予定時刻：１９時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、リーダーに準ずる当日出勤者 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 １．保育内容の充実・質の向上 ２．保護者様がどろんこ会の保育に興

味・関心を持つ ３.地域の子育て支援 

振り返り スタッフ一人ひとり、どろんこ会が目指す保育を理解し、子どもに寄り

添いながら日常の活動の中に取り入れて行っていた。計画し、実践す

る、振り返り記録するサイクルを大切に「子どもに必要な体験とは何

か」今後もスタッフと考え取り組んでいく。 

保護者様に「子どもたちに必要な体験とは何か」月１回活動を掲示し、

目に可視可で取り組みを伝えることをしていた。掲示物を継続していく

ことで子どもたちの成長を感じて頂いていた。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

２ ０ ２ ３

年度 

目指す姿 自然との関わり、長距離散歩や戸外活動、畑仕事、言葉で表現するなど

どろんこ会が示す基本活動を実施し、子どもの体を育て自尊感情を高め



20221215版 

る保育・保護者様と子どもの育ちを共有し、喜びあえる関係づくりをす

る。 

どろんこ会の保育スタッフが自分自身の保育を語り、毎日楽しみながら

子どもたちと過ごす。 

重点施策 【子ども】信頼できる保育者との関係を築き、安全安心が確保されて、

どろんこ遊びや木登り、長距離散歩やごっこ遊びと、自分で遊びを選択

し、主体的に意欲的に遊びこむことができる。困難なことがあっても、

内言（自分で自分に語りかける）を育て、自分を立ち直らせることがで

きたり乗り越えた自分を認め、自尊感情を高めたりすることができる。 

【保育者】子どもを真ん中に、子どもの在りのままを受け止めながら関

わる。子どもの表情や思い、行動の責任を子どもに自身に預ける。表現

が難しい子どもたちには、代弁したり選択肢を与えたりしてこの先回り

しない、大人の価値観を押し付けない方法から子どもがどのように伸び

ていくのかを確認し、可視化した記録で保護者様に「子どもの育ち」を

伝える。 

【保護者様支援】安心して保育園を利用していただくための応答的な対

話を心がけ、保護者様のニーズに手が届く気働きと心遣い、接遇を保育

者は話し合いの中から見出し、実践していく。可視化された情報発信と

丁寧な保育の解説をして、保育活動を通して育つ子どもの成長を喜んで

いただく。卒園後に子どもたちの原風景・原体験の場となっている。 

保育・共育てに関心をもって「どろんこサポーター」が誘発的・自発的

にできる。 

２ ０ ２ ４

年度 

目指す姿 自然との関わり、長距離散歩や戸外活動、畑仕事、言葉で表現するなど

どろんこ会が示す基本活動を実施し、子どもの体を育て自尊感情を高め

る保育・保護者様と子どもの育ちを共有し、喜びあえる関係づくりをす

る。 

このことが定着し地域からも保育活動・保育内容・人材で信頼される

「選ばれる保育園」が創られている。 

重点施策 【子ども】信頼できる保育者との関係を築き、安全安心を確保されて、

どろんこ遊びや木登り、長距離散歩やごっこ遊びと、自分で選択し、主

体的に意欲的に遊びこむことができる。困難なことがあっても、内言

（自分で自分に語りかける）を育て、自分を立ち直らせることができた

り乗り越えた自分を認め、自尊感情を高めたりすることができる。この

ことが標準化されて、「にんげん力」ある子どもが育ち、周りに良い影

響を与え、園以外の場所や集団、人、保護者様に喜ばれている。 

【保育者】子どもを真ん中にすえながら、より良い保育を模索し、自己

研鑽する自発的な職員が育っており、どろんこ会の保育を面白がり楽し

みながら、前向きに挑戦する人材が育っている。また園内だけでなく、

地域の家庭、社会的ニーズの研鑽を積み、公的な機関や子育て支援活動

を担う人材が育っている。 

【保護者様支援】安心して保育園を利用していただくための応答的な対

話を心がけ、保護者様のニーズに手が届く気働きと心遣い、接遇を保育

者は話し合いの中から見出し、実践していく。可視化された情報発信と

丁寧な保育の解説をして、保育活動を通して育つ子どもの成長を共に促

進する関係となり、卒園後も子どもたちの原風景・原体験の場となって
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いる。 

「どろんこサポーター」から保護者様のつながりが大きくなっていく。 

２ ０ ２ ５

年度 

目指す姿 自然との関わり、長距離散歩や戸外活動、畑仕事、言葉で表現するなど

どろんこ会が示す基本活動を実施し、子どもの体を育て自尊感情を高め

る保育・保護者様と子どもの育ちを共有し、喜びあえる関係づくりをす

る。 

「どろんこサポーター」から保護者様のつながりを大きくし、保護者様

と一緒に子どもに必要な体験とは何か一緒に行っていく 

重点施策 【子ども】信頼できる保育者との関係を築き、安全安心を確保されて、

どろんこ遊びや木登り、長距離散歩やごっこ遊びと、自分で選択し、主

体的に意欲的に遊びこむことができる。困難なことがあっても、内言

（自分で自分に語りかける）を育て、自分を立ち直らせることができた

り乗り越えた自分を認め、自尊感情を高めたりすることができる。この

ことが標準化されて、「にんげん力」ある子どもが育ち、周りに良い影

響を与え、園以外の場所や集団、人、保護者様に喜ばれている。 

【保育者】子どもを真ん中にすえながら、より良い保育を模索し、自己

研鑽する自発的な職員が育っており、どろんこ会の保育を面白がり楽し

みながら、前向きに挑戦する人材が育っている。また園内だけでなく、

地域の家庭、社会的ニーズの研鑽を積み、公的な機関や子育て支援活動

を担う人材が育っている。 

【保護者様支援】安心して保育園を利用していただくための応答的な対

話を心がけ、保護者様のニーズに手が届く気働きと心遣い、接遇を保育

者は話し合いの中から見出し、実践していく。可視化された情報発信と

丁寧な保育の解説をして、保育活動を通して育つ子どもの成長を共に促

進する関係となり、卒園後も子どもたちの原風景・原体験の場となって

いる。 

どろんこサポーターが主体になり、保護者様同士の関りや子どもたちに

必要な体験とは何か一緒に考え、「次の世代を生き抜く子を育てる保育 

」を共に行っていく。 

 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：P’ｓスマイル保育園 施設長 森田 愛実 
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２０２３年度 三原どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

法人理念 『にんげん力。育てます。』 

法人保育方針 『センス・オブ・ワンダー』『人対人コミュニケーション』 

以上の法人方針を基に 

①日課、基本保育活動を大人と一緒に行うことで、子どもの身体的、精神的発達を促し、生きる力を

育む。 

②子どもがTrial&Errorを経験する環境を用意し、ひとりひとりの成長をすべての職員が見守る保育を

すすめていく。 

③いつ誰が来ても気持ちの良い園であり、地域に愛される園となる。 

以上を基本方針とする。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課、基本保育活動の充実をはかる。 

実践予定内容 ・それぞれの活動を大人が一緒に行う中で、子どもの成長する姿を読み取

り、園内研修を通して共通理解していく。 

・エリアで実践を通して学び合い、自園の取り組みや課題をディスカッシ

ョンする機会をもつ。 

2 計画・ねらい Trial&Errorを経験する機会を充実させる。 

実践予定内容 ・火、水、土に触れる経験や自然事象に出会える機会をつくり、子ども自

身が考えて次の日も遊びたくなるような環境を作る。 

・自分の気持ちを伝え合うことができる機会をつくり、様々な人とのかか

わりの中で、気持ちをコントロールする力が身につくようにする。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 毎日の様子が手に取るようにわかり、安心できる保護者対応を行う。 

実践予定内容 ・お迎え時、その日の様子が具体的に伝えられるよう、保育の中での気づ

きを大切にし、成長を感じるワンエピソードをお話するようにする。ま

た、子どもの姿を職員間で共有し、園全体で成長を見守り保護者と一緒に

成長を喜べる関係を築いていく。 

・目で見てわかる情報発信を工夫し、待った気がしない保護者対応を目指

す。 

2 計画・ねらい 保育参加を通して園での生活を知っていただき、より密に情報交換を行

う。 

実践予定内容 ・保護者へ保育参加の目的や実際の様子を知っていただき、参加してみた

いと思えるような案内を工夫する。 

・保育参加を通して保護者との情報交換を行い、より安心して利用しても

らえる機会にする。 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園からの情報発信を強化する。 

実践予定内容 ・ちきんえっぐの活動を保護者にも定期的にお知らせし、未就園児への参

加に繋がるようにしていく。 

・青空保育開催時、実施をアピールできるよう見える化し、一緒に遊んで

みたいと思える活動を展開する。 

2 計画・ねらい 近隣園との連携による参加者の確保。 

実践予定内容 ・メリー★ポピンズ等近隣園にもちきんえっぐだよりを置かせてもらい、

お互いに興味をもってもらうよう工夫していく。 

・他園の青空保育やちきんえっぐでの活動を共有しあい、エリアで子育て

支援事業の質を上げていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 日課、基本活動の理解を深める。 

実践予定内容 ・日課、基本活動それぞれの行う意味や、活動を通しての子どもの成長に

ついて学び合う。実践してく中での子どものエピソードや成長記録の共有

を行っていく。 

・職員それぞれの得意分野を生かしながら、活動毎に問題点や好事例を出

し合い、質を上げられるようにしていく。 

2 計画・ねらい 人的環境の重要性について学び、実践に生かす。 

実践予定内容 ・子どものやってみたい気持ちを引き出す為に、どんなしかけが必要か、

先を見越した計画がたてられるようにする。 

・様々な場面において、どんな思いで子どもの様子を見守ったか、その時

保育者がどんなかかわりをしたか等、ディスカッションを重ねながら、子

どもの姿を読み取る力をつけていく。 

3 計画・ねらい エリアで学び保育の質向上に繋げる。 

実践予定内容 ・他園を知ることで保育の幅を広げるきっかけとし、自園の保育を語れる

ようにする。 

・互いの園の良い所を吸収し合い、エリア全体で保育の底上げをしてい

く。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食の循環について実体験から学ぶ。 

実践予定内容 ・コンポストの作製を継続し、堆肥作りを通して食物の循環について学ん

でいく。そこから食材残渣を減らすことにも繋げていく。 

・命をいただく経験をすることで、より現実的に食の循環をとらえられる

ようにする。 

2 計画・ねらい 植物や植樹を有効活用し、心地よい園庭づくりを目指す。 

実践予定内容 ・グリーンカーテンを作り夏場の日陰を確保する。 

・園庭内の植樹の剪定を定期的に実施し、明るさや涼しさを感じながら、

楽しむことのできる場所にする。 
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もう一度来たいと思える園づくり（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい いつ来ても気持ちの良い雰囲気づくりをする。 

実践予定内容 ・いつ誰が来園しても、気持ちの良い挨拶や声かけができるよう、園内研

修や外部研修参加を積極的に行っていき、職員のコミュニケーション能力

をあげていく。 

・職員間であっても気持ちの良い挨拶や声掛けを交わし、心地良い環境を

継続していく。 

2 計画・ねらい 魅力的なあそびのある園内環境を整える。 

実践予定内容 ・子どもにとって継続したあそびができるような環境づくりをし、子ども

も大人も次の日が楽しみになるような場所にする。 

・園内の整理整頓を全職員が意識し、分担化しながら常に気持ち良い状態

を保てるようにする。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 9人 12人 21人 21人 21人 90人 

 

 

開所時間     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 10人 看護師 1人 栄養士 2人 事務 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 4人 補助 2人 調理 1人 用務 1人 

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 
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園会議 月1回120分 保育の振り返り、保育の質向上の為の園内研修の実施 

給食運営会議 月1回 食育活動の振り返り、食に関するエピソード共有 

事故防止委員会 
月1回 自園のヒヤリハットの検証、自園・他園の記録から危険予

測のディスカッション 

ケース会議 月1回 子どもの事例共有、保育計画の検討 

クラス会議 
月1回 保育計画の振り返り、次月の保育内容の検討、クラス内の

課題解決 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での運営課題の解決、情報共有 

施設長勉強会 月1回 園運営の質向上の為のディスカッション 

食育会議 年4回 
食育活動の実践報告、調理業務における課題解決の為のデ

ィスカッション 

保健会議 年4回 保健に関する実践報告、保健衛生面の講義 

主任会議 年4回 アクションプランの計画・振り返り 

子育ての質を上げる会議 月1回 
保育の質を上げる為の自園での取り組み共有、保育に必要

な学び、自園の保育の見直し 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園内の衛生管理や備品管理、感染症予防・対策 

安全対策係 防災実施点検、設備点検、事故防止点検の実施 

防火管理者 災害対策、消防計画に則った避難訓練の実施責任、自主点検の実施 

食品衛生責任者 給食提供責任、食材の安全衛生管理 

畑係 年間計画に基づいた畑活動の実施、計画の振り返り、畑管理 

生き物係 飼育動物の環境管理、餌の管理・発注 
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行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズとの連携窓口 

運動会係 運動会の企画、進行 

生活発表会係 生活発表会の企画、進行 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求に応え、保育者と情緒的な安定した信頼関係を築

く。 

・個々の発達を把握し、十分な探索活動が出来る環境を保証し、外へ

の興味に繋げていく。 

下半期 

0～1歳児 

・子ども自らが自発的に活動し、様々な経験を積み重ねる。 

・身近な人との応答のある安定したかかわりの中で、十分に身体を使

い、満足感の得られる遊びをしていく。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢のかかわりの中で、自分の思いを十分に表現し、相手の思い

に気づく。 

・自ら興味関心のもてるような環境の中、発見や工夫を楽しめる遊び

を保障していく。 

下半期 

2～5歳児 

・かかわりの中、様々な葛藤を経験し、自分で考え行動できるように

していく。 

・自分たちで約束事やルールを決め、活動できるようにしていく。 

・異年齢のかかわりの中、達成感や充実感を味わう活動を行い、友だ

ちと力を合わせたり、助け合ったりする様々な経験ができる環境を整

えていく。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２
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３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 実体験を通して食や食の循環について興味関心をもつ。 

実践予定内容 ・畑活動の充実をはかり、失敗と成功を繰り返しながら、作物が育って食

すことの嬉しさや喜びを感じられるようにする。 

・食材の加工や命をいただく経験ができるよう計画し、食の知識を学びな

がら食べることの大切さを学んでいく。 

2 計画・ねらい 毎日の給食を楽しみにしながら活動する。 

実践予定内容 ・食べたい環境を自分で選択できるようにし、共に食べる喜びを感じなが

ら、心地よく食事を楽しむことができるようにする。 

・バイキングを通して自分の食べられる量を決めながら、食べたい気持ち

を満たすことができるようにしていく。 

・日々の活動の中で、空腹感を感じられることのできる活動を保証し、食

欲へつなげる。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い・うがい指導、性教育（年長児）、歯磨き指導の実施 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～9月頃･･･プール熱、手足口病、ヘルパンギーナ、とびひ 

11～2月頃･･･インフルエンザ、流行性胃腸炎、RSウイルス感染症 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･預かりなし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在21名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員●名については4月●日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在21名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員●名については4月●日までに受講予定 

その他保健に関する取組 嘔吐処理、おむつ交換、与薬方法等園会議にてロールプレイを実施。
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新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染症予防のため、うがい指

導、手洗い指導を強化。また、消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 遊んでみたいものを自分で選ぶことができ、発達に沿った環境を整え

る。 

実践予定内容 ・文字や数に触れることのできる遊びや、指先を使った遊び等、発達に

合わせたコーナーづくりをする。 
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・写真等を用いながら、視覚から子どもの遊びへの興味や、片づけへの

意識をもっていく。 

2 計画・ねらい 継続したあそびができる園庭づくりを行う。 

実践予定内容 ・子どもの好奇心が沸き上がるような園庭になるよう、子どもの様子を

共有し合いながら園庭改良を進めていく。 

・水、土、植物など自由に触れることができ、自然の変化を感じられる

場所にしていく。 

・次の日も遊びたいと思えるよう、継続的なあそびを保障していく。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 幼児室/乳児室 週1回 

2 テーブル 幼児室/乳児室 週1回 

3 ベンチ 園庭/幼児室/乳児室 週1回 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 ・消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し防災訓練を行う。 

・定期的に火災・地震発生時のマニュアルの読み合わせを行い、避難方法

の確認を行う。 

2 実践予定内容 安全計画に基づき事故防止チェック、設備点検チェックの実施。 

3 実践予定内容 ヒヤリハット・インシデントの検証を行い、再発防止に努め、その都度保

育の見直しを行う。 

4 実践予定内容 ・年2回の不審者侵入訓練の実施。あらゆる場合を想定し、職員で連携し

対応できるようにする。 

・近隣園との不審者情報の共有や、市からの情報収集に努める。 

5 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・注意喚起を把握し、発生時に迅

速な対応をする。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

地域の中の保育園という意識や次世代育成の観点から、積極的に受入れを行っていく。 

1 実践予定内容 実習生ひとりひとりに合わせた温かい受入れ体制を整え、実習担当だけ

でなく、職員全体でコミュニケーションをとり育成していく。 

2 実践予定内容 その日毎の気づきや疑問に対し、丁寧な振り返りを行い、翌日の実習に
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生かせるような指導を行う。 

3 実践予定内容 実習や見学期間だけにとどまらず、地域のつながりとして継続して交流

していけるようにする。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『戸外活動9時出発』

『午前午後散歩』における

子どもの成長発達について 

③  虐待防止研修 

 ・『戸外活動９時出発』『午前午後

散歩』の実践を通して、子どものエ

ピソードや成長記録を共有し、発達

や今後の課題についてディスカッシ

ョンを行う。 

・マニュアルに沿って虐待防止研修

の実施。 

5月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『裸足保育』における子

どもの成長発達について 

③  保護者対応 

 ・『裸足保育』の実践を通して、子

どものエピソードや成長記録を共有

し、発達や今後の課題についてディ

スカッションを行う。 

・ロールプレイを行い、相手の気持

ちに寄り添った保護者対応を学ぶ。 

6月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『畑仕事』における子ど

もの成長発達について 

③  水あそびのリスクマネジ

メント 

 ・『畑仕事』の実践を通して、子ど

ものエピソードや成長記録を共有

し、発達や今後の課題についてディ

スカッションを行う。 

・プール遊び時の監視方法等ロール
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プレイを行いながら共通認識し、水

遊びにおけるリスクマネジメントを

身につける。 

7月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『生き物の世話』におけ

る子どもの成長発達につい

て 

③  接遇（物的） 

 ・『生き物の世話』の実践を通し

て、子どものエピソードや成長記録

を共有し、発達や今後の課題につい

てディスカッションを行う。 

・『いつ誰が来ても気持ちの良い園

とは』をテーマに環境面において現

状の見直しを行う。 

8月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『縁側給食』における子

どもの成長発達について 

③  接遇（人的） 

 ・『縁側給食』の実践を通して、子

どものエピソードや成長記録を共有

し、発達や今後の課題についてディ

スカッションを行う。 

・『いつ誰が来ても気持ちの良い園

とは』をテーマに人的面において現

状の見直しを行う。 

9月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『異年齢保育』における

子どもの成長発達について 

③  内部監査の理解 

 ・『異年齢保育』の実践を通して、

子どものエピソードや成長記録を共

有し、発達や今後の課題についてデ

ィスカッションを行う。 

・内部監査を行う意味や設問を理解

し、日ごろの保育の見直しを行う。 

10月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『さくらさくらんぼリズ

ム』における子どもの成長

発達について 

③  Trial&Error 

④  虐待防止研修 

 ・『さくらさくらんぼリズム』の実

践を通して、子どものエピソードや

成長記録を共有し、発達や今後の課

題についてディスカッションを行

う。 

・ねらいをもった保育の実践共有を

行い、子どもの心情等について深め

る。 

・マニュアルに沿って虐待防止研修

の実施。 

11月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『座禅』『雑巾がけ』に

おける子どもの成長発達に

ついて 

③  食の循環 

 ・『座禅』『雑巾がけ』の実践を通

して、子どものエピソードや成長記

録を共有し、発達や今後の課題につ

いてディスカッションを行う。 

・畑や食育活動を行っての子どもの

姿を共有し、より良い食育活動に繋

げていく。 

12月 18:00～20:00 ①  コンピテンシー自己採点  ・『長距離散歩』の実践を通して、
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②  『長距離散歩』における

子どもの成長発達について 

③  小１を知る 

子どものエピソードや成長記録を共

有し、発達や今後の課題についてデ

ィスカッションを行う。 

・小学校との連携を通して、保育の

中に取り入れるべき活動の検討して

いく。 

1月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  『商店街ツアー』『銭

湯』における子どもの成長

発達について 

③  事業計画の振り返り 

 ・『商店街ツアー』『銭湯』の実践

を通して、子どものエピソードや成

長記録を共有し、発達や今後の課題

についてディスカッションを行う。 

・事業計画の振り返りを行い、次年

度に繋げる。 

2月 18:00～20:00 策定会議①  事業計画の共有、次年度の計画。 

3月 18:00～20:00 策定会議②  次年度の行事計画設定。 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成

計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

する。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

保育園の活動を知ってもらう為、情報公開を強化し、地域に根付いた保育園を目指す。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：星の森公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 小学校訪問・高齢者施設訪問 

異年齢交流 ９参照 

地域拠点活動 青空保育・ちきんえっぐ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 

朝霞第五小学校、第七小学校を中心に交流を行う。幼保小連絡協議会により卒園児の引継ぎを行

い、保育要録を作成することで子どもの成長記録を共有する取り組みは実施済み。小学校教諭との情

報交換の機会をつくることで、子どもの成長を連続的に見通すことができ、保育と教育の垣根をなく

して育ちに繋げていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 朝霞第五小学校  20名予定 学校見学 子ども間交流 

10月頃 朝霞第七小学校  20名予定 学校見学 子ども間交流 

10月頃 朝霞第五小学校 20名予定 運動会 子ども間交流 

1月頃 進学先小学校   幼保小連絡協議会 職員間交流 
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 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

子どもの発達状況を把握し、個別計画の立案、個の発達を大切にしたかかわりを職員全体で共有し

ていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：10名予定） 

子どもの事例に対して職員それぞれの思いを共有し、かかわりの中での失敗例、成功例を出し合い

ながら、職員が同じ視点でかかわることができるようにする。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

小学校の担当教諭と細やかな引継ぎを行う。必要な場合は保護者の了承を得た上で、関係機関との

相談を行い連携する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月2回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：星の森公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年１０月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 
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自己評価開始予定時刻：１３時４５分 

自己評価終了予定時刻：１４時４５分 

自己評価実施予定者：施設長、主任 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 ３カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・子どもにとって必要な環境や経験は何か、職員間で意見交換を行いな

がら、子どもも大人もTrial＆Errorを繰り返しながら保育をすすめてい

く。 

・日課を行うことで子どもにとってどんな成長が期待できるか、園内研

修等を通して学び、意味をもって日課を遂行していく。 

振り返り ・季節を感じられるあそびの設定がよくできており、においや味、冷た

さや温かさ等を楽しむ経験ができた。子どもたちが試行錯誤し、継続し

たあそびに繋げることが次のステップと感じる。 

・職員による日課についての園内研修が意味をもち、大人と子どもが一

緒に取り組むことが定着した。今後は日課を通して子どもがどう成長発

達するかを追っていきたい。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・日課、基本保育活動を充実させ、子どもの成長を育む。 

・子どもがTrial&Errorに出会う機会をつくり、経験を増やす。 

重点施策 ・大人が背中を見せながら日課、基本活動を行うことで、子どもにとっ

てどんな成長発達があるか職員間で学び合い、成長過程を追っていく。 

・子どもの好奇心が満たされるあそびの環境づくりを行い、子どもが選

び、考えることのできる保育をすすめていく。 

2024年度 目指す姿 ・保育を取り巻く人的環境、物的環境が充実し、また行きたいと思える

場所になる。 

重点施策 ・子どもが選択できるあそびの環境があり、あそびを通して大人と子ど

もが一緒に成長できる場所にする。 

・ひとりひとりの成長を子ども、保護者、保育者が一緒に喜ぶことがで

きる環境を整える。 

2025年度 目指す姿 ・三原どろんこ保育園でしかできない体験、経験を発信し、地域から愛

され選ばれる園となる。 

重点施策 ・日課、基本保育活動で培った子どもの成長や、継続したあそびを通し

ての子どもの姿を発信し、園の魅力としていく。 
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・園の魅力を発信することを通して、遊んでみたい、通ってみたいと思

える園づくりを行う。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：三原どろんこ保育園 施設長 大島 奈美子 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ アトレ大森ルーム  

事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
法人の基本理念 「にんげん力。育てます。」  

法人の保育目標  

① センス・オブ・ワンダー  

② 人対人コミュニケーション  

 

法人理念及び保育目標を全スタッフが理解し、子どもの心情・意欲・態度に留意しながら日々の子

どもの生活を大切にしていくこととする。その際、子どもの状況や発達過程を踏まえ、環境を通して

養護及び教育を一体的に行うことを留意する。 

また、保育所保育指針にも書かれている「子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進

することに最もふさわしい生活の場」となるようにスタッフ一人ひとり意識して過ごす。 

具体的には、 

・子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動の見直し、実施  

・食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

以上を目指し、日々の保育に取り組んでいくこととする。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもたちの自己肯定感を育む。  

実践予定内容 子どもが安心できる環境の中で、自分の意見を伝え、相手の思いを受け取

り相手への信頼や思いやりの心を育むよう活動や行事についての話し合い

の機会を作るようにする。 

全スタッフが応答的な関わりを行い、子どもの思いに寄り添い、受け止め

ることを心がけるようにする。 

2 計画・ねらい 子どもの主体の保育の実践。 

実践予定内容 保育が子ども主体となっているかスタッフ間で都度振り返り、常に子ども

が真ん中となっているか意識して保育をしていく。 

3 計画・ねらい 子どもたちの毎日に必要な経験を育む保育。  

実践予定内容 子どもたちの成長、発達を捉え、子どもたちに必要な活動を見極められる

よう園内研修を通して学び、心情・意欲・態度に留意していく。その際、

長期的な見通しを持った保育計画の中で、遊びや生活が連続するようにし

ていく。  

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 接遇への意識を高める。 

実践予定内容 全スタッフが、挨拶・お迎え時など保護者様に寄り添った対応を実施す

る。 
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2 計画・ねらい 保護者様の子育てへの意欲や自信を支援する。 

実践予定内容 全スタッフが保護者様と交流し子どもへの愛情や成長を喜ぶ気持ちを共感

しあうことを心がける。 

保護者様の気持ちを受け止め、話をよく聞き、保護者様が自分で解決して

いくための方法を導きだせるよう保育や子育てに関する知識や技術を生か 

3 計画・ねらい 保護者参加へのお誘いや、必要に応じて個別に相談する機会を取り入れ

る。  

実践予定内容 保護者様の持つ不安や悩みに寄り添い、必要な時に個別に話ができる機会

を設け、常に開かれ、相談をしやすい雰囲気作りを心がける。  

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた園を目指す。  

実践予定内容 青空保育、園開放の実施。  

参加していただきやすいよう配慮し交流をする。月1回の青空保育、毎日

の園開放をちきんえっぐだよりにて告知するようにする。  

2 計画・ねらい 保護者様や地域に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努

める。  

実践予定内容 小中学生職業体験、実習生受け入れ、世代間交流の実施。  

3 計画・ねらい 公共の施設利用を通し、ルールやマナーを身につける。  

実践予定内容 幼児組を中心に、図書館の利用や、アトレ店舗との交流や買い物体験など

子どもたちに必要な体験を取り入れた保育を行う。  

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 日課・基本保育活動への原点回帰 

実践予定内容 スタッフ一人ひとりが法人の保育理念、園目標、クラス目標、個人目標に

向き合い、子どもたちの個々の発達に合わせ、子どもたちの成長に必要な

活動、遊びを保障できるようにする。 

2 計画・ねらい 質の高い保育の追究 

実践予定内容 一人ひとりのスタッフについての資質向上及びスタッフ全体の専門性の向

上を図るように努める。園内研修、外部研修、スキル講座、園長大学®･保

育士大学への参加を通し、個々の研修結果を園内で共有し活用していく。 

３ 計画・ねらい 学びのアウトプット 

実践予定内容 自身の学びを保護者様、子どもたち、スタッフにアウトプットし、学び続

け、成長し続けるようにしていく。 

４ 計画・ねらい 接遇力UP 

実践予定内容 相手の気持ちに寄り添い接するとは。接遇について学び、自身の課題を見

つけ、取り組んでいく。 
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環境実施目標 

1 計画・ねらい 畑仕事・プランター栽培、食材加工等の活動を通じ食材や食の循環を意識

することができるようにする 

実践予定内容 畑・プランターでの野菜の栽培、梅ジュース、味噌、ケチャップ作りなど 

2 計画・ねらい 調理くずの有効活用を通し、廃棄を削減する 

実践予定内容 段ボールコンポストへ子ども、保育スタッフ、調理スタッフ共に取組み、

廃棄の削減を意識して取り組む。 

3 計画・ねらい 給食残渣を減らす 

実践予定内容 残渣の量を子どもと共有する機会を設ける。 

 

 

褒める・認める・感謝する 

1 計画・ねらい スタッフ間で連携を行い、チーム保育を行う。  

実践予定内容 異年齢保育を進める上でも、スタッフ同士で子どもたちの様子や輝いてい

る場面を話題にし、その中で個々の成長を全スタッフで共有していく  

2 計画・ねらい 感謝を言葉で伝えあう。  

実践予定内容 子どもや保護者様に対してはもちろんスタッフ間においても、相手の良い

ところ、頑張っているところに気づき、認め、声に出して褒める。同じ

く、相手への感謝の気持ちを言葉にして感謝をする。園会議などでお互い

への感謝を伝える機会を設ける。  

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

－人 15人 15人 15人 15人 15人 75人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 12人 栄養士 2人     

パート 

スタッフ 
保育士 3人 看護師 1人 用務 1人 嘱託医  ２人 
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 運営方針 
 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園内研修、園運営に関する情報共有、計画の決定 

給食運営会議 月1回 食育計画振返り、確認と共有 

事故防止委員会 

月1回 自園及び系列園で起きた事故のケーススタディと改善策・

全園事故防止委員会での内容共有・ヒヤリハット及びイン

シデントの検討、分析、振り返り 

ケース会議 
月1回 要支援児個別計画の振り返り及び省察・用紙園児個別計画

の見直し 

リーダー会議 随時 園全体の連携、相談、運営にまつわること 

クラス会議 週1回 ねらいの確認、子どもの共有報告等 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 連絡および議題に対しての共有、意見交換 

施設長勉強会 月1回 
1限：マネジメント・コンプライアンスなど 

2限：各園/課題改善計画立案及び取組み成果発表 

食育会議 年4回 
献立内容の改善、提案・給食提供マニュアル及び運用ルー

ルの作成、見直し 

保健会議 年4回 
感染症対策やガイドラインの作成、改善・各園看護師スタ

ッフとの連携 

主任会議 年6回 
各園の改題改善アクションプランの進捗確認と共有、マネ

ジメント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 
1限：マネジメント・コンプライアンスなど 

2限：各園/課題改善計画立案及び取組み成果発表 

 

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生的改善と疾病の予防処置、施設内衛生管理全般 

安全対策係 定期安全点検・防災自主点検・設備点検チェック・事故防止チェック、
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ハザードマップ作成更新 

防火管理者 消防計画・備蓄品の確認・安全対策係の任命・自衛消防組織 

食品衛生責任者 食品の安全に対する管理、食育会議の計画・実践 

畑係 畑の環境整備・年間計画 

生き物係 飼育に関する管理 

内部監査係 内部監査項目指摘事項1桁の推進 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画、保護者との連携、地域への告知、安全対策 

運動会係 運動会の計画 

生活発表会係 生活発表会の計画 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保健的で安全な環境の中で子どもの生活の安全を「自分で」の思い

を汲み取り、子どもの主体性や自発性を尊重しながら援助したり、温

かく見守ったりする。 

・保育者の身体的な関わりを伴う養護的な場面に、子どもが経験して

いる教育的な側面を併せ、養護と教育が一体となって豊かな人間性を

持った子どもの育成を目指す。 

下半期 

0～1歳児 

・安心できる保育士との関わりの中で、食事、排泄等の活動を通して

自分でしようとする気持ちが芽生えるようにする。 

・保育者の話かけや発語が促されることにより言葉を使うことを楽し

めるようにする。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・保健的で安全な環境をつくり、快適に生活できるようにする。 

・一人ひとりの子どもの欲求を十分に満たし、生命の保持と情緒の安

定を図る。 

・友だちと一緒に食事をしたり、様々な食べ物を食べる楽しさを味わ

ったりする。 

・身近な人と関わり、友だちと遊ぶことを楽しめるようにする。 

・生活に必要な言葉が分かり、したいこと、して欲しいことを言葉で

表現できるようにする。 
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下半期 

2～5歳児 

・自分で出来ることに喜びを持ちながら、健康、安全など生活に必要

な基本的習慣を次第に身に付けられるようにする。 

・幼児クラスへの憧れや期待感を持って過ごすことができるようにす

る。 

・友だちとのつながりを広げ、集団で活動することを楽しめるような

雰囲気を作る。 

・進んで異年齢の子ども達と関わり、生活や遊びなどで役割を分担す

る楽しさを味わえるようにする。 

・感じたことや思ったこと、想像したことなどを、様々な方法で工夫

して自由に表現できるよう環境を整える。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 体験を通して食べる意欲へと繋げる 

実践予定内容 プランターや畑での栽培活動を明確にし、子どもはもちろん全スタッフが

関わるようにする。 

野菜の皮むきやお米とぎなど、給食を作る過程に触れ、体験する。子ども

の体験する内容を調理、保育スタッフ間で話し合い共有をしながら計画し

ていくようにする。 

2 計画・ねらい 食の循環から食の重要性・大切さを学ぶ 

実践予定内容 コンポストについて保育スタッフも理解を深め、子どもたちと活用してい

く。 

また、おいしい食事ができるまでにどのような人や仕事が関わっているの

かに気づくことで、食の生産から消費までに興味を持てるようにしてい

く。 

3 計画・ねらい 一つの食材から様々なものができることを知る。 

実践予定内容 大豆や小麦粉など調理、加工法で様々なものが作られることを学ぶ。 
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保健計画 

園児健康診断 年２回（6月・11月） 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導・手洗い指導・薄着のススメ・性教育 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

5月～9月 手足口病・ヘルパンギーナ 

6月～9月 アデノウイルス・咽頭結膜熱（プール熱）伝染性膿痂疹（と

びひ） 

10月～1月 マイコプラズマ肺炎 

10月～2月 RSウイルス感染症 

11月～6月 溶連菌感染症 

11月～4月 感染性胃腸炎（ノロウイルス・ロタウイルスなど） 

12月～4月 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

12月～5月 インフルエンザ 

12月～7月 水痘（水ぼうそう） 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

抗ヒスタミン薬･･･1名より預かり済み／事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在19名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については4月1日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 
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情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／6･11月 

歯科健診 年１回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 養護と教育が一体となった保育を目指し園内の環境を整える 

実践予定内容 個々の発達に合わせ、愛情豊かに応答的な関わりを大切にしながら、常

に環境の見直し、改善を行う。 

2 計画・ねらい 子どもたちが遊びこめる環境を整える 

実践予定内容 子どもたちの主体性を第一に考え、一人ひとりがじっくりと遊びこむこ

とができる場が保障されているかスタッフ間で連携を取りながら環境の

見直し、改善を行う。 

3 計画・ねらい 子どもと共に考える 

実践予定内容 話し合いの場に子どもを交え、共により良い環境を考えていくようにす

る。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 トンネル（乳児）  乳児室  毎日  

2 ジャングルジム 幼児室  毎日  
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3 L字パーテーション  保育室  毎月  

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 

防災 

危機管理マニュアルに則り、災害発生時には対応フローチャートに従う。 

防災計画に基づき、避難訓練を行う。 

2 実践予定内容 

ケガ事故防止 

危機管理マニュアルに則り、ケガ発生時には対応フローチャートに従う。 

事故防止委員会にてケガや事故の共有、検証、再発防止策を共有する。 

3 実践予定内容 

防犯 

危機管理マニュアルに則り、不審者侵入時にはフローチャートに従う。 

防災計画に基づき、不審者侵入訓練を行う。 

4 実践予定内容 

光化学スモッグ 

危機管理マニュアルに則り、光化学スモッグフローチャートに従う。ま

た、行政の連絡に従って対応する。 

5 実践予定内容 

熱中症 

環境省の熱中症予防情報サイトを随時確認し、子どもの活動が危険な時に

は屋外活動を避けるようにする。 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代の保育者を育てるため、また、実習生を受け入れることにより保育士自身が自らの保育を振

り返り、指導する力を身に付ける良い機会となるので、積極的に受け入れていく。保育士という仕事

の素晴らしさとともに、子どもの命をお預かりしているということを伝え次の世代を担う保育・福祉

の現場で活躍する人材を育成していく。 

受け入れる際には、全スタッフで暖かく迎え入れることができるようにし、不安なく過ごしてもら

えるようにする。 

 

1 実践予定内容 保育士志望の実習生の受け入れ 

2 実践予定内容 地域中学校と連携を取り、職業体験の受け入れ 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② ケガ・ケーススタディ 

③ 人権チェック・虐待防止

研修 

④ 子ども時代について 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

子どものケガに対する知識、応用、

人権・虐待防止に関わる研修、 

お互いを知り理解する 

5月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 接遇研修 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

接遇について学び自身の課題を見つ

ける 

6月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  得意分野を生かした研修 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

得意分野、学んだことの共有 

7月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  得意分野を生かした研修 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

得意分野、学んだことの共有 

8月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  得意分野を生かした研修 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

得意分野、学んだことの共有 

9月 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 得意分野を生かした研修 

③ 上半期振り返り 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

得意分野、学んだことの共有 

園目標事業計画の振り返り 

10月 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待防止

研修 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

人権・虐待防止に関わる研修 

得意分野、学んだことの共有 
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③ 得意分野を生かした研修 

11月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  得意分野を生かした研修 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

得意分野、学んだことの共有 

12月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  得意分野を生かした研修 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

得意分野、学んだことの共有 

1月 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 得意分野を生かした研修 

③ 下半期振り返り 

コンピテンシー自己採点、自己課題 

得意分野、学んだことの共有 

園目標事業計画の振り返り 

2月 18:00～20:00 策定会議 
来年度に向けてチーム作りの基盤を

作る 

3月 18:00～20:00 キックオフ 
来年度へ向けてチーム作りの基盤を

作り４月を迎えられるようにする 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域に開かれた保育園を目指す。保育士からの日常の挨拶はもちろんのこと、近隣公園での保護者と

の関わりや他保育園とのコミュニケーションなど丁寧にかつ、積極的に関わる姿勢を持つ。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：交通公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との交流 

地域小中高校生との交流 

異年齢交流 近隣保育園との交流 

小学校との連携 

地域拠点活動 子育て支援事業「ちきんえっぐ」 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。小学校との交流、見学、参加を通じて

子どもたちの就学がスムーズな連携の中進められるようにする。また小学校1年生の授業を見学できる

よう近隣小学校と計画を立て、1年生を知ることで逆算した保育を遂行することができるようにしてい

く。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

９月頃 山王小学校 1年 １５名予定 学校訪問 子ども間交流 

６月頃 山王小学校 1年 ３名予定 授業参観 スタッフ間交流 

２月頃 山王小学校 1年  １５名予定 学校訪問 こども交流 
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 要支援児計画 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

個々の保育計画を立て、見通しを持って保育にあたる。日々変化していく子どもたちの様子を観

察、記録し、全スタッフで共有し保護者とも共有しながら、どのスタッフでも保育ができるような体

制づくりを行う。 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：全正規スタッフ予定） 

支援の必要な子どもの様子、課題から支援の方向性の共有を行う。子どもの特性を生かすことがで

きるよう支援の経過伝え、連携をしていく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

5歳児の児童要録を作成し、小学校との連携、引継ぎを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回開催 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月1回開催 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：交通公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年９月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：17時00分 
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自己評価終了予定時刻：18時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、保育士、調理員 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 繋ぐ、繋がる保育 

振り返り 前年度の反省を生かし、目の前の子どもたちの成長を捉えながら見通し

を持った計画を立てるように心がけた。余裕を持った計画の準備、実行

に課題が見られた。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

23年度 目指す姿 やってみようを見つけよう 

重点施策 子どもたちが自分たちの思いを言葉で表現し、相手の思いに触れる体験

を繰り返し行える場を保障する。その中で、日々の活動や行事を子ども

たちが“やってみよう”と主体となり実践していけるようにする。保育

園が子どもたちによる、子どもたちのための生活を送ることのできる場

であるようにしていく。 

24年度 目指す姿 あたりまえの異年齢保育の実践 

重点施策 ワンルームという施設を活かし、子どもたちが自然に当たり前に異年齢

での交流を育み、関わり合う中で思いやりや心地よさ、遊びへの取組み

が実施されるよう、スタッフも担任の枠を超え、園全体の子どもたちを

見守り、援助していく。 

25年度 目指す姿 メリー★ポピンズ アトレ大森ルームならではの保育実践の公開 

重点施策 日々の保育の記録を振り返り、保育の質の向上を目指す。自園の様子や

取り組みを保護者様、地域へと公開し、目指す子育てを広め、知っても

らうことで、選ばれる園を目指す。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ アトレ大森ルーム 施設長 池田 エミ 
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２０２３年度 市川どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 基本方針 
子どもを真ん中に置いた教育を目指していく。その為、子どもを理解しようとする姿勢を大人が常に

意識していく。何かをさせる保育ではなく、一人ひとり個性と発達に向き合い、ありのままを受け止

め、子どもと共に成長していく共主体の意識を常に持ち合わせるスタッフ集団を目指していく。 

この意識は今後の社会を支えていく子ども達の「生きる力」を育むことに欠かすことのできない基盤

となる。 

幼児期からの途切れない教育の為に小学校との連携を大切にしていき、アプローチカリキュラムを保

育計画の中に落とし込み、根拠のある安定とした連携を図ることを目的とする。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

基本活動の日課、基本活動を理解し、保育に従事していく。子どもたちが主体的に活動できるように

保育者は子どもの姿を観察し自身の子ども観を磨いていくことを念頭におく。またその考えを周りに

アウトプットしていく機会を多く設けていく。 

子どもの権利条約、保育所保育指針の理解「大きな声を出さない」「子どもを否定しない」をスタッ

フ間の共通理解として保育にあたる。 

 

1 計画・ねらい ・子どもの姿に合わせた環境の設定を目指す 

・子どもの表情やしぐさ、言葉にならないメッセージを見逃さないよう気

持ちを受け止め、応答する保育を大切にする 

・子どもが選択できる保育の実践 

実践予定内容 子どもの成長発達や保証すべき体験を子ども主体で考えられるよう、日々

の昼礼の時間に振り返りを行い「子どもの姿の共有」を充実させていく。 

2 計画・ねらい 子どもの権利条約、保育所保育指針の理解 

実践予定内容 園会議、園内研修、昼礼の機会を活用し勉強会を設けていく 

3 計画・ねらい 「見守る保育」見る＝子ども理解 守る＝適切な援助の理解と定着を目的

とする。 

実践予定内容 園会議、園内研修、昼礼の機会を活用し勉強会を設けていく 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保育園と保護者の円滑な連携、また子どもの情報共有の場として保護者懇談会、必要に応じて、個人

面談を実施していく。 

子育て相談やコロナ禍での育児不安解消を目的した子育てに関する支援を行い、保育園と保護者が子

どもを真ん中において子育てできるよう支援していく。 

・延長保育の充実（夕食、保育内容）と緊急延長預かりも行う 

・個人情報の保護 

・感染症等（コロナウイルスを含む）の問題が生じた場合は多様な専門機関と協力し、保育者等

と保護者が共通意識を持って対応する 

・子育てや就労等の個々の事情に配慮し子どものための最善の利益を考えていく 
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1 計画・ねらい 保護者参加行事を通してコミュニケーションの充実を図る 

実践予定内容 保護者参加行事（任意参加）を企画し保護者との積極的なコミュニケーシ

ョンを図る 

2 計画・ねらい 子育て支援の発信 

実践予定内容 子育てスキル講座の紹介など、子育て等に関する様々な支援を行い、保護

者が主体的に育児を行えるよう、子育てのパートナーとして共に子どもの

成長を共有していく 

3 計画・ねらい 保護者の立場として考えるということを意識していく 

実践予定内容 保護者理解、保護者支援の観点を意識し研修を行っていく。単に知識の詰

め合わせではなく「保護者の気持ちになる」をキーワードにした研修をチ

ームで築いていく 

 

 

地域の子育て支援事業 

・子育て体験（保育体験月２回）を通して地域子育て支援活動を実施 

・地域子育て支援に関する情報の提供 

・青空保育毎月１回 

・勝手籠（無人無料フリーマーケット）設置 

新型コロナウイルスを考慮しながら地域の人と繋がり子育てしていくことを目指す。子育て支援の拠

点として、世代間交流（シニア交流・実習生を含む学生との交流・中学生の職場体験）地域子育て計

画を元に時代に合わせた子育て支援を展開していく。 

 

1 計画・ねらい 社内限定講座の活用 

実践予定内容 コロナ禍における子育て支援のやり方として、対面でなくても子育て相談

や子育て世代の繋がりを目的として支援事業を展開していく 

2 計画・ねらい 世代間交流（シニア交流・実習生を含む学生との交流・中学生の職場体

験） 

実践予定内容 地域に開かれた保育園を目指すべく、シニア交流・実習生を含む学生との

交流・中学生の職場体験の機会を大切にしていく 

3 計画・ねらい 子育て体験（保育体験月２回）を通して地域子育て支援活動の充実 

実践予定内容 地域に開かれた保育園として、スペースや時間を有効活用しながら地域の

保護者が安心できるような場所を目指していく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

子どもの人権、子ども基本法、子どもの権利条約を意識して保育を展開していく為、保育所保育指針

の理解を深め、チームとしての保育の質向上を目指していく。ドキュメンテーションやエピソード記

録といった内容をテーマに研修を行っていき、インプットとアウトプットの機会を多くつくってい

く。 

 

1 計画・ねらい 子育ての質を上げる会議と連動し、幼児教育について理解を深めていく 

実践予定内容 子育ての質を上げる会議、参加代表者と連携し勉強会を進めていく。ファ

シリテーションスキル向上も目的とし、学び合う集団を目指していく 
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2 計画・ねらい 子どもの権利条約、保育所保育指針の理解 

実践予定内容 園会議、園内研修、昼礼の機会を活用し勉強会を設けていく 

3 計画・ねらい 「見守る保育」見る＝子ども理解 守る＝適切な援助の理解と定着を目的

とする 

実践予定内容 園会議、園内研修、昼礼の機会を活用し勉強会を設けていく 

 

 

環境実施目標 

保育所保育指針 幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿の「健康な心と体」に着目し、子どもに

とって環境が安心でき居心地の良い空間になるよう整えていき、子ども大人も自らが環境に関わり自

発的に活動し様々な経験を積むことが出来る、共主体の環境を作っていく。 

 

1 計画・ねらい 物的環境・人的環境についての理解を深めていく 

実践予定内容 園内研修、環境勉強会にて理解の深め合いを行う。子どもの興味・関心か

ら環境の課題をみつけ、子どもが自ら考えられるような関りと、遊びの続

きがしたくなるような環境を目指していく 

2 計画・ねらい 発達（個別理解と発達段階）の理解、保育の質を上げていく 

実践予定内容 発達段階に合わせた関りを行うため、昼礼等で共有した子どもの姿から必

要な関りや発達を学んでいく 

3 計画・ねらい 清掃・美観を念頭に置いた仕組み作り 

実践予定内容 保育園で毎日過ごす、子ども、スタッフ、ヤギや鶏はもちろんこと保護者

や訪問者にとっても過ごしやすく居心地の良い場所となれるように日々の

清掃や美観に対して敏感になる 

 

 

就学に向けての取り組み 

・小学校との接続にむけた連携の重要を図る「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに

向かう力。人間性等」は中学まで共通化されることを念頭におき、【三つの柱】を保育者が理解し、

幼児期までに育って欲しい姿を含め、「環境を通して行なう教育」「遊びを通して学ぶ」ことを総合

的に保育の中で意識し行っていく。 

・保育園にける子ども達を取り巻く学習の形がどうなっていくのかを把握し、スタートカリキュラム

に繋げるため「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」を保育の中に落とし込む。 

 

1 計画・ねらい 7月頃 場所 鬼高小学校 交流会を開催 

実践予定内容 小学校へ足を運び小学生との交流をしていく。学校探検・授業体験を通し

て小学生へのイメージを持ち、期待感を持って就学を迎えられることを目

的とした交流会である。（新型コロナウィルスの影響を考慮して内容の可

能性有） 

2 計画・ねらい 7月頃 場所 市川どろんこ保育園 交流会を開催 

実践予定内容 小学生との交流をしていく。交流を通して小学生へのイメージを持ち、期

待感を持って就学を迎えられることを目的とした交流会である。（新型コ

ロナウィルスの影響を考慮して内容の可能性有） 

3 計画・ねらい アプローチカリキュラムの理解と充実 

実践予定内容 園会議、園内研修、昼礼の機会を活用し勉強会を行い、スタッフがアプロ
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ーチカリキュラムを理解し0歳からのアプローチカリキュラムを充実させ

ていく 

 

 

食育活動 

食育は厚生労働省「保育所における食事に関する指針」の通り、「食を営む力」として「おなかがす

くリズムのもてる子ども」「食べたいもの、好きなものが増える子ども」「一緒に食べたい人がいる

子ども」「食事づくり、準備に関わる子ども」「食べ物を話題にする子ども」の５つの子ども像を意

識しながら、どろんこ会の食育方針である（１）調理員・保育士・施設長はこどもと一緒に食べる 

（２）噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する （３）子どもが自分たちで盛付・配膳して

食べられる量を大人に伝えられるということを基本として食欲と意欲を育てる。以上の３点を大切に

し、子どもたちの食への意欲を高められるような関わりを目指していく。 

 

1 計画・ねらい 子どもが食に対して興味・関心が持てるよう日々の保育の中で積極的に食

育活動を取り入れていく 

実践予定内容 旬な野菜を取り入れたクッキングや、畑で収穫した野菜を素材の味を活か

し子どもたちに提供する 

2 計画・ねらい 調理スタッフとの連携を図りながら食育活動に力を入れていく 

実践予定内容 調理スタッフの積極的な保育参加により離乳食の進み具合や食事の状況を

確認、子どもたちの野菜への興味関心の向上。年長児は小学校へ向けた認

知能力の刺激といった部分の教育をしていく 

3 計画・ねらい 月1回の給食会議にて情報の共有を行う 

実践予定内容 離乳食の進み具合や食事の状況を確認し、発達に合わせた援助を行ってい

く 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 18人 18人 24人 24人 24人 120人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分  
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

パートス

タッフ 

保育士 15人 看護師 1人 栄養士 3人 

保育士 9人 補助 1人 事務 1人 

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 

月1回120分 保育所保育指針・アプローチカリキュラム・エピソード記

録についての研修・環境勉強会（物的環境・人的環境）・

発達勉強会・子どもの権利条約・子ども基本法 

給食運営会議 月1回 給食会議・アレルギー対応・衛星点検 

事故防止委員会 
月1回 他園自園の事故記録簿考察・インシデント考察・ヒヤリハ

ット考察 

ケース会議 月1回 子どもの様子の共有・関係機関との連携 

リーダー会議 随時 月案・週案ねらいの確認・様子の報告・課題の共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での課題解決・業務連絡 

施設長勉強会 月1回 意見交換・ディスカッションでの学び合い 

食育会議 年4回 
法人全体で給食改善を目指した意見交換・ディスカッショ

ン 

保健会議 年4回 

法人全体で園児健康管理業務改善を目指した意見交換・デ

ィスカッション・流行的感染性の把握・新型コロナウィル

ス対策 

主任会議 年4回 主任としての意見交換・ディスカッションでの学び合い 

子育ての質を上げる会議 月1回 
法人の保育の質向上の為の講義・意見交換・ディスカッシ

ョン 
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各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
法人全体で園児健康管理業務改善を目指し、各園が園会議で検討した事

項を元に開催する 

安全対策係 設備点検・人権チェック・衛生推進者の職務遂行 

防火管理者 
消防計画の作成と届け出・自主検査チェック（日常）避難・消火・通報

訓練の実施管理・防災対策・自衛消防隊の編成 

食品衛生責任者 衛生管理点検表・職員細菌検査実施・食品衛生上の管理 

畑係 畑活動に対しての発信・現状把握 

生き物係 生き物に対しての発信・現状把握 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者と一緒に連携しながら行う 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者等に見守られながら、好きな遊びを楽しむ 

・子どものそれまでの経験や発達過程に留意し、子どもの気持ちを受

容し、共感しながら継続的な信頼関係を築いていく 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

下半期 

0～1歳児 

・土や水等に触れ、全身で感触を楽しみ、感性を育む 

・安心できる保育者等の関わりの中で人への基本的信頼関係をもち、

人間関係の基礎を培う 

・個々の発達の状況を捉え、生命の保持と情緒の安定を図り、生活リ

ズムを作る 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

幼児保育 上半期 

3～5歳児 

・基本的生活習慣を身に付け、喜びながら意慾的に生活する 

・友達との繋がりを広げ、集団で行動する事を楽しむ 
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・異年齢で生活をする中で思いやりの心、協力し合う心を養うと共に

達成感を知る 

下半期 

2～5歳児 

・身近な環境や自然などに自ら関わり、様々な事物や事象と自分達と

の生活との関係に気付き、それらを生活や遊びに取り入れ、生活の

経験を広げる 

・小学校以降の生活や学習の基盤の育成に繋がることに留意し、創造

的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う 

（幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を考慮する） 

友達と歌を歌ったり合奏することで、ひとつの物を作り上げる楽しさ

を知るとともに、動きや言葉などで表現したり演じる楽しさを知る 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

【どろんこ会の食育方針】 

（１）調理員、保育士、施設長は子どもと一緒に食べる 

（２）噛む力を育て、素材を味わえる状態で提供 

（３）子どもが自分たちで盛付、配膳して食べる 

以上、の３点を基本とする 

・子どもの発達に応じた配慮を保護者と連携しながら行う 

・子どもの体調（食物アレルギーを含む）や文化の違いに応じた食事の提供をする 

 

1 計画・ねらい 子どもが食に対して興味・関心が持てるよう日々の保育の中で積極的に食

育活動を取り入れていく 

実践予定内容 旬な野菜を取り入れたクッキングや、畑で収穫した野菜を素材の味を活か

し子どもたちに提供する 

2 計画・ねらい 調理スタッフと連携を図りながら食育活動に力を入れていく 

実践予定内容 調理スタッフの積極的な保育参加により離乳食の進み具合や食事の状況を

確認、子どもたちの野菜への興味関心の向上。年長児は小学校へ向けた認

知能力の刺激といった部分の教育をしていく 
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3 計画・ねらい 月1回の給食会議にて情報の共有を行う 

実践予定内容 離乳食の進み具合や食事の状況を確認し、発達に合わせた援助を行ってい

く 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（６月・11月） 

歯科検診 年2回（６月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・手洗いうがい 

・歯磨き指導 

・性教育（年長児希望者のみ） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

夏頃…手足口病、ヘルパンギーナ 

冬頃…インフルエンザ、感染症胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･６名より預かり済み／ちきんえっぐ内冷蔵庫にて保管 

抗ヒスタミン剤･･･５名より預かり済み／事務室にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在２９名が研修受講し、修得済み 

 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在２９名が研修受講し、修得済み 

 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 
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不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／6月・11月 

歯科健診 年2回／6月・11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

子どもにとって環境が安心でき居心地の良い空間になるよう整えていき、子ども自らが環境に関わり 

自発的に活動し様々な経験を積むことが出来る環境や発達が保障できる環境を作っていく。 

保育室は温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、活き活きと活動出来る場所を目指していく。 

 

1 計画・ねらい 物的環境・人的環境についての理解を深めていく 

実践予定内容 園内研修、環境勉強会にて理解の深め合いを行う。子どもの興味・関心

から環境の課題をみつけ、子どもが自ら考えられるような関りと、遊び

の続きがしたくなるような環境を目指していく 

2 計画・ねらい 発達（個別理解と発達段階）の理解、保育の質を上げていく 

実践予定内容 発達段階に合わせた関りを行うため、昼礼等で共有した子どもの姿から

必要な関りや発達を学んでいく 

3 計画・ねらい 清掃・美観を念頭に置いた仕組み作り 

実践予定内容 保育園で毎日過ごす、子ども、スタッフ、ヤギや鶏はもちろんこと保護

者や訪問者にとっても過ごしやすく居心地の良い場所となれるように

日々の清掃や美観に対して敏感になる 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 タイヤ 園庭 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施。震度５弱

以上の際は園が情報を発信し、安否・施設状況・避難先を情報共有する体

制をとる。帰宅困難者対策を踏まえ、災害に備える。 

2 実践予定内容 事故防止チェックリストについて、年4回設備点検6回を行い、事故防止の

徹底を図る。 

3 実践予定内容 インシデント・ヒヤリハット報告の分析 

4 実践予定内容 法人内で事故報告を共有し、事故防止策を探る 

5 実践予定内容 年2回防犯チェックリストに従い、確認し合わせて不審者訓練を実施。訓

練は避難訓練・不審者訓練・通報訓練とし職員全員を対象とする 

6 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・光化学スモッグ注意報を把握

し、発令があった場合は内容にあった情報を発信する。園児・職員は室内

で過ごす。 

7 実践予定内容 安全対策係による、リスクマネジメント 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

今年度方針・テーマ 

・小中高生の保育体験、ボランティアの受け入れ 

・協働で進める保育実習 

受け入れられる実習生の不安な気持ちを受容して、応答的な関わりが出来るようにする 

実習体験からの学びを、学生と保育者と相互に対話を重ねて、確認する 

保育者は、実習指導を担うことでリーダーとしての力を身に付け、キャリアアップする 

実習指導での気付きが園全体の保育の質を上げる 

 

1 実践予定内容 近隣の養成校と連携をとり、実習生の学びの充実を図ると共に保育業界

の質を担保していく。 

2 実践予定内容 実習指導者は学生の指導を通して、自身のリーダーとしてのアウトプッ

トスキルやファシリテーションスキルを向上させる。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

発達段階、子ども理解という内容を念頭において研修を進めていく。子ども観の共有はスタッフのコ

ミュニケーション向上にも効果的であり「保育の課題」「大人の課題」というように極端に分けた考

えではなく「人対人コミュニケーション」を意識した勉強会を園内で行い、課題を自分たちで発見し

チームで解決に向けて進んでいけるような保育を展開できるようにしていく。 

子どもの成長や日々のエピソードの共有を保護者とも行い「子どもを真ん中においた子育て」を目標

としていく。 

毎月の園会議にてコンピテンシーの追及を行い「プロになる」「保護者の立場に立つ」について深め

ていき「計画・実行する」「判断する」も意識し、子ども観の振り返りや伝達の質等、子どもの成長

を保護者に伝える工夫について考えていく。 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月７日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  危機管理研修 

③  虐待防止研修 

「子どもの人権」についての虐待防止研修 

園内、園外ハザードマップの見直し 

5月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

② 見失い防止   

職員間で危険な箇所を室内外共見直し、安全に

努める。散歩ルートの危険箇所の検証と対策 

6月９日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境構成 

梅雨の時期の室内遊びの有効な過ごし方 

室内遊びの工夫、環境の見直し 

7月７日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びのリスクマネジメ

ント 

子どもを水遊びの危険から守るためのリスクの

共有 

水遊び、プールが始まる前の注意すべき点の共

有 

8月４日 18:00～20:00 ①  コンピテンシー自己採点 
熱中症や脱水症状といった夏に起こりやすい症

状の確認、対策 
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②  危機管理研修 

9月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  危機管理研修 

「見失い」「置き去り」を防ぐためのリスクマ

ネジメント研修 

子どもの姿の共有（現状把握と対応） 

10月6日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  見失い防止 

③  虐待防止研修 

虐待防止研修 

職員間で危険な箇所を室内外共見直し、安全に

努める。散歩ルートの危険箇所の検証と対策 

11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  感染症対策 

感染症を拡大させない為の対策 

室内清掃や嘔吐処理の再確認 

12月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  見守る保育 
エピソード研修、考察を行う 

1月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境構成 
環境構成の見直し、子ども観の考察 

2月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  第1回策定会議 

次年度の事業計画に向けた目標設定 

チーム保育研修 

3月３日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  第2回策定会議 

年間行事計画の作成 

畝研修 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

新型コロナウィルスを考慮しながら地域の人と繋がり子育てしていくことを目指す。子育て支援の拠

点として、世代間交流（シニア交流・実習生を含む学生との交流・中学生の職場体験）地域子育て計

画を元に時代に合わせた子育て支援を展開していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：遺跡公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・地域との連携を積極的に行い、多様な年齢層との交流の中で人と

の繋がりを大切にしていく。「物おじせず、誰とでも目を見て話

が出来る子ども」を育む。 

・お年寄りを大切にする優しい心を育む。 

異年齢交流 ・養成校とスムーズかつ教育的な視点で実習期間を過ごせるよう連

携していく。 

・職場体験という貴重な学びの時間を充実させるため学校側と連携

を取っていく。 

地域拠点活動 ・小中高生の育児体験受け入れ 

・実習生の受け入れ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 

・保育所保育要録の送付 

保育園で積み重ねられた子どもの育ち（保育所保育指針 第１章総則 「幼児期の終わりまでに育

ってほしい10の姿」をもとに）を、小学校での生活や学びに繋げていくことが重要と考える。 

以下計画について、コロナ禍における就学前支援の取り組みについて小学校と相談・協議を開始す

る。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

7月頃 
鬼高小学校  

1年生 
24名予定 

交流会（鬼高小校

庭） 
子ども間交流 

10月頃 
鬼高小学校  

1年生 
24名予定 

市川どろんこ保育園

（当園幼児保育室） 
子ども間交流 

2月頃 
大和田小学校  

1年生 
24名予定 

授業参観（大和田小

教室） 
職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

関係機関の機能を有効に生かし、子どもが健やかに成長すること、保護者が安心して子育てできる

ことを目指す。毎月クラス会議を行い、その都度どのように支援を行っていくかを話し合って進めて

いく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：施設長・主任・担当職員） 

施設長・主任・担当職員 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

個別支援計画を基に進級、小学校への引き継ぎを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（金）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（水）10:00～12:00 
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勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：遺跡公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年６月１５日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１３時３０分 

自己評価終了予定時刻：１４時３０分 

自己評価実施予定者：三幣、中村、小野田、永井 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 スタッフが保育の基本活動の目的や意味を理解しながら日課、基本活動

を丁寧に取り組む。スタッフ同士がお互いの考え方、価値観の違いを認

め面白がり、心理的な安全を感じながら、誰もが活き活きと挑戦できる

環境をつくる。Try＆errorを大切にしながら、一人ひとりの強みや特性

を活かした保育を行う。 

振り返り なぜ基本活動を行うのか、スタッフは基本活動について園会議、研修等

で学び、意見を出し合いながら理解、実践に努めた。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 子ども一人ひとりを受け止める個別理解、発達段階の理解の充実 

「子どもを真ん中におく」保護者との関係性 

重点施策 子ども一人ひとりを理解する為、日々の中でていねいにチームでの意見

交換を行う。 
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子ども理解の視点をアウトプットするためお迎え対応時や個人面談の機

会に保護者とのコミュニケーションを大切に行っていく。 

2024年度 目指す姿 園の課題をチーム力で解決できるスタッフ集団を目指す 

重点施策 毎月の園内研修にて自身の考えを発信できるよう、意見交換の機会を多

く設ける 

2025年度 目指す姿 園運営をスタッフ一人ひとりが自分事と捉え、主体的に業務を行い、自

律したスタッフ集団を目指す 

重点施策 トップダウンの園運営ではなく、スタッフ一人ひとりの特徴や子ども観

をチームで共有しリスペクト型マネジメントの考えを中心としていく 

 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：市川どろんこ保育園 施設長 築地 駿 
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２０２３年度 新座どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

法人理念…「にんげん力。育てます。」   

法人目標…「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

・どろんこ会グループの法人指針「私たちが育てる6つの力」① ケガをしない強い身体を育てる ② 自

分でできることを自分でする ③ 全ての人との関わりから判断・行動を身につける ④ 活動を選択

し、自分で考えて行動する ⑤ 生死を知る、食の循環を知る ⑥ 感じたこと・考えたことを表現す

る、を念頭に、日課・基本保育活動を見直し原点回帰を図り、生きる力のある心も体も逞しい子を

育てる。 

・新座市の自然に恵まれた環境の中でtry＆errorを繰り返し、突然の事象にも柔軟に対応できる子ど

も、体験したことや感じたことを表現することが好きな子どもを育てる。 

・子どもの姿を捉えた保育計画の作成をするために職員の学びを強化する。 

・共同的な遊びを深め、情動的スキル（自尊心や楽観性、思いやりや社会性、情熱、忍耐などの様々

な感情を自分でコントロールできるスキル）を育むために0歳児からの保育を考察する。 

・子どもの最善の利益を考慮し、保護者や地域に選ばれる保育園を目指し、必要なことを考察する。 

・「大人が教えねばならぬこと」を理解し、大人は子どもに背中を見せ、計画的に環境を用意し、一

緒に行っていく。 

 

〈日課・基本活動の充実と実施〉 

 異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム・散歩９時出発・ヤギと鶏の世話・畑仕事・

裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・銭湯でお風呂の日・青空保育 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 協働力を身に付け、次世代を生き抜く力を身に付ける 

実践予定内容 子ども同士がグループで話し合い、役割を分担し、一つのモノ・成果物・ 

ルールなどを創り上げる活動を実践する中で、合意形成エラーや感情コン 

トロールエラーを繰り返す経験からコミュニケーション力を養う 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画の作成 

実践予定内容 子どもの遊びを観察・理解・共有し、PDCAサイクルを用いて、子どもの

姿ベースで必要な経験を盛り込んだ保育計画を作成する 

3 計画・ねらい 小学校就学に向けて0歳児からの保育を考察する 

実践予定内容 ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を再度学びなおし、環境

の整備や保育者の関わりを意識して遊び込みから学び込みへ、後伸びする

力を培う 

・小学校1年生の生活を知り、逆算した保育を遂行する（アプローチカリ

キュラム作成） 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者の気持ちに寄り添った対応 

実践予定内容 保護者の立場に立ち、大切なお子さんを預ける不安を理解し、誠実さ、謙

虚さ、思いやり、感謝の気持ちを忘れず、安心して仕事ができるようサポ

ートしていく 

2 計画・ねらい いつ見ても気持ちが良い施設となる 

実践予定内容 美観を意識し、物の整理や片づけ、清掃をまんべんなく行っていく 

3 計画・ねらい お迎え３分対応内容の充実  

実践予定内容 夢中で取り組んだこと、成長を感じたこと、試行錯誤しながら取り組んだ

ことなど子どもの1日の様子を手に取るようにお伝えし、共に喜び、共に

悩み合える関係性を築く 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた施設となる 

実践予定内容 ・保育体験（自然食堂・自然学校・芸術学校） 

・子育て支援センター・園内・園庭開放 

・親子の情報交換・交流の場として保育園を開放する 

2 計画・ねらい 青空保育の充実 

実践予定内容 1人でも多くの親子が参加できるよう内容の見直しを図り、地域の子育て

拠点となる 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 大人の人間力UP 

実践予定内容 ・研修を受け学んだことを毎月1人、園会議でアウトプットし自己変革に 

つなげる 

・職員はMBOを設定し、上長と進捗確認をしながら目標を達成する 

・リーダー層は全体把握の目を養い、課題を抽出して、PDCAとともにOO

DAで継続的な質の向上を目指す 

2 計画・ねらい 同僚性を高める 

実践予定内容 ・子どもってすごい、面白い、といった楽しいエピソードを日々語り合

い、子どもについての発見の喜びを共有しながら、何でも語り合える風

土を作って いく。  

・リーダーを中心に同僚の特技を活かしあいながら、園内全体のモチベー 

ションを上げ、チーム力向上を目指す 

3 計画・ねらい 分野別リーダーの育成 

実践予定内容 ・美観リーダー…清掃のしくみや美観について月1振り返り継続していく 

・保育見直しリーダー…月1保育見直し委員会を開催し、保育上の課題を

議論し合う 

・畑リーダー…毎日の労働として子どもと一緒に取り組む中で、労働の意

味や理由が感じられるようPDCAサイクルで追求、継続していく 
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環境実施目標 

1 計画・ねらい SDGsを意識した生活をする 

実践予定内容 ・調理ででた野菜くずやヤギの糞、落ち葉をコンポストでたい肥に変え、

畑の野菜作りに利用する 

・畑で採れた野菜や給食で食べたフルーツからとれた種を発芽され、栽培

する 

・水道の水がどこからやってくるのか、紙がどうやって作られているのか

を子どもと一緒に考え、水の出しっぱなしや紙の無駄遣いなど、自ら資源

を大切にしようとする思考を育む 

2 計画・ねらい 焚火保育 

実践予定内容 ・火は暖をとったり、調理をしたり、人間が生きるために必要なものであることを

「火」の保育を通して豊かに体験していく 

・火を囲み、温かさ、ぱちぱちと薪が燃える音や炎のゆらめきを味わいなが

ら、自然と心が安らぐ体験をする 

・火起こし体験では、マッチを擦ってみたり、確実に火を起こすために落

ち葉や薪など様々な素材を火にくべることで、よく燃えるもの、あまり燃

えないものに気づいたりしながら、火に親しみを持つ 

・たき火でさまざまな調理活動体験をし、薪や枝を拾い、火を維持する経験

や空気を送ると火が変化すること、鍋が熱くなることなどに気づき、温か

いものを食べる喜びを実感する 

・火に関わることによる様々な気づきを大切にしながら、火の扱い方を間

違えれば危険なものになることや、火の始末を学び、付き合い方を体得す

る 

3 計画・ねらい 危機回避能力を身につける 

実践予定内容 ・自然体験の中で、自ら判断し行動できる「生きる力」を身につける 

・様々な体の動きができる運動あそびを環境の中に取り入れ、ケガをしな

い体をつくる 

 

 

子どもの表現力を培う 

1 計画・ねらい 表現する喜びを提供する（子どもの権利） 

実践予定内容 ・感じたことや考えたことを好きな時に好きな素材を使って思い思いに表

現を楽しみ、さらにはその表現を大事にされたり、思いを受容されたりし

ながら、造形表現を通して表現する喜びを感じる  

・造形表現は何かをつくることを目的としない 

2 計画・ねらい 豊かな感性を育む 

実践予定内容 ・自然の中で、一つでも多くの心を動かす野外体験ができるよう毎朝9時

に戸外活動を開始し、自分で考え行動してみる思考を育む 

・感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方に気づき、感じた 

ことや考えたことを表現することに意欲を持つ 

3 計画・ねらい 自己表現を尊重する 

実践予定内容 ・保育者は遊びや生活の中で子どもの様々な表現に気づき、まだしゃべれ

ない乳児や気持ちが上手に表現できない幼児の気持ちにも寄り添い、丁寧

な言葉で代弁することで言葉の獲得や言語表現の心地よさを感じる  
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・遊びの延長上にある表現活動は自由な空間で、異年齢児が混ざり、自由 

に自己表現を楽しめる場にする 

 

 

子どもの人権と子ども観を尊重した保育 

1 計画・ねらい ０歳児から人としてリスペクトし、自己決定を大切にした保育を実践する 

実践予定内容 ・職員は子ども観を共有し、子どものさながらの生活を重視する 

・大人はすべての子どもの気持ちを受けとめ、寄り添う 

2 計画・ねらい 子ども一人ひとりの発達に寄り添った保育 

実践予定内容 ・保育者は発達についての学びを深め、発達過程や個性を見据え、一人ひ

とりを尊重した保育を実践する 

 ・自分のやりたいことを年齢問わず主体的に参加できる環境を構築し、多

様性、育ち合いを重視する 

3 計画・ねらい 子どもの最善の利益 

実践予定内容 ・子どもの気持ちに丁寧に寄り添い、応答的な援助と見守る保育を実践す 

る 

・一人ひとりの子どもが自分らしく過ごせる生活が保障され、保育園は持

っている力が発揮できる場所となる 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 15人 15人 15人 15人 15人 81人 

 

 

開所時間     

７時００分～２０時００分 

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 13人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 0人 

再雇用スタ

ッフ 
0人 言語聴覚士 0人 臨床心理士 0人   

パート 
保育士 0人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 
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スタッフ 
用務 1人 

再雇用スタ

ッフ  
0人 嘱託職員  0人 嘱託医  2人 

言語聴覚士 0人 臨床心理士 0人     

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 提案と意見交換、園内研修、他会議報告、研修報告 

給食運営会議 月1回 食育活動について、食育計画、献立見直し、喫食状況確認 

事故防止委員会 
月1回 ヒヤリハット・インシデント・事故記録簿検証 事故検証

（報道や他園で起こった事故） 

ケース会議 月1回 支援を要する児の支援方法の検証 

リーダー会議 週1回 週案の共有、リーダー業務報告 

クラス会議 週1回 子どもの姿の共有、週案内容の検討、保育環境 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 各部署からの報告事項、業務報告、事故防止委員会 

施設長勉強会 月1回 施設運営に関すること、マネジメント、保育内容 

食育会議 年4回 食育に関すること、献立内容の改善・提案、喫食状況確認 

保健会議 年4回 感染症対策、各園の保健に関する取り組みの共有 

主任会議 年4回 
各園の課題改善アクションプランの進捗と共有、マネジメ 

ント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 
マネジメント・コンプライアンス・課題改善計画立案及び 

取組成果発表 
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各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

子どもの健康維持・温度・湿度・換気確認  

感染症発症の予防策を実施  

園内衛生区域（調乳室/調理室）と汚染区域（トイレ・オムツ交換場所 安

全と衛生管理 

職員の検便 

安全対策係 

避難訓練（毎月）、不審者侵入訓練（6月/12月 ）の実施と振り返り、 

設備点検（5月・7月・9月・11月・1月・3月の25日）、 事故防止自主

点検（4月・7月・10月・1月の25日） 

防火管理者 

消防計画作成と届け出  

安全対策係の任命  

自主点検チェック（日常）  

防災用備蓄の確認（6月・12月） 

食品衛生責任者 

衛生管理、点検作業実施  

食育会議計画と実施  

食育計画の作成と振り返り  

作業手順と作業記録の作成 

畑係 
・年間を通した食育計画の作成と実施 

・畑の管理 

写真係 販売用写真の選択 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの企画・運営とどろんこサポーターズとの連携 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・生理的欲求を満たし、それぞれのリズムで安心して過ごす 

・保育者との信頼関係を深める 

・環境とのかかわりの中で、好きな遊びや探索活動を十分に楽しみ、

友だちへの関わりの芽生えを促す 

下半期 ・様々な体験を通して感性を豊かにし、感じたことや気持ちを保育者
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0～1歳児 に受け止めたもらいながら、表現の喜びを感じる 

・身近な自然に興味を持ち、五感を使って楽しむ 

・保育者や友だちと一緒にいることで安心し、様々なことに興味・関

心を広げる 

・生活や遊びの中で、自分でやってみようとする気持ちに丁寧に寄り

添い援助する中で、基本的生活習慣が身につく 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢の中で保育者や友だちに親しみを持ち、他者と共に遊んだ

り、生活することに喜びや楽しみを見出す 

・ 興味関心をもったことに主体的に関わり、発見を楽しんだり、考え 

たりしながら、遊びに取り入れていく 

・ 様々な素材や画材に触れ、思いおもいに表現することを楽しむ 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢の関わりの中で、生活や遊びの達成感や充実感を味あう経験 

を保障する 

・遊びや生活の中で、自分の気づきや、考え、思いを、友だちと共有

しながら、互いに試行錯誤したり、創意工夫したりして、1つのものを

作り上げる 

・心を動かす様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造 

性の芽生えを培う 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

どろんこ会の３大食育方針 

（１）調理員・保育士・施設長はこどもと一緒に食べる  

（２）噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する  

（３）子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる 

1 計画・ねらい 畑での栽培を通して季節野菜を知り、収穫の喜び・日々の労働の大切さを

感じる 

実践予定内容 ・畑仕事を日課とする 

・収穫祭・採れたて野菜を味わう・採れた野菜を加工する 

2 計画・ねらい 食の循環を意識した保育を行う 
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実践予定内容 ・給食ででた野菜くずやヤギの糞、落ち葉で堆肥を作り、野菜を育てる 

・魚の解体 

・収穫した野菜を売り、売ったお金で苗や種を買い、再び野菜を栽培する

（金融教育） 

3 計画・ねらい 午前中に十分に体を動かし、お腹を空かして、意欲的に食事を楽しむ 

実践予定内容 ・給食は好きな人と好きな場所で好きな時間に食べられるようにする 

・自分の食べられる量を自分で盛り付け、残さず食べる 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（５月・１０月） 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行  

スタッフ健康診断 年1回  

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
歯磨き指導・感染予防・生活リズム・体の仕組み・性教育・鼻のか

み 方、トイレの使い方 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス  

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12月頃･･･感染性胃腸炎  

1月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 
ダイアップ･･･１名より預かり済み／事務室冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在18名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 

・職員の感染症に対する意識・知識の向上  

・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・ 手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 
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不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／5･10月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもの発達に応じた環境構成 

実践予定内容 ・子どもの姿をベースにその時の興味・関心にあった環境を常に意識

し、整備していく 

・一人ひとりの子どもの身体能力を把握し、遊びで発達を促す環境を整

備し、ケガをしない体を作る 

2 計画・ねらい 「自ら考え、自分から行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、 

他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室 

外ともに子どもが自発的に関わる環境の整備に努める 

実践予定内容 ・遊びが豊かになるために、自由に使える道具や素材を自分で選んで取

り出せる環境 

・科学的な好奇心を育む環境 

・豊かな戸外遊びの環境 

・協同的な学びが生まれ、発展・継続できる環境 

3 計画・ねらい 見通しを持って生活をする 

実践予定内容 ・日課、散歩、身の回りの片づけなど、自分で考え行動できる導線を整

備する 

・個別に必要な援助、声掛けをする 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 登りロープ 園庭 毎日 

2 見晴らし台 園庭 毎日 

3 やぎ小屋 園庭 毎日 

4 パーテーション 乳児室 毎日 

5 滑り台 支援室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 消防計画に基づき自衛消防隊を編成し避難訓練を毎日15日に行う。また、 

法人専用の「うちのこアプリ」にて災害時緊急連絡を使用し、園が情報を 

発信安否・施設状況・避難先を情報共有する体制をとる 

2 ケガ事故防止 ・ヒヤリハット共有と分析、インシデントの検証と対策 

・自園で起こった事故はその日のうちに事故防止委員会を開き、事故の検

証と対策を講じる。事故防止として他園で起きた事故について検証を行う 

・交通安全教室を実施し、交通マナーの基本を学ぶ 

3 防犯 年2回不審者侵入訓練を実施する。また、訓練は避難経路確保・不審者撃 

退・通報の訓練で全スタッフを対象とする 

4 光化学スモッグ ・光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響を把握する 

・光化学スモッ ク注意報の発令があった場合は内容にあった看板・貼紙等

を提示する 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

今年度方針・テーマ 

・依頼のある中高生の体験学習やボランティアを積極的に受け入れする。オリエンテーションでルー 

 ルや園内の案内を行い、安心して体験できるようにする。 

・保育・社会福祉系大学、専門学校等の保育実習に関しては、将来の人材育成であることを踏まえ 

 積極的に受け入れをし、目標を持って実習に励むことができるように丁寧に指導する。また、 

 保育実習指導を通して、職員自身の保育を見直す機会にする。 

 

1 実践予定内容 保育士養成校からの実習生の受け入れ 

2 実践予定内容 近隣中学校からの職場体験受け入れ 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

２０23年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  虐待防止研修 

③  危機管理研修 

④  日課の理解 

・危険予測・対策・職員連携につい

てディスカッションする 

・散歩のロールプレイング・日課の

確認と理解 

5月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② ポートフォリオ研修 

③ 子どもの人権を尊重した

言葉がけ 

・子どもを観察する目を養うために

保育者各々が子どもの姿をどう捉え

ているかポートフォリオを通して共

有する 

・子どもに必要な言葉がけと言葉選

びについてディスカッションする 

6月9日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水辺の危機管理研修 

③  心肺蘇生 

 ・水辺で起きうる事故を知り、マニ

ュアルの読み合わせと確認 

・肺蘇生術を学ぶ 

・水遊び・感触あそびがもたらす子

どもの育ち・夏の環境・取り組みの

ディスカッションをする 

7月7日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 保護者支援 

③  ポートフォリオ研修 

・「保護者の立場に立つ」について

ディスカッションする 

・ポートフォリオを通して子どもを

観察する目を養う 

8月4日 18:00～20:00 ① コンピテンシー自己採点 ・OODAループで環境を見直す 
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②  環境整備 

③  運動会 

・運動会のねらいについて 

9月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  リズム体操研修 

 ・リズム体操が子どものどんな発達

を促すのかの理解と実施 

10月6日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  日課の振り返り 

③  虐待防止研修 

・日課から見える子どもの育ちの共

有 

・見直し・クオリティを上げる取り

組み 

11月2日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  焚火研修 

③  子どもの人権（表現） 

・焚火の魅力とリスクを知る 

・焚火時のルールの確認 

・一人ひとりの子どもがありのまま

の姿を受け入れてもらい、様々な表

現で自分らしさを思い思いに表現で

きているかについてディスカッショ

ンする 

12月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  事業計画書振り返り 

・事業計画書を振り返り、課題点を

抽出し、次年度の目標をイメージ・

共有する 

1月5日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  保育の振り返り・スムー

ズな進級・4月までの生活に

向けて 

・保育の振り返り、4月までの保育に

ついてディスカッション 

2月16日 18:00～21:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  第一回策定会議 

・次年度の事業計画に向けた目標設

定 

3月2日 9:00～18:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  第二回策定会議 

・年間事業計画の作成 

・畝づくり研修 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

新型コロナ感染症対策と新型コロナ感染状況を見ながら、保育所保育指針に示されているように、子

ども達が自ら関わり、自発的に活動し、様々な体験を積んでいくことができるように配慮する。積極

的に園外へ出かけ、近所住民や異世代を含む様々な人との関わりの場を作っていく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：ほたる公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人ホーム「菜々の郷」に訪問する。老人の日つどいや園行事への 

招待・町内会活動に参加することで思いやりと感謝の心を育む 

（新型コロナウイルスの状況を見ながら先方と相談しながら実施す

る ） 

異年齢交流 小中高生の職場体験・ボランティア・幼少交流活動（小学校体験 ） 

を通して小学校・近隣保育園との交流を図る 

地域拠点活動 地域清掃活動・実習生受け入れ・園開放 

銭湯でお風呂の日 月1回 （3～5歳児） 
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 小学校との連携の計画 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

小学校への期待を膨らませスムーズに学校生活に慣れるように、一日の活動の使い方、安全への配慮

を組み込んだアプローチカリキュラムを立てる。また家庭や小学校と連携してスムーズに移行できる

ようにする 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

1月頃 第四小学校 1年生 15名予定 
小学校体験（第四小

校庭） 
子ども間交流 

12月頃 第四小学校 1年生 15名予定 
小学校の話（当園幼

児保育室） 
子ども間交流 

7,2月頃 第四小学校  1名予定 
ブロック別意見交換

会（第四小学校） 
職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

【個別計画の作成・見直し】 

・担当者が個別日誌を記載し、日々の様子から個別支援計画を作成する。 

・必要に応じて専門機関と連携し個別計画に盛り込む。 

  

 

〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 

個別日誌を基に要支援児の対応、個別支援計画の検討し、ケース会議で決定した内容を全職員に 

共有し園全体で支援していく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

保育園での生活の接続がスムーズになるように、保育所保育要録を作成し小学校へ届ける。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 
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実施項目 詳細 

園開放 

（月）～（土）9:30～16:30 

※新型コロナウイルスへの対応を新座市役所の規程に基づき実施

する。 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：ほたる公園にて開催 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年5月３０日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１０時００分 

自己評価終了予定時刻：１２時００分 

自己評価実施予定者：園長、主任 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・原点回帰。子どもの人権を尊重し、法人の理念に則った保育を丁寧に

行う  

・何でも語り合える風土・チーム力向上 

振り返り ・日課をはじめとした日々の保育の見直し、子どもの人権を尊重した保

育内容・保育者の関わり・物的環境を園会議やクラス会議で話し合い繰

り返し改善を図ってきたことで、子どもにとっての安全基地が増え、子

どもの表現する力が養われてきている。次年度も継続して更に日課の取

り組みのクオリティーを上げていく 
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・ 語り合いの風土が定着し、保育について議論し合える職員集団を目

指していく 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・子どもを真ん中におき、学び合い、語り合いができる園になる 

重点施策 〈保育〉・スタッフは子どもの気持ちや思いを受け止め、安心して主体

的に遊びや生活ができるよう見守る保育の実践を基本とする 

・子ども理解を図るため、子どもの姿を観察し、様々な記録や語り合い

を元に一人ひとりに必要な援助を職員間で共有し行っていく 

・子ども一人ひとりが主体的に遊び込める環境を常に課題とし、子ども

の姿ベースで見直しを図っていく 

・SDGsを意識できる活動を取り入れながら、子どもたちの中に根付く

ようにしていく 

・5歳児は、子どもたちで話し合い活動を決めていく経験をし、主体性

を育む 

〈子育て支援〉園に通う保護者が安心して仕事ができ、子育てのパート

ナーといて信頼していただけるよう、保護者の立場に立ち、誠意を持っ

て対応する 

2024年度 目指す姿 子ども主体の生活や遊びが定着する 

重点施策 〈保育〉・遊びや生活のルール、行事の内容など、5歳児は子ども同士

で話し合い、子ども主体の活動となるよう保育者はファシリテーターと

なり見守っていく 

・保育園は大きな家となり、年上児は年下児の世話や見本となり、育ち

あいの場となる 

・保育者は日々の保育を振り返り、子どもの遊びが継続・発展していく

よう、環境を模索し続ける 

〈子育て支援〉子どもの遊びのプロセスがどんな育ちとなっているかを

ポートフォリオやお迎時え時に丁寧にお伝えし、選ばれる園となる 

2025年度 目指す姿 スタッフ一人ひとりが保育を語ることができ、地域や保護者から愛され

る園になる 

重点施策 〈保育〉・新座の恵まれた自然環境の中で、1つでも多くの体験ができ

るよう環境や体験を提案・実践し、育ちを保護者に丁寧に伝えることが

できるプロ集団になる 

〈子育て支援〉地域の子育ての拠点として、子育て相談や交流がなどニ

ーズに合った支援をしていく 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月31日  作成者：新座どろんこ保育園 施設長 新居 一枝 
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２０２３年度 仲町どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
約３年の経済停滞期間を経て再開されたこの時代をどうやって生きていけるか、誰が予測できよ

う。私たち大人がやるべきことは、子どもたちがこの未曽有の世界を逞しく生き抜いていく大人にな

る為に必要なにんげん力育成のために、出し惜しみすることなく努力をせねばならない。常に今の私

たちに出来ることは何かを問い続ける必要がある。 

その為に今年度仲町どろんこ保育園では以下の方針としたい。 

 

【法人理念】 

「にんげん力。育てます。」 

 

【法人子育て目標】 

 「センス・オブ・ワンダー」「人 対 人コミュニケーション」 

 

【育てたい６つの力】 

① ケガをしない強い体を育てる 

② 自分でできることを自分でする 

③ 全ての人との関わりから判断・行動を身に付ける 

④ 活動を選択し、自分で考えて行動する 

⑤ 生死を知る、食の循環を知る 

⑥ 感じたこと・考えたことを表現する 

 

【仲町どろんこ保育園 基本方針】 

＝子どもも大人も成長が感じられる園生活・選ばれ続ける園＝ 

１， 子どもの人権を尊重しながら最大の利益を優先し成長を見守る為、大人は何をすればよいの

かを考え、その結果自身も成長できるよう考え抜く。 

２， 子どもの主体性を尊重する保育の実践をする。子ども自身が選択・決める環境を設定し、子

どもが援助を求めてきた際に保育者は援助する。 

３， 小学校1年生を見据え、子どもも大人も学び続け、井の中の蛙にならない。学び続けるからこ

そ技術が身に付き視野が広がり、心身ともに豊かになる。保育者はその環境設定を怠らな

い。 

 

保育内容の充実・質の向上 

「共有」を「丁寧」に実施することでリスクマネジメントを確実にすることを前提とし、基本となる

保育を進める。その上で、子どもにとって「大人になる為に必要なことは何か」を職員より考え抜か

れた体験活動を実施する。 

 

1 計画・ねらい 子どもも大人も「生き抜く力」＝にんげん力を育む 

実践予定内容 日課・基本保育活動の徹底と戸外活動時間の確実な確保。 

なぜ戸外活動時間を確保するかを明確にし、さくらさくらんぼリズム・雑

巾がけ・座禅を実施した上での９時散歩出発を実施する。戸外では子ども
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の主体性を尊重し、多くの体験を含む保育を実践する。 

大人は保育を通じ、学び続ける。 

2 計画・ねらい 食の循環・SDGsを考慮した保育の実践をし、子どもの環境への意識を育

む 

実践予定内容 食を通した環境への配慮、物を大切にする取り組みを実施する。 

コンポスト等を利用した畑活動を実施し、自分で育てた野菜等を使用した

食育活動を実施する（梅干し・梅シロップ・干し柿・干し野菜・味噌・ケ

チャップ等）。 

命をいただく活動を通し、食の循環を知る。 

3 計画・ねらい 小学校１年生を知り、そこから遡った保育活動の実施 

実践予定内容 国から発信されている幼保小接続の重要性を鑑み、連携プロジェクトを組

成しスムーズな接続となるよう取り組む。 

小学校１年生を見学し、教職員と会話を進め、大人になる為に必要なもの

について確認する。 

現在の自園の５歳児の状況を鑑みながら、遊びや生活を通して必要な活動

を実施する。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

子どもを真ん中に心を込めた「共育て」の実施。 

第三者の目線を持ち、職員自身が受けると嬉しい対応を考え実施する。 

1 計画・ねらい お迎え対応の質向上 

実践予定内容 前提：挨拶・笑顔 

 

『0.1.2歳児クラス』 

子ども一人ひとりの様子を手に取るようにお伝えする。 

 

『3.4.5歳児クラス』 

活動内容のみをお伝えし、ご家庭での会話作りのきっかけとなるようなキ

ーワード伝達をおこなう。 

 

幼児乳児クラス共に体調面や様子の変化等については、詳しくお伝えし家 

庭と連携を密に行っていく。 

また、お迎え伝達以外にも連絡帳やタイムライン、ポートフォリオ等を活

用しながら保育の様子をお伝えしていく。 

2 計画・ねらい 積極的に個別面談、支援を行う 

実践予定内容 年に1回の保護者面談とは別に、面談希望のある方や子育てについて悩み 

を抱えている保護者に対し、面談の機会を積極的に設ける。園としての解 

決策の提示や、保護者と一緒に時間をかけて解決を行っていくなど親身に 

寄り添う。 

３ 計画・ねらい 保育参加への呼びかけ 

実践予定内容 積極的に保育参加を呼びかけ、日頃の園での子どもの様子を見ていただく

ことで、園と家庭が共に子どもを真ん中に歩み寄る。 
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地域の子育て支援事業 

選ばれ続ける園になる為に、地域に園庭開放・子育て支援活動を積極的に実施する。 

1 計画・ねらい ちきんえっぐ行事の充実 

実践予定内容 積極的にちきんえっぐの活動を行い、保育園の存在や活動内容を地域へ発 

信していく。活動内容についても、コロナ禍を見越して屋外での活動や３ 

密に配慮した活動を企画していく。 

2 計画・ねらい 地域保護者への関わり 

実践予定内容 コロナ禍で周囲との関わりが減り、子育ての悩みを１人で抱えてしまう状 

況を作らないためにも、公園や園周辺等で子育て中の親子を見かけた 

際は積極的に声を掛け園庭開放等のご案内を行う。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

異年齢保育・インクルーシブ保育・子どもの主体性を重要視した保育を実施するなら、職員は常に自

分をブラッシュアップすることは忘れてはならない。それこそが保育が楽しく感じるための重要なポ

イントとなる。井の中の蛙にならないよう常に学ぶ姿勢を忘れてはならない。 

1 計画・ねらい 職員同士でスキル向上を目指して 

実践予定内容 個人で研修に参加するだけでなく、アウトプットにも力を入れていく。自 

身で学んだスキルや経験を活かし、職員が職員へ研修を行い技術やスキル 

を伝えていく。研修を主催する職員も学びになるため、積極的に募集を行 

い開催していく。また、自園で開催経験を積んでいくことで、今後法人内 

でも講師として研修を開催できることを目標としていく。 

 

 

環境実施目標 

異年齢保育・インクルーシブ保育の中で子どもが自分で選択し、協同性を育む。 

1 計画・ねらい 自分で選び・自分で選択する 

実践予定内容 散歩の行き先・遊ぶ場所を子ども自身が決める。 

「明日はこういうことをしたいからそれができる〇〇公園へ行きたい」を

子どもが発信・選択する。意見が割れた場合は子ども自身がプレゼンテー

ションを行い、多数決とする。 

2 計画・ねらい 生活や遊びを通して協同性を育成する 

実践予定内容 遊びや生活の準備・片付けを一緒に自主的に最後までやりきる。 

3 計画・ねらい 火・水・土を積極的に使用し、五感を使った活動の実施 

実践予定内容 火（焚火・クッキング）・水（川遊び）・土（どろんこ遊び）を積極的に

行い、集中力や危険察知能力等を養う。 

 

 

リスクマネジメントの徹底 

異年齢保育・インクルーシブ保育・見守る保育は全て、リスクマネジメントの徹底の上で成り立つ。

これを踏まえ、先ずは各職員が確実にリスクマネジメントを習得し、その上で子どもも大人も楽しめ

る保育を実施する。 

1 計画・ねらい 主体性保育の充実のために、安全・安心を前提とする。 

実践予定内容 「共有」を前提とし、怪我事故・インシデント・ヒヤリハット等の振り返
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り・ケース会議等を実施し、園の職員として必要なリスクヘッジは何かを

常に考えながら保育ができるよう対話をする。 

2 計画・ねらい 清掃・美観の徹底 

実践予定内容 第三者の目線を持ち、選ばれ続ける園となる為に常に美観を保てるよう清

掃・断捨離を実施する。 

 

 

利用者アンケートの内容質向上 

8月に実施される利用者アンケートは選ばれ続ける園としての指標となる。前年度比を上回る内容を目

指す。 

1 計画・ねらい 「ご利用中の保育園を他の人に勧めたいですか」項目で前年度比NPS5％

向上を目指す。 

実践予定内容 保育内容の充実、職員の確実なリスクマネジメントの実施、朝の受入れ

時・お迎え時の対応内容、笑顔、子どもの姿で前年度を上回る実践をす

る。 

2 計画・ねらい 求められる改善意見について真摯に対応する。 

実践予定内容 スピードを以って改善を進め、保護者会等で報告する。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 18人 18人 18人 18人 90人 

弾力運用人数は108名 

 

 

開所時間     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 14人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 1人 

事務 1人 

パート 

スタッフ 
保育補助 1人 用務 １名 
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 運営方針 
 

  施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育の振り返りや課題の抽出、改善に向けての議論 

行事の提案や振り返り、保育の質を向上に向けた研修 

給食運営会議 
月1回 食育活動の提案や振り返り 

食事環境についての振り返り 

事故防止委員会 
月1回 自園、他園の事故記録簿を活用し事故防止に向けての討議 

ハザードマップの見直し等 

ケース会議 月1回 要支援児について情報共有、対応検討 

幼児、乳児会議 月1回 子どもの姿や行事の振り返り、共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人より共有事項の確認及び討議等 

施設長勉強会 月1回 施設長の質向上に向けた勉強会 

食育会議 年4回 献立内容の振り返り、改善や提案。食育活動の共有等 

保健会議 年4回 感染症対策や衛生についての議論、共有 

主任会議 年4回 主任の立場からの保育運営や職員育成について 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上に向けた研修や議論等 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 子ども、職員の健康管理、園舎設備の衛生維持 

安全対策係 ハザードマップの管理、設備点検及び事故防止 

防火管理者 避難訓練、不審者訓練等の計画実施、自主点検等の管理 

食品衛生責任者 食の安全に関する管理及び維持。 

畑係 畑の年間計画の遂行、管理維持等 
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生き物係 ニワトリをはじめとする飼育物全般の管理、維持 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 
園主体としながらも、保護者ボランティアとも連携し準備運営を行って

いく。 

彩夏祭 
保護者が主体として準備運営を行っていくが、園としても最大限に協力

を行う。 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者との信頼関係を丁寧に築いていき、子どもが保育者に見守ら

れながら安心して生活を送る。 

・子どもの個々の発達を見極め、必要に応じた言葉掛けや援助を行

い、子どもの経験や機会を保障していく。 

下半期 

0～1歳児 

・子どもの心情意欲を汲み取り、気持ちに寄り添った環境構成を行っ

ていく。また子どもが自発的に試してみたいと思う環境を準備し保育

者が見守る中で十分に遊べるよう工夫していく。 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

・自ら学び考え楽しめるような環境構成や遊具の導入等を行ってい

く。保育者は側で見守り、必要に応じて援助を行うことで子どもの自

発的な行動を引き出していく。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢児で触れ合う中で互いに刺激を受け合いながら、自分たちで

解決し様々なことを学び成長していく。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２２年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 
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・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

園での食事時は子どもたちの「欲」が全面的に出る場面であり、そこでの異年齢・インクルーシブの

コミュニケーションとそのエラーの体験が重要と捉える。 

1 計画・ねらい 食材の流通経路や加工方法を知り、興味関心を高めていく。 

実践予定内容 三色ボードだけでなく、自園独自で作成した山川海の産地ボードを用い

て、食材はどこで収穫されているのかを知ることで、食材に対してより興

味関心を高めていく。 

2 計画・ねらい 給食の下処理や調理に積極的に関わりを持つ。 

実践予定内容 朝の活動時に野菜の下処理や米研ぎなど積極的に行っていく。 

定期的に保育室でお米を炊き、出来上がる匂いと共にお腹が空く体験を増

やしてく。 

3 計画・ねらい 保護者×食育支援 

実践予定内容 家庭での食に対する悩みを積極的に解決していく。食育だよりだけでなく

食育相談会や給食メニューの共有等も行っていく。また、調理スタッフも

積極的に保護者へ関わり、食に対する悩みへのアドバイス等を行ってい

く。 

４ 計画・ねらい 火×食材 

実践予定内容 調理の原点、直火を活用した食育活動を行っていく。直火ならではの不 

便さや香ばしい匂いを感じると共に、火の温かみや適度な緊張感も味わ 

う。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（６月・11月） 

歯科検診 年1回（11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
手洗い指導、歯磨き指導 

早寝早起き朝ご飯を推奨していく。 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス感染症 

感染予防のため手洗い消毒の徹底、3密に考慮した環境作りを行う。 

    

冬季頃･･･胃腸炎、インフルエンザ 

手洗いうがいの徹底、指導を行っていく。 

発作・痙攣等の対応のため ダイアップ･･･1名より預かり済み／事務所にて保管 
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の薬の預かり エピペン･･･1名より預かり済み／事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在22名が、研修受講済み。 

未受講の新入職員〇名については4月30日までに受講予定。 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在22名が、研修受講済み。 

未受講の新入職員3名については4月30日までに受講予定。 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルス感染症および他ウイルス感染予防のため、うがい

指導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 
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環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたちが自ら遊びを作り出せるような環境作りを行う 

実践予定内容 用意された環境ではなく、子どもが可動させることができる棚や大型ブ

ロック等を用意しておくことで、子ども自ら考えて環境を構成し遊び込

むことができるよう工夫していく。 

2 計画・ねらい 衛生・安全管理について 

実践予定内容 子どもが安心、安全に過ごすことが出来るよう、遊具や建具の点検や清

掃消毒を都度行っていく。特に子どもの帽子や歯ブラシの管理について

は一段と配慮し日光消毒等も行っていく。 

3 計画・ねらい 園舎の環境美化 

実践予定内容 早番、遅番で園舎内外の清掃点検を行う。 

施設長、主任が率先し朝の清掃等も行い、園舎の美観を意識した取り組

みを行っていく。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 乳児保育室/幼児保育室 毎週金曜日 

2 帽子入れ、荷物掛け、本棚 玄関ホール 毎週金曜日 

3 幼児テーブル 幼児室 毎週金曜日 

4 活動選択ボード 縁側 毎週金曜日 

5 お店屋さんごっこ台 幼児室 毎週金曜日 

6 木製テレビ・冷蔵庫 幼児室 毎週金曜日 

7 玩具棚 幼児室 毎週金曜日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 光化学スモッグ 朝霞市の情報をすばやく園内外の職員へ共有し、園外で活動している職員

についてはマニュアルに基づいた対応を指示する。また、園内についても

窓を閉め子ども達の健康状況について留意する。 

2 安全対策係 係を中心に避難訓練や不審者訓練等を行い、日頃から防犯に対する高め有

事の際にスムーズに対応できるよう意識していく。また定期的にマニュア

ルの読み合わせを行い、災害時における対応についての確認を行う。 

3 水辺のリスクマ

ネジメントネジ

メント 

川遊びの資格を有する施設長が講師となり、川遊びやプール遊びの際の事

故防止についての研修を行う。またプール活動時期前には事故が起きた際

のシミュレーションを行い、全職員が迅速に対応できるよう対策を行って

いく。 
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4 応急救命 救命資格をもつ施設長が中心となり、研修の中で蘇生方法や怪我の応急手

当法等を学ぶ。また、職員も積極的に上級救命等の講習へ参加し資格を取

得していく。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

〈1〉今年度方針・テーマ 

・実習依頼があった学校からは積極的受け入れを行い、実習生に寄り添った指導を心掛けていく。 

・近隣の中学校、高校から依頼があった際も積極的に受け入れを行い、教員と連携しながら安心して

体験学習を行えるよう配慮する。 

1 通年 養成校の実習生受け入れを積極的に実施 

2 通年 養成校の保育体験を積極的に受け入れ 

3 学校の長期休暇

（夏期休暇等）中 

小中高のボランティアの受け入れを実施し、保育体験を行うことで、保

育士の業務の楽しさを伝える。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

園長大学・保育士大学教材中心に、職員より今、何を学びたいかのニーズを出し合い学びを深める。

確実なスキルアップに繋げる。 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②保育品質マニュアル読み合わせ 

■命に関わる項目の確認 

■マニュアル確認 
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③ケガケーススタディ 

④人権チェック 

■人権チェック 

5月26日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

■主体性を尊重した保育実施の

ために必要なスキルアップ 

6月30日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②水の事故のリスクマネジメント 

■プール遊びや川遊びを想定し

たリスクマネジメント 

7月28日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

■暑い夏も活動できる戸外遊び

や室内環境設定を学ぶ 

8月25日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

■戸外活動の充実と見守る保育

実施のために必要なスキルアッ

プ 

9月29日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

③事業計画書の振り返り 

■表現活動充実のためのスキル

アップ 

■事業計画の進捗確認 

10月27日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②人権チェック 

③園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

■子どもの人権を尊重し、虐待

について学ぶ 

 

11月24日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

■要支援児・発達支援について

学ぶ 

12月22日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

■寒い気候でも戸外で遊ぶため

のスキルアップ 

1月26日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

■保護者支援について学ぶ 

2月22日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

③第1回策定会議 

 ■乳幼児期に育みたい力を学ぶ 

3月5日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園長大学®・保育士大学教材を

使用した研修 

 ■「生きる力」を育むために必

要な体験を学ぶ 
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③第2回策定会議 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成

計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

する。 

・法人内外部で実施される研修を見える化し、積極的に参加を募る。 

・新卒職員へ向けたフォローアップ研修を施設長が年２～３回行う。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

・コロナ禍だからこそ地域との繋がりを絶やさずに交流を行っていく。感染予防対策に配慮しながら

実施できる方法を模索していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回  あけぼの公園にて 
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商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との触れ合い 

（町内会、老人施設、園児の祖父母と昔遊び会 等） 

異年齢交流 小学生との交流、他保育園との交流会 等 

地域拠点活動 ちきんえっぐ、青空保育、町内会への参加 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

スムーズな小学校接続に向けて、近隣の小学校の協力を得ながら「職員間交流」「子ども間交流」を

進める。アプローチカリキュラムを作成し、小学校1年生に向けた逆算の保育を実施する為に必要な活

動を進める。 

 

今年度方針・テーマ 

・５歳児と小学校１年生との年間連携計画および報告書を作成運用していく。 

・実施の判断については新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、双方で慎重に判断していく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月17日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

7月頃 朝霞第八小学校 1年 24名予定 プール見学（学校） 見学 

12月頃 朝霞第八小学校 １年 24名予定 マラソン大会応援 見学 

1月頃 朝霞第八小学校  24名予定 WEB交流会 子ども間交流 

１月 近隣小学校 教諭 １名予定 幼保小連絡会 子どもの育ち共有 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

個別支援計画を立案し、具体的な対応を職員全員で共有していく。また保護者との面談を重視し、

子どもの成長発達を同じ視点で得られるようにしていく。 

すべての子どもと丁寧に関わり、安心して園生活を送ることができるよう援助していく。 
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〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：５名前後） 

配慮が必要な児についての共有や関わりについて職員間で話し合いを行う。 

職員間での共有をしっかりと行っていくことで、職員全員が同じ視点で保育が行えるようにしてい

く。 

 

進級引継、および、小学校への引継 

園児の姿、状況においては幼保小連携会にて各小学校の教諭へ引継ぎを行う。 

必要と感じられる場合は保護者に就学相談を進め、それぞれの小学校へ安心して通えるよう支援して

いく。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：あけぼの公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

平成２８年度受審 

 

 

園による自己評価の実施 

本年度における内部監査チェック表を用いたセルフチェックの実施はなし。 

コンピテンシーや人権チェックシートを活用し、自身の保育について振り返りを行う 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 ３カ年計画の具体化 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 ①リスクマネジメントに関し各職員が確実に実施できるよう学

びを深め、研究会を実施した。 

②「自分で決める・選択する」を重要視した。 

振り返り ①大きな怪我が少なくなり、火・水・土を使用した遊びでも子

どもが自分で自分の身体をケガから守れる意識が確立、遊びも

深まった。 

②自分で散歩の行き先等が自分で決められるよう進めたこと

で、自分の意思が確り伝えられるようになった。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 未曽有の社会を生き抜く逞しい力を備わった集団 

重点施策 ・リスクマネジメントの確立した上で、基本の保育内容が充実

している 

・日課・基本活動の完成と質の向上を目指し、知徳体を育む 

・小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

・新しいメンバーとのチーム保育の確立 

2024年度 目指す姿 2023年度に達成した姿を前提とし、安心して預けられる保育

園の地域ナンバー１となる 

重点施策 ・「子どもが自己選択すべきこと」「大人が教えねばならぬこ

と」の理解度を深め実践する 

・付加価値のある保育の実践 

2025年度 目指す姿 2024年度に達成した姿を前提とし、地域に選ばれ続ける保育

内容・スタッフの存在 

重点施策 ・子育て支援活動の積極的な実践（来園者数の増加） 

・ボランティア・実習生の受入を積極的に行い、地域に愛され

る上、採用活動にアンテナを張る 

・外部への積極的な発信 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：仲町どろんこ保育園 施設長 西村 貴子 
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２０２３年度 新羽どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
社会福祉法人どろんこ会の保育理念「にんげん力。育てます」及び、横浜市の「保育・教育宣言～

乳幼児の心持ちをたいせつに～今と未来を生きる子どもたちを育みます」に鑑み、子どもの育ちに関

する専門的知識を備えた職員集団として一人ひとりの子どもを養護と教育の観点から丁寧に見守りな

がら、保護者と成長の喜びを分かち合える関係性を構築していく。 

国の方針に則り、新羽どろんこ保育園・つむぎ新羽ルームが一つの組織として、共に協力しあい、

学び続ける文化の醸成を図りながらインクルーシブ保育を推進していく。 

（１）新羽どろんこ保育園 園目標 

  ☆ 主体的・意欲的に行動できる子ども 

     子どもの「やってみたい」「どうしたらできるかな」「なぜだろう」などの体験を通し

て自然・物・人・事象・生活などに積極的に関わる力を育んでいく。 

☆ 豊かな感性と表現力を発揮できる子ども 

      子ども一人ひとりの成長に合わせ、養護と教育が一体となった保育・教育を進め、安心

して自己表現を行う中で、自己肯定感を育んでいく。 

☆ コミュニケーションをとることが大好きな子ども 

       相手に思いを伝え、相手の気持ちを受け止め、人と関わる力や思考力など、「社会と関

わる人」として生きていくための基礎を培う。 

  （２）新羽どろんこ保育園 保育・教育のポイント 

   ア）異年齢保育を基本とする。室内、戸外を問わず、子どもが自分の遊びたい玩具、遊びたい

友だち、遊びたい場所、安心していられる場所を自ら決めながら主体的に遊ぶ中で、意欲・

心情・態度を培う。 

   イ）一人ひとりの子どもの自己表現を大切にし、自我の表出、自我の充実期を経てセルフコン

トロールする力を培い、幼児期に他者との関わりを深める中で、あきらめずに自己の目標を

達成する達成感、自立心、協同する喜びを味わわせる。 

   ウ）丘陵公園、見晴らしの丘公園など、自然を充分に味わえる立地条件を最大限生かし、『自

分で歩く』ことを主としながら、センス・オブ・ワンダーの神秘的、不思議さを思う存分体

験するとともに、様々な経験を通して、自分の身を守る術を体得させていく。 

   エ）丘陵公園の畑で子どもたちが育てたい野菜を自ら作り味わう経験、ヤギの糞や残菜の再利

用などから堆肥を作る体験をする中で、食の循環、仕事としての重要さを知り、作物の栽培

に取り組んでいく。 

   オ）乳幼児期の保育、教育の重要性がうたわれている中、小学校の教師と話しあい、小学校の

授業への参画など、アプローチカリキュラムからスタートカリキュラムの接続を鑑みて子ど

もたちの育ちを丁寧に見極めていく。 

   カ）保育参加、保護者会、個人面談の他に「どろんこトーク」を軌道にのせ、保育園の保育・

教育を発信する機会の充実を図っていく。 

   キ）商店街ツアーから広がる地域との関係、丘陵公園で農家の方に話を聞きながら行う畑仕事

など地域との関係をさらに充実させていく。 

   ク）障害のある子どもも障害のない子どもも一人ひとりが安心して、保育園での生活を送れる

ように丁寧な関わり、援助の充実を図るとともに、子どもが自ら成長しようとする力を大切

にし、保育園・つむぎが一体となって、インクルーシブ保育を追及していく。 
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保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 保育目標に向かうために、継続性・連続性を考慮した生活、遊びを遂行し

ていく。 

実践予定内容 職員同士が短時間でも次にどう進めるかを共有することにより、子どもの

気持ちから継続・連続した遊び、生活になっているかを日々、振り返る。 

2 計画・ねらい 子どもの主体性を重んじた計画⇔実践になっているかを様々な手法で考え

ていく。 

実践予定内容 WEB、リフレクション、リフレーミング、田の字法、ドキュメンテーショ

ンなどクラスにあったアクティビティを考えながら、実践を積んでいく。 

3 計画・ねらい つむぎ職員も含めて、保育士、栄養士、調理員、看護師、作業療法士、言

語聴覚士、用務がチームとして、保育内容の質の向上・充実を図る。 

実践予定内容 ・園内研修での様々な手法により、子どもへの応答的な対応を深めてい

く。日々の中でも、つむぎを含めたクラスとして、子ども視点に立った応

答的な対応ができているか、見守りが的確か、大人の関わりが子ども同士

の関係を妨げていないかなど、トライアル＆エラーをしながら子どもの見

方を高めていく。 

・生き物の世話、畑仕事、雑巾がけを子どもが自主的に行うために大人が

どのように関わっていくか、常に考え行動していく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 日々のお迎え時の対応は、保護者に子どもの姿がわかるように丁寧に対応

する。 

実践予定内容 ・伝えるべき事項は、もれなく伝達する。 

・担当が必ずしも保護者に対応することができないため、「元気でした」

「〇〇公園に行きました」だけではなく、その時間のその子のエピソード

を伝えるなどすべての職員が保護者との対話を大切にし、日々の姿から、

園目標に向かっていることを示していく。 

・その日の出来事を詳細に伝えられない時は、必ず、担当から時間を空け

ずに伝えることにより、日々の子どもの姿を保護者と共有していく。 

2 計画・ねらい ・保護者懇談会、個人面談の他、保護者から話が合った場合、すぐに日時

を設定して対応する。 

実践予定内容 ・保護者懇談会では、保育目標に沿って子どもがどのように成長している

かなどドキュメンテーションなどを用いプロセスを大切にした保育・教育

を進めていることを理解してもらう大切な共有の場にする。 

・一人ひとりの子どもに応じた対応や、子どもが安心して保育園生活を送

っていくために、保護者の子育て観に耳を傾けながらも、保育園で一番大

切にしている保育・教育を伝えていく。 

・年に1回～2回の面談の他、保護者から要望があるときは、期間中の子ど

もの姿の成長の様子や家庭での様子を聞きながら、その後の保育園の生活

に活かしていく。 

・保護者から申し出がった場合、即、面談日を決めるが、ある一定期間の

子どもの様子をすべての職員と共有し、保護者にも子どもの姿を話す中で

共有できるようにしていく。 

3 計画・ねらい 日々の保育の様子が保護者に理解できるように見える化を図る。 
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実践予定内容 ・ドキュメンテーションを用い、保護者に何らかの形で、子どもの継続的

な保育の様子を伝えていく。（各クラスのファイル、子ども参加のドキュ

メンテーションなど） 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育のさらなる充実を図る。 

実践予定内容 定期的に行っているが、集客数が増えない。様々な場所にチラシを準備

し、道行く方々にチラシを配布しながら、保育園を身近に感じてもらう取

り組みを行う。乳児が多いので、楽しく遊べるものを準備しながら「また

来たい」という気持ちになってもらえるようにするにはどうしたらよいか

工夫を重ねる。 

2 計画・ねらい 地域に当園があることをアッピールしながら気軽に来園してもらうように

する。 

実践予定内容 ケアプラザとの交流を進めた事や地域の保育園の子育て支援の事業などに

参加することにより、保育園を知ってもらう機会が若干増えたとはいえ、

保育園に遊びに来る親子が少ないため、散歩先などで常に声をかけ、来園

してくださった方にリピーターになってもらうように働きかける。 

3 計画・ねらい 園独自の地域向けの取り組みをひろげていく。 

実践予定内容 駐車場に、地域の方の取り組みの掲示をするとともに、保育園独自のチラ

シを商店街ツアーで連携が取れ始めたスーパー、店などにおいてもらうよ

うに働きかける。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 園目標に向かうための一人ひとりの年間の抱負、MBOを明確にしていく。 

実践予定内容 一人ひとりの年間の抱負は誰がいつでも確認できるように掲示を行う。 

個人のMBOは同じ目標を掲げている職員も多いため、共有しながら高めら

れないかを探っていく。 

2 計画・ねらい 園目標に向かって日々の実践が積み重なっているか、園内研修で様々なア

クティビティを使って検証していく。 

実践予定内容 年度当初に職員が考える行動計画（原理）に則った子どもへの対応、大人

同士の行動ができているかを常に職員同士が子どもの姿を話し検証してい

く。 

日々の取り組みをつむぎも含めたリーダーと確認しながら、園内研修で、

次につながるより良い方法を考えていく。 

子ども視点で応答的な対応、養護の丁寧さ、子どもの気持ち、一人ひとり

を大切にする保育など事業計画に則って計画をし、実践をしていく。 

3 計画・ねらい 子どもの姿について、ドキュメンテーションを使用し考察していく。（各

担当） 

実践予定内容 月1回のドキュメンテーションを作成するにあたり、子どもの声を記録し

子どもに視点を当てながら、大人の対応がどうかを振り返るようにする。 
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環境実施目標 

1 計画・ねらい 畑仕事、食材加工、ヤギなどの生き物の世話などの活動を継続的に行う。 

実践予定内容 畑仕事は、子どもが育てたい作物を中心に、種まきから収穫までのプロセ

スを大切に継続的に行い、子ども自身が活動を振り返りながら進めていく

ようにする。 

食材加工では、梅ジュース、梅干し、ケチャップ、桑の実ジュース、マー

マレードなど、子どもの希望を聞きながら年間通して行っていくが、変化

していくプロセスが子どもにわかるような展示の仕方をする。 

ヤギの世話は、異年齢で取り組みながら、年長児が仕事として意識を持っ

て取り組めるようにする。 

2 計画・ねらい 食材の循環サイクル、ヤギの糞の堆肥などを持続的に実行する。 

実践予定内容 給食調理における廃棄を減らす。残渣やヤギの糞などを子どもとともに有

効活用していく。 

園児の残渣をグラフ化することにより、子どもの喫食状況を把握し、工夫

することができないかを探っていく。 

3 計画・ねらい 子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子ども主体的な

活動や子ども相互の関わりを大切にする。 

実践予定内容 定型児、障害児がともに、人とかかわる力や感情をコントロールする力を

育み、自己肯定感を育みながら「自分が好き」という安心感を得る保育・

教育を遂行していく。 

自然とのふれあいの中で、環境の大切さを肌で感じながら、様々な原体験

を行っていく中で命について考えていく。 

 

 

子どもへの応答的な対応を追求する 

1 計画・ねらい 子どもに対応する際、指示、禁止、命令ではなく、子どもの気持ちを聴く

ようにする。 

実践予定内容 日々、子どもに対応するスタッフ同士で、子どもが意思決定できる言葉が

けを各クラスで記録し、振り返りを行う。 

2 計画・ねらい 子どもへ言葉がけをする際は、その子どもの近くに行き、小さな声で、何

に困っているか、大人はどうしてほしいかを語り合う。 

実践予定内容 どんな時も、遠くから大きな声で呼ぶことなく、小さな声でしっかりと一

人ひとりの子どもに気持ちに耳を傾ける。 

3 計画・ねらい リフレーミング、リフレクションを行いながら、スタッフの意思統一を図

っていく。 

実践予定内容 園内研修において、各クラスから持ち寄った応答的な対応の具体的な事例

を出し合い、子どもの気持ちを聴くとはどのようなことかを追求してい

く。 

 

 

チーム保育の充実を図る 

1 計画・ねらい 日々、どこかの時間で、つむぎと保育園の職員が子どもの姿、大人の対応

を振り返る時間を設ける。 

実践予定内容 打ち合わせの時間を設けるのではなく、それぞれが感じた良い点、課題に
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思った点を短時間で振り返ることを重ねていく。トライアル＆エラーは当

然と認識し、その日のうちにすべてを大人側の思いで判断しないように心

がける。 

2 計画・ねらい すぐに解決できない場合は、期間を設けて子ども側からの視点で考察を行

うようにする。 

実践予定内容 リフレクション、WEBなどを用い、様々な子どもの姿を抽出し、関わるす

べての職員の子どもの見方を反映することにより、子どもを多面的に捉え

ながら、良さ、課題を見いだし、スタッフが子どもを見守る際の配慮を検

討していく。 

3 計画・ねらい 業種を超えた関わりを確固たるものにする。 

実践予定内容 保育園全体で役割分担をする中で、様々な意見を考慮する中で、自らチー

ムを作っていくようにする。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 14人 16人 18人 18人 18人 90人 

 

 

開所時間 

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 9人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 5人 補助 0人 調理 2人 事務 1人 

用務 2人      嘱託医  2人 
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 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 コンピテンシー、行事確認、連絡事項、討議事項など 

給食運営会議 
月1回 運営マニュアルに則り、旬な課題を協議（SDGｓ、畑仕

事、保育士との連携も含む） 

事故防止委員会 

月1回 ・1か月間のヒヤリハット、インシデントを分析・検証 

特に検証しなければならない事例は時系列にて職員の連

携、役割分担のさらなる明確化を図る。 

・他園の事案を自園に活かし未然に事故の防ぎ方を周知す

る。 

・旬な項目（SDGs,プール遊び、感染症、下痢嘔吐など） 

ケース会議 
月1回 個別配慮児の状況及びスタッフの関わり方の確認、職員の

意識統一 

週会議・クラス会議 
適宜 指導計画、子どもの状況把握、職員の意識統一 

重要と思われる案件の確認 

保育園・つむぎリーダー

会議 

月1回 課題及び、スタッフ連携の進捗状況確認 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人からの重要事項・確認事項・検討事項、課題討議など 

施設長勉強会 月1回 
業務改善会議と連動し、施設長としてのマネージメント方

法、自園の運営、保育のスキルアップの共有など 

食育会議 年4回 
給食業務改善（衛生管理、SDGs、給与栄養目標量、食環

境、保育士との連携、園自治のための自立など） 

保健会議 年4回 

園児健康管理業務改善（危機管理意識の統一、課題協議、

マニュアルの統一化、保育士との連携及びみなし保育士と

しての看護師の役割など） 

主任会議 年４回 
施設長補佐、保育の質上げリーダーとしてのマネージメン

トの確立、スムーズな組織運営 

子育ての質を上げる会議 月1回 
リーダーとして、自園の保育の質を上げる要としての役割

の自覚 
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各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園児保健衛生管理、安全管理、環境衛生管理など 

安全対策係 避難訓練実行及び検証、環境安全整備、危機管理など 

防火管理者 
避難訓練計画作成、消防計画に則り、火災・地震・自然などの災害時対

応、不審者対応など 

食品衛生責任者 食品の安全に関わる整理や啓発・衛生点検など 

畑係 

・子どもの自主的な行動を援助する共主体を重要視し、年間で畑の管

理・維持など 

・子どもの畑仕事に対する意欲を鑑みながら、環境整備、職員全員が関

わる体制作り 

・SDGｓ、ヤギの糞などの堆肥作りを率先して指導、提案 

生き物係 

ヤギの世話、餌の発注などの管理及び環境整備、休日の職員の当番の確

認、 

子どもが自主的にヤギの世話をし、関わろうとする体制作り 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズの企画・検討・運営のサポート 

わくわく広場（港北

区）係 

子育て支援事業、区内他園と連携して、企画から実施し、地域子育て支

援ニーズに応じた支援の輪を広げる 

食育講座（JA港北） 共催事業 地産地消・地域食材への理解を深める 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・一人ひとりの子どもの生理的欲求を満たし、養護の重要さ、アタッ

チメントの大切さを認識し、子どもに共感する中で、安心して園生

活が送れるようにする。特に丁寧な養護的関わりに重きを置き、子

どもにきちんと「聞く」「聴く」を通して応答的な対応を行うよう

にする。 

・一人ひとりの子どもの発達状況を的確にとらえ、応答的な対応をす
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る中で、子どもが自ら育とうとする力を援助する。 

・一人ひとりの表現や発達に応じた自我の表出を大切に受け止めてい

く。 

・子どもの興味・関心を尊重し、自ら見つけた遊びやセンス・オブ・

ワンダーを充分に経験させる。 

下半期 

0～1歳児 

・物、人と自ら関わろうとする姿を大切にしながら、満足感や充実感

が得られるような生活や遊びを大切にする。 

・他児や周囲の人への関心が高まる時期と捉え、自我の芽生えを充分

に培う 

・写真でのドキュメンテーションでの振り返りに参加してみる。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・子どもの発達や興味・関心にあった環境構成のもと、子どもが主体

的に異年齢で遊ぶ中で、さまざまな経験を味わわせる。環境を整え

ていく中で、一人でいたい子ども、集中して遊びたい子どもの気持

ちを考慮し、落ち着いた空間の中で過ごせるようにする。 

・生活習慣においては、異年齢の力を借りながら自主的に行動する力

を培う。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢で触れ合う中で、互いに刺激を受けあいながら、自分たちで

解決しようとする姿が多くなり、生活や遊びの達成感や充実感を味わ

わせる。 

・友だちとの関係の中で、さまざまな葛藤を経験しながら、約束事や

ルールを自ら考えていく力を培う。 

・自己肯定感を充分に培われた年長児が、自ら積極的に活動し、年下

の子どもの生活を手伝うとともに、その姿を年下の子どもが学び、自

ら同じように周囲に関心を向けて、自分でできることをしようとす

る。 

・特に、年長児を中心に、生き物の世話、雑巾がけ、畑仕事を仕事と

して、自主的に行う姿が見られる。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 子どもが意欲的に食事に向かい、食することを楽しむ。 

実践予定内容 ・幼児はバイキング方式をとり、子どもが、好きなものを好きな友だちと

好きな場所で楽しく食事をする。 

・0～2歳児においても子どもの意思を尊重しながら食を進め、発達を見極

めながら、自分で食べたいものを自ら取り分ける経験をする。 

・子どもが空腹感を感じ、自ら食事ができるよう、遊びこむ重要性を基に

食事への関心を広げていく。 

2 計画・ねらい すべての職員がプロとして専門性を活かしながら、子どもが自主的に食事

を楽しめるように食育を進めていく。 

実践予定内容 ・保育士、栄養士、調理員など、どの職員も子どもと一緒に食事をする中

で、お互いが課題を見いだし、給食会議で検討していく。 

・子どもが好まない献立、残食など、調理員はどのような工夫が必要か、

保育士はどのような対応が重要かなど、常に、子どもの姿を語り合ってい

く。 

3 計画・ねらい クッキング、畑での作物つくり、伝承的な取り組み（梅干し・みそなど）

を行うとともにSDGｓの観点からのコンポスト、ヤギの糞などを活用した

堆肥作りを子どもと一緒に行う中で、持続的、継続的な保育の取り組みを

行う。 

実践予定内容 ・クッキングは、その日だけの取り組みとせず、調理員と保育士が共にね

らいを基に話し合いながらプロセスを重視した取り組みを行う。 

・堆肥については、係が中心になって行うが、すべての職員が意識を持っ

て子どもとともに取り組むようにする。 

・残渣を減らすための取り組みは、データーを基に、四半期ごとに検証し

ていく中で、次期につなげられるように検討していく。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・歯磨き指導（6月・11月） 

・手洗い指導（6月・11月） 

・目の話（10月） 

・耳の話（3月） 

・性教育（12月頃・・・年長児対象） 

流行が予測される感染症 
通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 
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7月～9月頃･･･プール熱・流行性結膜炎 

11月～3月頃･･･ノロウィルス・感染性胃腸炎 

12月～2月ころ・・インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･１名より預かり済み/冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在22名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員5名については4月7日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員5名については4月14日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、園児、職員共

にうがい・手洗い、また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回/4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回/4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 

不審者侵入訓練 年2回/6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回/5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表/毎日 毎日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表/毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿/毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全ｽﾀｯフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認/保険証期限確認 

年2回/4･10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 

児童健康診断 内科健診 年2回/6･11月 

歯科健診 年2回/6･11月 
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運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回/4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 「自ら考え、自ら行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、他の

子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内、室外と

もに子どもが自発的に関われる環境設定を行う。 

実践予定内容 ・子どもの意欲を見極めながら、共主体の観点から道具や材料などを随

時準備していくが、常に発達にあっているか、デッドスペースはないか

などを見極めていく。 

・異年齢が混ざり合う環境の中で、発達の差を考慮した環境設定になっ

ているか、子どもが遊びこんでいるかなど、WEB,デザインマップなどを

用いながら考察していく。 

2 計画・ねらい ゾーン設定や玩具の安全性を常に確認しながら、発達にあった遊びの取

り組みを行っていく。 

実践予定内容 ・玩具の破損や材料の確認、設置場所は安全かなど、各担当が常に把握

を怠らないようにしていく。特に園庭の玩具は劣化しやすいために、常

に各自が意識し破損しているものはすぐに取り除くようにする。 

・それぞれの職員が互いに環境に興味関心を落ち、アドバイスをしあい

ながら多面的に環境をとらえていくようにする。 

3 計画・ねらい 保育中の安全対策や衛生管理などの職員の共通理解や体制作りの強化を

する。 

実践予定内容 ・保育中の事故防止のため、子どもの心身の状態を踏まえつつ、施設内

外の安全点検に努める。 

・睡眠時、プール活動時、水遊び時、散歩時、食事時、歯磨き時などの

場面では、重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体性、自

主性を大切にしつつ、室内外の環境に配慮し、チーム保育に努めるとと

もに、日常のヒヤリハット、インシデントをその都度、検証していく。 

・園児の個人用の帽子、歯ブラシなどは、衛生管理に特に配慮し、常

に、同じ場所に清潔に保管できるようにする。 

・事故防止チェック、設備点検など確実に行い、不備がある場合にはす

ぐに対応し、全職員に周知する。 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ロフト 1,2歳児室 毎日 

2 パーテーション 各保育室 毎日 

3 帽子入れ 幼児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 ・厚労省、法人の運営マニュアル・保育品質マニュアル、自治体条例など

に基づいて的確に行動する。 

2 実践予定内容 ・安全対策係・避難訓練係を中心に、災害・防犯などに対する意識を高め

る。災害は突然発生するので、日頃より、シミュレーションを行い、自治

体のハザードマップを活用しながら各種、訓練を行う。 

3 実践予定内容 ・事故、怪我においては、心身ともに苦痛を負った子どもと保護者の気持

ちに誠意をもって対応する。 

4 実践予定内容 ・怪我などの事故が起こった場合には、どこに原因・要因があるのか時系

列のもと、職員一人ひとりの行動からチームとして考察する。 

5 実践予定内容 ・過去の事例や予測される事故例に自園での課題を見いだし、行動を検証

し、職員全員の意思統一を図る。 

6 実践予定内容 ・ヒヤリハット、インシデントの事例はグラフ化するとともに、ピックア

ップし、事故防止委員会で検証していく。 

7 実践予定内容 ・不審者対応については、年2回行っているとはいえ、日々の生活の中

で、それぞれの職員が常に意識し、素早い行動がとれるようにする。ま

た、施設長、主任などのリーダー格の不在時を想定し、自ら判断し行動が

とれるようにシミュレーションしていく。 

８ 実践予定内容 ・有事の際は、地域の防犯マップに則り行動する。 

９ 実践予定内容 ・光化学スモッグ注意報や熱中症アラートが発令された場合は、直ちに園

児、スタッフの安全性を第一に行動する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

保育園は地域の社会資源であり、地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れは社会的

責任がある。そのため、地域におけるボランティアの養成とともに、次世代を担う保育・教育・福祉

の現場で活躍する人材を育成するために、依頼があれば、誠意をもって受け入れながら、自園の職員

もともに勉強する観点を大切にする。保育・福祉の養成校で勉学を積んできた学生が、将来、保育現

場で働きたいという希望が持てるように配慮し、応援していく。 
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1 実践予定内容 実習生に対しては、若手職員と話す機会を多く持つとともに、実習期間

いつでもなんでも話せるようスタッフを決め、子どもと遊ぶことが楽し

むことを第一とする。その中で、法人の理念、保育園の保育目標をわか

りやすく、子どもの視点からみる重要性を伝えていく。 

2 実践予定内容 新羽高校の継続的な関係を大切にし、保育園に来園してもらい園児と遊

んだり、「保育士の仕事」の授業を受け持ったり、高校を訪問する中

で、将来、保育士になろうとする生徒の姿勢を大切にする。また、教師

との連携を深め、保育園から高校生までの成長の連続性の重要性などを

話し合う。また、大学、専門学校に行く学生のために、ボランティアを

積極的に受け入れる。 

3 実践予定内容 中学生の職業体験などを積極的に受け入れる。また、実習生、高校生を

いつでも保育園に継続して来園してもらえるように言葉がけをしてい

く。 

卒論や研究テーマとして来園する学生も、積極的に受け入れていく。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本研修 

 ・安全計画研修 

 ・虐待防止研修 

 ・人権チェック研修 

5月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 
リフレクションの意義  
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6月23日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 
 子どもへの応答的な関わり① 

7月28日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 

 子どもの意欲・興味・関心からとら

えた夏の遊びの工夫 

8月25日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 

 環境構成（戸外遊びと室内遊びの連

動、共主体の観点から） 

9月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 

 チーム保育から子どもの育ちを検証

する 

10月27日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本研修 

 ・事業計画進捗状況確認 

 ・虐待防止研修 

 ・安全計画研修 

 ・人権チェック研修 

11月24日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 
 子どもへの応答的な関わり② 

12月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 

 チーム保育の課題と今後の取り組み

（子どもの視点から） 

1月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 
 個人のMBOと施設の目標の連動性① 

2月23日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 

 個人のMBOと施設の目標の連動性②

次年度に向けて 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 
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リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 保育園・つむぎの一体化を図った取り組み 

２０２３年度より、スタートする保育園・つむぎ併設園での一体化において、それぞれのMBOを組

織全体のものとし、連権を図りながらお互いが高めあっていくため、つむぎ施設長とともに、さまざ

まな課題を共有しあいながら同じ視点でスキルアップを図っていく。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

青空保育は定期的に開催し、保育園を知ってもらう機会を設ける。また、地域の資源を保育に取り

入れ、農家の方との交流、丘陵公園での草取り、新羽小学校文化スポーツクラブの会合、その他、商

店街ツアーを通じて地域の方々とのさらなる広がりを持つ。 

港北区内の他園との交流、エリアで開催される子育て広場（ニコニコ広場）、港北区中部エリアの

保育情報「保育の輪」などに子ども、職員とも積極的に参加をする中で、保育園とのつながりを深く

する。 

高齢者施設（ニューバード）、ホームひかり、ケアプラザなどの交流を経験していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：新田公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 月１回程度、幼児対象で老人ホーム訪問、ケアプラザ訪問 

異年齢交流 他保育園児との交流、新羽高校との年間通じた交流（保育士希望学

生対象）体験学習受け入れ 

地域拠点活動 各保育室において、ちきんえっぐ・園庭開放、青空広場、わくわく

広場参加、 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 



20221215版 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

横浜市港北区の幼保小連携事業及び小学校と相談・協議を行いながら、小学校との連携を実施す

る。小学校見学・教師の保育園来訪などを通じて、交流を行っていく。また、幼保小連携会議に参加

し、スムーズな小学校への接続を行っていく。 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を3月24日（金）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

8月頃 
新羽小学校  

 
1名予定 

保育園見学（新羽ど

ろんこ保育園） 
職員間交流 

8月頃 
新羽小学校  

 
数名予定 

運動会見学（新羽

小） 
学校見学 

2月頃 
新羽小学校  

1年 
17名予定 

授業参加（新羽小教

室） 
子ども間交流 

 

 
 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

年度当初に要支援児の個別支援計画を立案し、子どもの変化や人との関わりの変化を毎月１度、職

員同士で検証し、共有することによって、同じ視点に立って子どもを援助できるようにする。また半

期で総合的に見直しを図り、後期の支援計画へと継続的に立案していく。また、保護者と面談を行う

際には、それまでの子どもの様子をWEBで示すなど、子どもの成長の見える化を行い、子どもの成長

をどのように支援をしていくかを共有し保護者と両輪となって子育てをしていく。インクルーシブ保

育を視点に、集団と個、異年齢児と個の対応を丁寧に行いながら検証していく。保育園生活を安心し

て過ごしながら、他児とかかわる経験を通して、自ら発達しようとする力を見守っていく。職員が研

修を受講する中で、さまざまな手法で全職員が一人ひとりの子どもを多面的に捉える手法を大切にす

る中で、共通理解を図り、主訴を明確にしながらスモールステップでほんの先の見通しを持って、保

育・教育を行っていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：１０名予定） 

ケース会議は、月１回行うが、子どもの姿の気づきが図られるように、前準備を重要視し、当日参

加できない職員も一人ひとりの子どもの様子、対応の仕方を概ね理解できるようにする。 
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進級引継、および、小学校への引継 

全ての子どもに対してすべての職員が保育・教育にあたるという原則において、日々の子どもへの

対応を重視し、進級時には、子どもの育ちの確認と発達に応じた対応の仕方を明確にしていく。 

小学校への引継ぎは、保育所保育要録以外に、保護者との確認の基、一人ひとりの子どもが安心し

て小学校での生活が送れるようにと引き継いでいく。保育園との生活との異なる学校生活において、

子どもが不安や困りごとを感じている時の保育・教育としての対応の仕方は丁寧に引き継いでいく。 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：新田公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

評価会社名 株式会社学研データサービスにおいて、２０２１年度受審すみ 

 

 

園による自己評価の実施 

2023年2月21日22日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：13時30分 

自己評価終了予定時刻：14時30分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、各担当リーダー、若手職員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 ・子どもの姿から、期ごとに、室内環境や散歩先の環境に何が必要か、

子どもが遊びこめていないものは何かなど見極めながら、環境の見直し

を図る。 

・戸外の遊びをどのように室内に継続して取り入れていくかを子どもと

ともに考えながら環境を設定していく。 

振り返り ・各クラス、異年齢とも、職員が連携をしあって、室内に必要な環境を

準備することができる。反面、振り返りの弱さがあり、継続したいも

の、子どもの意欲興味から新たに準備するものが職員間の連携の不充分

さから曖昧さもあり、来季への課題である。 

・園内研修により、幼児は乳児のクラスを見てアドバイスをし、戸外で

の経験をどのように室内にいかすかを考える機会を設けた。その結果、

前年度のように自然物を持ち帰ってそのままにする傾向が減り、室内で

箱庭を作ったり、バーベキューにいかしたり、製作に取り入れたりする

姿もみられはじめ、子どもが自ら遊ぶ姿が多くなる。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 保育園・つむぎの職員が一つの組織としてスタートする挑戦の年とし

て、試行錯誤をしながら一人ひとりの子どもの成長を語り合っていく。 

重点施策 ・指導計画、各種打ち合わせは、保育園・つむぎの職員がともに混じり

あった状態で行っていく。子どもの姿から、何が成長してきているか、

何が課題で、大人は子どもの気持ちを第一にどのような対応をしなけれ

ばならないかをポイントにし、大人が先導しないようにする。 

・お互いが短時間で思いを伝え合うための方策をそれぞれが見いだして

いく。（WEB,ヒートマップ、デザインマップなど、日ごろの様子を視

覚化する術をもちいる） 

2024年度 目指す姿 チーム保育の基、保育園・つむぎの方針・目標に向かって、誰もが日々

を充実させようと行動する。 

重点施策 ・日ごろの子どもの姿を保育園、つむぎの職員問わず、誰もが話題にす

る事が増え、大人の言葉がけ・対応がすべての子どもに及ぼす影響を考

えられる職員集団になる。 

・大人が必要な場面で積極的に行動、対応を行う中で、常に穏やかで落

ち着いた雰囲気が構築される。 

2025年度 目指す姿 保育園・つむぎの職員がともに一スムーズに行動し、真のインクルーシ

ブ保育・支援を行える一つの組織となる。 

重点施策 ・職員同士が、一人ひりの子どもの姿から応答的な対応、環境などの課

題と方策を見いだしながら一日の生活を進めることができる。 

・午後の支援の時間は、つむぎ職員が継続的、連続的な活動を行う中

で、保育園の子どもたちも積極的に参加できるような仕組みができる。 

以上 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：新羽どろんこ保育園 施設長 黒川 裕子 
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２０２３年度 清瀬どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
予測困難な厳しい時代を生きていかねばならない子どもたちが「生きる力」を持ってよく生きられ

るように、家庭との連携の下に子どもの人権を尊重し、個々の状況や行動、発達を踏まえながら子ど

も自身で考え、行動ができるための環境を設定し最善の促しを行っていく。 

大人は、子どもたちの「生きる力」を育むため、学び続けることで「にんげん力」を高めていく。 

 

【社会福祉法人どろんこ会 理念・目標】 

子育て理念：「にんげん力。育てます。」 

子育て目標：「センス・オブ・ワンダー」「人 対 人コミュニケーション」 

 

育てたい6つの力 

①ケガをしない強い体を育てる 

②自分でできることを自分でする 

③すべての人との関わりから、判断・行動を身につける 

④活動を選択し自分で考えて行動する 

⑤生死を知る、食の循環を知る 

⑥感じたこと・考えたことを表現する 

 

【清瀬どろんこ保育園 方針】 

・子どもの最善の利益を考慮し、支えを必要としている子どもを助けるタイミングをはかりながら注

意深く公平公正に観ていく。 

・遊ぶ相手、場所、内容、時間などの見通しを立てながら主体的に行動できるよう、子どもの動線や

発達に配慮した環境をつくる。 

・保育者等は、子どもが環境との交流を持ち始めるまでは積極的に、交流が始まったら消極的に接し

能動的な精神を持ちつつ子どもが集中し始めたときには受動的な立場で子どもの行動や心の動きを観

察する。 

・保育者等は声によって子どもを動かそうとするのではなく、0歳から芽生える意思を尊重し、同意を

とり、小さな約束を積み重ねることによって子どもの自立性を高めて行けるようにする。 

・インクルーシブの環境を通して様々な友だちと関わり、したいことやして欲しいことを表現した

り、相手が何に困っているのかを感じたり考えたりできるように保育を行う。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

日常の生活・遊び・労働から生きるチカラを身につける「日課・基本活動の充実」、異年齢保育とイ

ンクルーシブ保育を通した「多様性の尊重」など保育内容の充実・質の向上を図る。 

1 計画・ねらい 「生きる力」の基礎となる「にんげん力」を育む 

実践予定内容 日課・基本保育活動の励行と質の向 

異年齢保育、座禅、雑巾がけ、さくらさくらんぼリズム、十分な戸外活

動、畑仕事、裸足保育、縁側給食、商店街ツアー、地域異世代間交流等の

持つ意味を理解し、愚直に取り組む 
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2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 畑仕事のさらなる充実や食育など、子どもが自らの体験を通して身に付け

る環境を用意する 

3 計画・ねらい 「子どもが自己選択すべきこと」「大人が教えねばならないこと」を理

解・把握する 

実践予定内容 「生活・遊び」：環境を設定し、見守る 

「体力作り・危険回避力・社会生活との関わり・言葉で伝え相手の話を聞

く・文字数字への関心と活用・環境への意識」：大人が子どもに背中を見

せ、計画的に環境を用意する 

4 計画・ねらい 協同性を育む環境構成とプロジェクト型活動の実践 

実践予定内容 異年齢との関わりの中で体験を通して以下の要素が求められる環境構成を

行い見守る 

①他者との協同 ②感情コントロール ③目標の達成 

幼児においては、他者との協同の中で思いや考えを互いに共有し共通の目

的を実現するプロジェクト型活動を実践していく 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者の「安心・充実」を実現するよう、ホスピタリティを大切にした家庭支援を行う。 

1 計画・ねらい 保護者と成長を喜びあえる信頼関係を築き発展させる 

実践予定内容 子どもの成長を園の全てのスタッフが共有しながら、保護者と成長を喜び

あえる信頼関係を構築し発展させていく 

日々の送迎時の連絡やアプリの有効活用の他に適時個別面談も実施する 

2 計画・ねらい スタッフの誰もが「挨拶」「お迎え対応」を自然にできるようになる 

実践予定内容 大人にも子どもにも相手に敬意を払い丁寧に対応する 

周囲への観察、気付きの感度を意識して上げることを継続することで定着

化を図る 

3 計画・ねらい 子どもの育ちが見える指導計画と子どもの姿の共有 

実践予定内容 映像や画像を使用したドキュメンテーションを作成し、お迎え時の展示な

どで共有していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

自然豊かで広い園庭や保育園の専門性を地域の子育て支援の拠点として活用できる環境設定を行う。 

1 計画・ねらい 広い園庭を活用した「火・水・土」の体験の提供 

実践予定内容 焚き火、水遊び、どろんこ遊び、畑仕事など自園ならではの環境を生かし

た「火・水・土」の直接体験を地域の親子に提供していく 

2 計画・ねらい 子育て相談の拠点として「気軽に話せる、聞ける場所」になる 

実践予定内容 不安や疑問を気軽に相談できる場として、看護師、栄養士、保育士の専門

性を活かしていく 

3 計画・ねらい 「子育て家庭のつながりの場」コミュニティースペースの提供 

実践予定内容 園見学、園庭解放も活用し、雨の日にも室内で在園児と一緒にリズム体操

や運動遊びに参加でき、気軽に利用できる遊びの場、つながりの場を提供

する 
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次世代を担うスタッフ育成  

個々のスタッフの個性を認め合い、職種や経験年数を超えて互いに高め合えるチームとして成長して

いくため「社会人としての基本動作の徹底」「社会人としての資質向上」「保育の質の向上」のため

のスタッフ育成を行う。 

1 計画・ねらい 常に清潔で美しい環境を維持する 

実践予定内容 「整理整頓・清掃」に全てのスタッフが着意を持ち、居心地の良い園をつ

くる。園を公共の場と認識して皆が行動できるようにする 

2 計画・ねらい 本音で語り合えるスタッフ集団を目指す 

実践予定内容 子どもを中心に、子どもの最善の利益のために常に大人は考え、本音で語

り合える風通しの良いチームを目指す 

3 計画・ねらい 「大人のにんげん力アップ」 

実践予定内容 スタッフ一人ひとりが社会人としての資質を高め、スタッフ間のコミュニ

ケーションや情報発信力、ビジネスマナーなど基本となるスキル向上のた

めのOJTや研修を進める 

4 計画・ねらい 保育の質の向上のためのスタッフのスキルアップ 

実践予定内容 スタッフが子供のよき理解者となって寄り添い、子どもの発達や行動を把

握し子どもを良く観る保育を行う。子どもに伝えるべき「遊び、労働」な

どのスキル向上のために、学び続け共有する 

 

 

環境実施目標 

子どもが自らの体験を通して身に付ける活動を行うことで環境への思いを深める。 

1 計画・ねらい 食材の循環サイクルの実行 

実践予定内容 給食残渣の削減を段階的に進め、半減を目指す 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 畑仕事（種まき・育てる・間引く・収穫する）や食材加工（梅干し、干

柿、味噌等）や、給食残渣を利用した畑仕事用の堆肥の生産と利用をおこ

なう 

3 計画・ねらい 省エネルギー、省電力、カーボンニュートラルの実現 

実践予定内容 園内の日常における無駄を省くことを大人が率先し、その重要性を子ども

にも伝えていく 

 

 

選ばれる園をつくる 

全てのスタッフが来訪者や地域の方々に心のこもった挨拶や言葉掛けを行い、積極的に園に迎え入れ

る姿勢を意識的に持つことで保護者や地域から「選ばれる」園をつくる 

1 計画・ねらい 「人と環境の魅力が感じられる」温かい雰囲気 

実践予定内容 「主体的に行動し充実感のある子どもたちの姿」「園庭・保育室内の魅力

ある環境」「保護者の立場に立った対応」「チームワークの良さから醸し

出される明るい雰囲気」を、園の魅力の重要な要素として全スタッフが共

通に認識し、実現していく 

2 計画・ねらい 「自園の価値を自らの言葉で伝えられる」スタッフの説明力の向上 

実践予定内容 園見学や問い合わせ対応を誰もが行うことができるようにし、法人・園の

方針やサービス内容に加え自園の環境設定の意図や保育内容を自らの言葉
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で説明・案内できるようにする 

3 計画・ねらい 全スタッフで共有できる客観的数値目標の達成に向けた取り組み 

実践予定内容 「内部監査指摘項目数の削減」「保護者評価NPS数値の改善」等に日頃か

ら着意を持って取り組む 

 

 

業務分担の可視化 

「保育の質の向上」ならびに「選ばれる園をつくる」ために、スタッフのチーム力を一層向上させる

べく以下に取り組む。 

1 計画・ねらい 園全体・各人の業務内容の可視化 

実践予定内容 誰がどの業務に就いているかを日単位で全出勤メンバーが把握可能な可視

化掲示ツールを活用し人員運用の効率化を図る。全員が確実に「事務処理

時間」「休憩時間」を確保できるよう運営の常軌化を目指す。 

良好なチームワークにより保育品質を高めることに繋げる。 

2 計画・ねらい 日常ルーティン業務の着実な消化 

実践予定内容 業務分担割り振りに加え各種チェックリストを効果的に活用し、清掃消毒

業務等の確実な実施を行う。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 12人 20人 20人 20人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分 

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 17人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 5人 事務 1人 用務 1人 嘱託医 2人 
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 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回 

120分 

保育内容の充実化、園児個別の事例共有 

園として取り組むべき課題への検討 

給食運営会議 月1回 食育活動実施内容、喫食状況、離乳食進行状況 

事故防止委員会 月1回 
自園、系列園で発生した事故のケーススタディと改善策検

討。当月のインシデント・ヒヤリハット分析検討 

ケース会議 月1回 要支援児についての情報共有・検討 

リーダー会議 週1回 リーダー保育士・施設長・主任による報告連絡相談 

乳児クラス会議 週1回 保育の計画と振り返り、課題共有と検討 

幼児クラス会議 週1回 保育の計画と振り返り、課題共有と検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人内統一の事案共有、経営との接続 

施設長勉強会 月1回 
施設長のスキルアップ（マネジメント、コンプライアン

ス）、各園課題改善や取り組み成果共有 

食育会議 年4回 
献立内容の改善・提案、給食提供マニュアル及び運用ルー

ルの作成・見直し 

保健会議 年4回 保健計画策定、感染症対策やガイドラインの作成改善 

主任会議 年4回 
各園の課題改善アクションプランの進捗確認共有、マネジ

メント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 各園課題改善や取り組み成果共有 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

園内の汚染区域の安全管理、児童保健衛生に係る身体測定・定期健康診

断歯科検診の実施と保護者との連携、施設の清掃と衛生管理に係る消耗

品及び備品の管理、感染症予防対策の管理点検 
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安全対策係 

園内・園周辺の施設環境安全整備、戸外活動時の危険個所の把握と周知 

避難訓練及び消火訓練・防災自主点検の実施管理 

消防署との連携窓口業務、救命講習計画と実施 

施設内外の設備点検及び事故防止の実施 

防火管理者 
消防計画を作成し、これに基づいて消化・通報及び避難の訓練を定期的

に実施 

食品衛生責任者 
給食食材および提供食材の衛生管理と在庫状況の管理 

食育会議の計画や実践、食品の安全に対する管理や啓蒙 

畑係 年間農業計画に基づく円滑な畑仕事の遂行管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

保護者参加行事係 
どろんこ祭り、運動会、生活発表会等 成長を伝える行事における 

内外との連絡調整、運営 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

生涯にわたる生きる力の基礎：「にんげん力」を培うため、保育所保育指針に掲げる保育の目標なら

びに上記１、基本方針 に掲げる法人理念と方針を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよ

う努めていく。 

育みたい資質・能力 ※学習指導要領説明会資料/保育所保育指針 

①生きて働く「知識・技能の基礎」 

― 豊かな体験を通じて、感じたり、気づいたり、分かったり、できるようになったりする 

②未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等の基礎」 

 ― 気づいたことや、出来るようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表

現したりする 

③学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」 

 ― 心情、意欲、態度が育つ中でより良い生活を営もうとする 

 

乳児保育 

基本的視点 

①身体的発達に関する視点「健やかにのびのびと育つ」 

…健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を創り出す力の基盤を 

培う。 

②社会的発達に関する視点「身近な人と気持ちが通じ合う」 

…受容的・応答的な関わりの下で、伝え表現する意欲や身近な人 

との信頼関係を育て、人と関わる力の基盤を培う。 

③精神的発達に関する視点「身近なものと関わり感性が育つ」 
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…身近な環境に興味や関心をもって関わり、「思考する」「判断す

る」 

「表現する」力の基盤や、感じたことや考えたことを表現する力の基

盤を培う。  

以上の３つの視点を軸とし、「生命の保持」「情緒の安定」と一体的 

に保育を展開していく 

上半期 

0～2歳児 

・保育者等の愛情豊かな受容の下で、様々な欲求を満たし、心地よく

生活できるようにしていく。 

・保育者等に仕草や表情、発声、言葉等を優しく受け止めてもらい、

安心して思いを表現し、伝えたい気持ちを育めるようにしていく。 

・信頼する大人のあたたかく共感的な見守りの下で安心して生活し、

興味関心を広げていくなかで活発に探索活動を楽しみながら、様々

な感覚が育っていくようにしていく。 

下半期 

0～1歳児 

・一人ひとりの発育に応じて、十分に体を動かす。 

・身の回りを清潔に保つ心地よさを感じ、自分でできることの喜びを

感じながら習慣が少しずつ身についていくようにする。 

・温かく、受容的な関わりを通じて、自分を肯定する気持ちが芽生え

るようにしていく。 

・生活のなかにある簡単な言葉に気付いて聞き分けたり、繰り返した

り模倣したりして遊ぶ。 

・自然や生き物、様々な素材など身近な環境に親しみ、触れ合う中

で、様々なものに興味や関心をもてるようにしていく。 

・生活や遊びの中で様々なものに触れ、手や指を使った遊びを通して

感覚の働きを豊かにする。 

幼児保育 

基本的視点 

①健康、安全など生活に必要な基本的習慣や態度を養う。 

②人に対する愛情と信頼感、人権を大切にする心、自主・自立及び協 

調の態度を養い、他の人と支え合い、関わる力を培う。 

③生命、自然及び社会の事象など周囲の様々な環境に好奇心や探求心

をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうとする心情や思

考力の芽生えを培う。 

④経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の

話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や表

現する力を養う。 

⑤様々な体験を通して豊かな感性や表現する力を育み、創造性を豊か

にする。 

以上の5つの視点を軸とし、「生命の保持」「情緒の安定」と一体的 

に保育を展開していく。 

上半期 

3～5歳児 

・身体に異常を感じたら保育者に知らせる、交通ルールを守ろうとす

る、危険な場所や遊び方、災害時の行動がわかるなど、園生活を送る

上で健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け、見通しをもっ

て行動する。 

・保育者等や友達など身近な人に親しみ、関わりを深め一緒に活動す
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る楽しさを味わい、愛情や信頼感をもつ。 

・身近な環境に好奇心や探求心をもって関わり、発見を楽しんだり、

考えたりし、それを遊びや生活に取り入れようとする。 

・日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、言葉に対する

感覚を豊かにし、保育士等や友達と心を通わせる。 

・自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。 

・生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気付き、美しい

ものや心動かす出来事に触れて感性を豊かにする。 

・生活の中でイメージを豊かにし、自分なりに表現して楽しむ。 

下半期 

2～5歳児 

・身体を十分に動かす充実感を味わい、すすんで戸外で運動しようと

する。 

・自分の健康に関心をもち、食事を楽しい雰囲気でバランスよく食べ

ようとし、病気の予防などに必要な活動をすすんで行う。 

・自分で考え、自分の力で行動することの充実感を味わう。 

・生活や遊びの中で、友達と力を合わせて活動する楽しさを味わい、

きまりや約束ごとの大切さに気付いて守ろうとする。 

・異世代や地域の方など、いろいろな人に親しみをもって関わろうと

する。 

・身近な環境や事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性

質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。 

・人の言葉や話など聞き、自分の経験したことや考えを話し、伝え合

う喜びを味わう。 

・いろいろな素材に親しみ、工夫して遊んだり、かいたり、つくった

り、飾ったりなどする。 

・音楽に親しみ、歌を歌ったり、イメージを動きや言葉等で表現した

り、演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

どろんこ会の３大食育方針 

①調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる 
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②噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する 

③子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる 

以上を基本として、子どもの食欲と意欲を育てるために以下の給食提供・食育を実施していく。 

1 計画・ねらい 好きな友達や身近な大人と親しみをもって、楽しく心ゆくまで食べる 

実践予定内容 １年を通して、縁側や園庭を活用して気持ちよく食べる環境をつくる 

2 計画・ねらい 意欲的に食事に向かい、魚や野菜を中心とした和食を好んで食べる 

実践予定内容 離乳食からかぶりつく、つかみ食べを導入する。だしや旬の食材を活かし

た和食の良さや、日本の行事にちなんだ食文化を伝える 

3 計画・ねらい 分かち合う事のすばらしさや大切さを感じながら食事をする 

実践予定内容 異年齢での活動や給食、焚き火保育を通して思いやりを持つ 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

毎月20日に身体測定を実施し発育や栄養状態の把握に役立てる 

手洗い、うがい指導・トイレの使い方指導 

身体のつくり、健康管理に関する指導 

性教育①「性差について知り、 

命をつなぐための大切なプライベートゾーンを守る」 

性教育②「命のあゆみ」「多様性、相互尊重」 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス、溶連菌感染症 

6～9月頃･･･手足口病・咽頭結膜熱・ヘルパンギーナ・とびひ 

11～3月頃･･･インフルエンザ・ウィルス性胃腸炎・RSウィルス感染

症 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･2名より預かり済み／調乳室冷蔵庫にて保管 

抗アレルギー内服薬･･･1名より預かり済み／調乳室にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 
本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 ・感染症予防のため、保育室内外の環境衛生管理に努める 
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・日々の子どもの健康状態や近隣園、地域での感染症流行状況を把握

し、感染症拡大防止のための情報発信を行う 

・保護者に対して保健に関する知識や情報を提供し子どもの保健行動

への協力を求める 

・感染症対策として予防接種状況を把握し保護者に対し年齢に応じた

計画的予防接種を勧める 

・新型コロナウイルス感染症およびその他感染症予防のため、うが

い・手洗い指導を行う。また、検温、消毒、換気を徹底する 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

安全指導内容の共有 

（対保護者） 

年2回／6･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／6･11月 

（0歳児のみ年12回実施） 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 
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利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

幼児期における教育は“環境をとおして行う教育”であり、遊びを通した総合的な子どもの発達の観

点から、下記に記す主体性・社会性・協同性・豊かな感性と創造性を育むための環境設定や環境構成

を具体的かつ意図的に整え、継続的に点検・整備・改善を行っていく。 

1 計画・ねらい 主体性を育む 

実践予定内容 自分たちのあそび・生活を自己決定し、自分たちでまかなう事ができる

ための物的環境構成および「見守る・やってみせる」人的環境 

2 計画・ねらい 社会性を育む 

実践予定内容 一人ひとりを生かした集団を形成しながら人と関わる力が育つ「混ざ

る」異年齢・インクルーシブの環境構成 

3 計画・ねらい 協同性を育む 

実践予定内容 自ら行動する力が育つとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を

展開する楽しさや共通の目的が実現する喜びを味わうことができる「一

人ひとりのワクワク」と「トライ＆エラー」のある環境構成 

４ 計画・ねらい 豊かな感性を育む 

実践予定内容 火・水・土や身近な自然に触れて感性を働かせる体験を通した「セン

ス・オブ・ワンダー」自然への愛情や畏敬の念、生命の不思議さや尊さ

に気付き、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちが育まれる環

境構成 

５ 計画・ねらい 創造性を育む 

実践予定内容 様々な素材に触れたり扱ったり「STEAM＝科学・技術・工学・アート・

数学」の体験への興味関心を深めながら、感じたことや考えたことを表

現する「0を１に変える」過程を楽しみ、新たなものを創り出す喜びを味

わうための造形・制作活動の環境の整備と「背中をみせ、思考の補助線

を引く」人的環境 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ツリーデッキ 園庭 毎日 

2 平均台 園庭 毎日 

3 丸太ベンチ 園庭 毎日 

4 ロープ渡り 園庭 毎日 

5 飛び石丸太 園庭 毎日 

６ シーソー 園庭 毎日 

７ 自然木の平均台 園庭 毎日 
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８ 屋台 保育室(可動式) 毎日 

９ 遊技台(玩具ﾎﾞｯｸｽ付：大) 保育室 毎日 

10 遊技台(玩具ﾎﾞｯｸｽ付：小) 保育室 毎日 

11 遊技台(ﾌﾗｯﾄ型) 保育室 毎日 

12 トンネル潜り 0歳児室 毎日 

13 東屋(室内型) 保育室 毎日 

14 井形棚 保育室 毎日 

15 テーブル 保育室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 ケガ事故防止 危機管理マニュアルNO.3（P8～）のケガ事故防止策・安全点検と保全事

故防止チェック及び設備点検チェックの実施、安全教育、SIDS防止策を行

い、けが発生時には対応フローチャートに従う。 

2 不審者対策 危機管理マニュアルNO.3の不審者対策（P19～）に則り、不審者侵入訓

練・笛の携帯・代理の送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を行いなが

ら、不審者侵入時には対応フローチャートに従う。 

3 防災 危機管理マニュアルNO.3の災害対策（P6～）に則り、消防訓練・避難訓

練避難訓練再開通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）

手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全

対策係の設置・緊急地震速報運用を行い災害発生時には対応フローチャー

トに従う。 

4 光化学スモッグ 危機管理マニュアルNO.3の光化学スモッグ対策（P20～)に則り光化学ス

モッグの知識を身につけ、注意報発令の把握を行いながら、発生時には光

化学スモッグ発生時対応および行政連絡に従って対応する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代育成の観点から、積極的に受け入れを行い、実習生や生徒一人ひとりの様子に合わせ 

て具体的に援助・指導を行っていく。 

1 保育養成校の学生

の実習受け入れ 

次の世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成するために、実

習生・研修生を積極的に受け入れていく。 

2 学生の体験学習な

らびに各種ボラン

ティア受け入れ 

地域の社会資源であり地域研修の場として、地域の小・中・高生の職業

体験やボランティア等を受け入れ、次代を担う学生の学びの機会を提供

していく。 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ケガ・ケーススタディ、

保護者対応研修、虐待防止

研修 

 安全・事故防止についての共通理解

の浸透。保護者対応の仕方（事例研

修）。虐待防止の徹底 

5月12日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  日課・基本保育活動「散

歩」研修 

 戸外活動時の安全・防犯対策につい

て認識を徹底 

6月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  プール安全研修 

 事故事例を教材に事故防止安全対策

のポイントについての認識を深める 

7月14日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  日課・基本保育活動「さ

くらさくらんぼリズム」研

修 

 リズム体操の指導のポイントについ

て共通認識を図る 

8月10日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  日課・基本保育活動「運

動遊び」研修 

 子どもの発達・育ちつつある力に応

じた運動遊びについて検討し、実践

のポイントについての認識を共有す

る 

9月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者と成長を喜びあえ

る行事「運動会」 

 運動会の狙いを把握し、子どもの発

達に応じた運動遊びについて共通認

識を図る 
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10月13日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  事業計画の振り返り 

③  虐待防止研修 

 利用者アンケート結果のフィードバ

ック並びに事業計画・運営部Mission

の振り返り。課題抽出と達成に向け

たアクションプランの共有 

虐待防止の徹底 

11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境構成について 

 環境構成について全スタッフで話し

合い、認識の共有を図る 

12月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  アプローチ・カリキュラ

ム 

 就学、進級に向けた活動や環境につ

いて話し合い認識の共有を図る 

1月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  年間行事の振り返り 

 当年度の振り返りと、次年度に向け

た課題の抽出。 

2月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議第1回 
 事業計画及び来年度方針の策定 

3月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議第2回 
 年間活動計画及び保育計画の策定 

 

エリア研修予算内訳（４園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 ４園で按分した自園負担額 

10月頃 

園長大学®･保育士大

学講座受講をもとに

清瀬エリアで学びを

深める 

0円 
講師代 

（交通費含む） 
0円 0円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社
園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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内限定公開講座 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携して保育が展開されるようにする。家庭や

地域の期間及び団体の協力を得て、地域の自然、高齢者や異年齢の子どもを含む人材、行事、施設等

の地域の資源を積極的に活用し、豊かな生活体験をはじめ保育内容の充実がはかられるようにする。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回  清瀬中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設（信愛の園 等）訪問 月1回 

異年齢交流 随時 

地域拠点活動 随時 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

・保育所保育が小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることを配慮し、乳幼児期にふさわし

い生活を通じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにする。 
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・変化の激しいこれからの社会を生きるために、生きる力＝知・徳・体のバランスのとれた力を子ど

もが身に付け主体的な判断の下に行動し自立した人間となるよう、小学校教育を見据えた保育を行

う。 

・保育所保育において育まれた資質・能力をふまえ、小学校教師との意見交換・合同研究会に参加

し、保育所保育指針第一章の4の（2）に示される「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を共有

するなど連携を図り、小学校との円滑な接続を図る。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 
清瀬第七小学校  

1年 
21名予定 

運動会練習見学 

（清瀬第七小校庭） 

子ども間交流 

職員間交流 

8月頃 
清瀬第六小学校 

高学年生 
5名予定 

小学生ボランティア

受入れ（当園） 
子ども間交流 

11月頃 
清瀬第三小学校  

1年 
5名予定 

授業参観（清瀬第三

小） 
職員間交流 

2月頃 
清瀬第三小学校 

清瀬第七小学校 
21名予定 

小学生との交流（清

瀬第三、第七小） 
子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

計画作成を要する児につき、保護者・関係機関と情報共有しながら作成する。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：担任保育士、リーダー、主任、施設長他） 

各クラス担任より、ケースを発表し、職員全員で共有(議事録回覧)、特に保護者を含めた課題におい

ては、面談実施し課題と方向性を共有し、課題解決を図ることを重視する。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

クラス担任と新年度前に引き継ぎを実施、小学校への引き継ぎは保幼小連絡会にて要支援 

の場合は事前相談を行う。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   清瀬中央公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

２０２２年度に受審済。 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年５月２５日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時００分 

自己評価実施予定者：山﨑健、木本宗子、岩﨑啓介、藤本十望 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 ・「にんげん力」を育てる日課、基本活動の質をさらに高めていく 

・ESD（持続可能な開発のための教育）および知徳体を育む保育内容の

さらなる充実化 
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・プロジェクト型保育の実践と子どもの育ちの共有 

振り返り ・リーダー層を中心に日課、基本活動の重要性を理解し職員同士で話し

合う風土が醸成された。子どもたちの日課として「さくらさくらんぼリ

ズム、畑、雑巾がけ」が定着し、年度後半にはその質も充実してきた。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・清瀬どろんこの良い伝統を受け継ぎつつ、新たなメンバーで行うチー

ム保育の完成 

・園の自然環境やスタッフの持つ専門性等の特性を活かし、保育内容の

充実と質の向上を図る 

重点施策 ・基本の励行、原点回帰を軸に学び直し学びの継続により大人も成長を

感じられる組織を目指す 

2024年度 目指す姿 ・運営部Mission2023の達成を礎に、外部への発信力を高める 

重点施策 ・地域の社会資源であり地域研修の場として、小中高生の職業体験やボ

ランティア等を受入れ、次代を担う学生の学びの機会を提供していく 

2025年度 目指す姿 ・保護者、地域から信頼され、選ばれる園としてのブランド性を確立す

る 

重点施策 ・設備や人材を活用し、児童・母子・高齢者等多様な福祉ニーズを持つ

地域の方々に利用してもらえるサービスをさらに充実させる 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：清瀬どろんこ保育園 施設長 山﨑 健 
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２０２３年度 美しが丘どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
法人理念「にんげん力、育てます」 

保育目標「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」  

横浜市「保育・教育宣言～乳幼児の心もちをたいせつに～ 今と未来を生きる子どもを育みます」 

 

園目標 

【人と関わる力 人に伝える力を育み、心と個性を大切にする保育】 

子どもたちが生きる力を身に着けていくための土台作りとして“協力する”“対話をする”“強い気

持ちを持つ”が必要となり、乳幼児期にどんな体験が必要かを考え、生きる力と創造性を育みたい。

目標を考え行動していくことは、子どもたちの“非認知能力”を育てることに関連する。毎日のあそ

びの中で、子どもたちが試行錯誤しながら目的を達成していく経験を積むことも重要である。これ

は、学習指導要領にもある“3つの柱”にもつながる。子どもたちが学童期学んでいくことを、スタッ

フが知り、逆算したカリキュラムを作成する必要がある。また、子どもたちに生きる力を提供するた

めには、大人の生きる力が必要となり、スタッフは自身の生きる力を更に構築する必要がある。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子ども主体な保育を前提に、子ども同士が話し合い、考え合う場を設ける

ことで協力・協働性を身に着ける 

実践予定内容 ・保育者は子ども同士が話し合えるようにサポートし、子どもたちの様子

や言動・思考を記録に取り子どもたちの心情を理解する。  

・子ども同士の関わりの中で、子ども自身でPDCAを考えられるようにサ 

ポートする。 

・子どもの興味を探り、興味に合った環境を用意する。  

・子どもたちの遊びが発展するような「しかけ」を考え、提供していく。  

2 計画・ねらい 子どもの姿の振り返り/園全体で共有し共通理解を深める 

実践予定内容 ・子どもたちの興味、関心はどこへ向いているのかをスタッフ同士で話し 

合う。  

・チャット機能やkeepメモを使用し、子どもの姿を共有する。 

・ポートフォリオやドキュメンテーションを用いて子どもたちの姿を記録

し、次にどのようなサポートやアプローチが必要か検討する。 

3 計画・ねらい 子どもたちの発達段階を見極めて、子どもの様子に合わせた環境、関わり

を提供することで、活動の連続性や新たな興味関心に発展させる。 

実践予定内容 ・保育者は園会議や園内研修、自己研鑽など様々なツールを用いて、子ど

もの発達を理解する。 

・子どもたち一人ひとりがどの発達段階にあるのかを見極め、必要な環境

や関わりを提供していく。 

 

4 計画・ねらい アタッチメントを意識した関わりをすることで、自分の感情をコントロー

ルする力を育む。 

実践予定内容 ・子どもたちの姿（あそぶ様子）を確りと見守り心情を探る。 
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・子どもを見守る立ち位置は、子どもが混乱したときに、すぐに立ち寄れ

る位置にいる。 

・気持ちを切り替え再度活動に向かう為に、必要以上の関わりはしない。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい お迎え対応の充実を図り、子どもの様子が手に取るように伝わる 

実践予定内容 ・保育園での生活の様子を楽しみにしていることを念頭に置く。 

・元気な挨拶を実施することを徹底し、「明るい保育園」「気持ちの良い

保育園」と感じてもらえるようにする。  

・お迎え時には、1 日の子どもの様子がよく伝わるように話し、連絡帳や 

タイムラインも活用する。 

2 計画・ねらい 常に相談できる雰囲気作りをすることで、家庭と保育園の連携を強化 

実践予定内容 子育ての悩みやご相談など、いつでも相談できる体制を整えるために、個 

人面談の案内をしていく。 

3 

 

 

計画・ねらい 保護者同士の交流を保護者同士の関わりを深める 

実践予定内容 保護者同士が交流できような場を提供し、保護者同士の繋がりを強固にす

る。（保護者懇談会年 2 回） 

4 計画・ねらい 保育園からの発信を強化し保育園の運営を理解していただく 

実践予定内容 ・研修で使用したポートフォリオやドキュメンテーション、スタッフ研修

の内容を掲示し、子ども たちの様子をより詳細に伝える。  

・タイムラインの内容を詳細にする。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 火・水・土で遊べる環境を提供し、地域の親子が直接体験を出来るように

する 

実践予定内容 水遊び、どろんこ遊び、畑仕事、焚き火（炭火）など園の環境を最大に生

かした 火・水・土の直接体験を地域の親子に提供していく。 

2 計画・ねらい 見学時の丁寧な対応を行うことで、保育園に興味を持ち保育園の良さを感

じていただく 

実践予定内容 ・どんな時間に見学にいらしても日々の子どもの様子や生活が手に取るよ

うに分かるようにお伝えしていく。 

3 計画・ねらい 地域子育て支援に関する情報の提供及び集客 

実践予定内容 横浜市たまプラーザ地域ケアプラザと連携を取り、集客すると共に地域の 

方へ遊びの場を提供していく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 園目標・個人目標に対して各自の進歩状況を明確にしていく 

実践予定内容 ・スタッフは自身で個人目標を設定し、定期的にPDCAを行う中で、1歩ず

つステップアップが出来るようにしていく。 

・園目標を達成するために、各月どんなことを意識して日々を過ごすかを

全スタッフが考え行動していく。 
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2 計画・ねらい 保育所保育指針に記載がある「3本の柱」「10の姿」を理解し学び続ける

大人集団になる 

実践予定内容 ・乳幼児期のみの知識でなく、学童期に結びつくためにどんな働きかけが

乳幼児期に出来るかを検討し、実行する。 

・ドキュメンテーションやポートフォリオ、エピソード記録など、状況に

応じた手法を用いて学び合い、検証していく。 

3 計画・ねらい 子どもが主体となる日課・基本保育活動の実施 

実践予定内容 ・日課や基本活動を行う意図を理解し、実行していく。 

・日課や基本活動で培われる力はどのようなものか、より良い方法は何か

を追求し、実施していく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 活動の選択が保証されている環境 

実践予定内容 子どもたちが主体的に活動の選択ができる環境づくりを行うことで、子ど

も自身の思考力や好奇心を高められる。 

スタッフは、子どもたちの動きや興味に合わせて活動が選択できるように

スタッフ同士で協議の上、環境を提供する。 

2 計画・ねらい 火・水・土に関わる体験強化 

実践予定内容 火・水・土に触れる体験を今までよりも盛んに行われるために、スタッフ

が積極的に活動し、子どもたちに背中を見せ、泥遊びや水遊びが好きな子

どもが1人でも多くなるように計画・行動する。 

3 計画・ねらい 子どもたちの活動をサポートする人的環境 

実践予定内容 ・子どもたちが遊び込める環境を用意した状態で、子どもたちの興味関心

を探りつつ、次の仕掛けを考えていく。 

・大人が遊び込む様子を子どもたちに見てもらい、あそびの発展を子ども

自ら考えられるようにする。 

・大人も子どもも楽しい活動ができるように、子どもたちと対話をしなが

ら活動を考える。 

 

 

“なんでだろう”を考える集団 

1 計画・ねらい 子どもの姿や心の動きを考える 

実践予定内容 子どもたちの姿や心の動きを一歩引いて見守る中で、常に疑問を持ってい

くことで、その後子どもたちに必要な関わりや環境が見えてくる。 

2 計画・ねらい 保育士同士のコミュニケーション 

実践予定内容 自分以外の保育士が話したことや子どもとの関わりの中で、どんな意図で

話したのか関わったのかを、目のあたりにし共有する中で保育を深めてい

く。 

3 計画・ねらい 保護者や地域との関わり 

実践予定内容 お迎え対応時や連絡帳のやり取りの中で、どんなことを考えていらっしゃ

るのかを予測し、必要な対応が出来るようにする。また、どんなことを求

めているのかを深める。 
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 施設運営  
 

〈１〉施設情報 
児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 8人 10人 12人 12人 12人 60人 

 

 

〈２〉開所時間 
７時００分～２０時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 7人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 6人 補助 1人 調理 0人 事務 1人 

用務 1人 嘱託医 2人     

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園内研修、保育の振り返り、研修報告 

給食運営会議 月1回 アレルギー対応、離乳食対応、食育 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハットの検証、安全対策、インシデントの共有 

ケース会議 月1回 支援計画及び振り返り 

リーダー会議 随時 スタッフ間の連携や共有、保育運営に関する共有 

フロア会議 月2回 月案の確認・振り返り、子どもの姿共有 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 運営に関する確認事項、業務報告 
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施設長勉強会 月1回 保育園運営、保育の質向上に関して 

食育会議 年4回 
食育、離乳食、メニューの検討、給食室発信の保護者 支

援に関して 

保健会議 年4回 感染症対策、衛生管理、保健業務に関しての共有 

主任会議 年6回 チーム保育・職場の良い風土作り 

子育ての質を上げる会議 月1回 自園の課題を共有し系列園と共に高め合う 

 

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園内の衛星区域・汚染区域の備品管理、安全管理 

安全対策係 避難訓練・園内及び園周辺の安全点検と対策に取り組む 

防火管理者 
防火管理に関わる消防計画を作成し、防火管理上必要な業務 を定期的に

行う。 

食品衛生責任者 食品取扱に関する業務、施設の衛生管理やスタッフの衛生教育 

畑係 年間農業計画の遂行や子どもと共に取り組む畑仕事の充実を 図る。 

生き物係 飼育動物の健康管理、環境改善 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズとの窓口 役割分担を整理する 稟議書作成 

運動会係 役割分担を整理する 稟議書作成 

生活発表会係 役割分担を整理する 稟議書作成 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

●保健的で安全な環境づくりを目指し、体の状態を観察して快適に生 

活できるようになる  

●安定した生活リズムの中で食欲、睡眠、排泄などの生理的欲求を満 
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たし、生命の保持と生活の安定を図る  

●安全な環境を整え、探索活動が活発にできるようになる  

●自然の中で、十分に体を動かして遊ぶ  

●身近な動植物に親しみ、関心や愛情が持てるようになる  

●言葉でやり取りができない乳児期は、まわりの大人が愛情をもって 

『応答的な対応』によりさまざまな能力の基礎となる『信頼感』の発 

達を促す  

●優しく語りかけたり、喃語や発語に応答したりして発語の意味を育

て言葉を使うことを楽しむ 

下半期 

0～1歳児 

●安心できる保育士との関わりの中で、食事・排泄・着脱などの活動 

を通して自分でしようとする気持ちを育む  

●まわりにさまざまな大人がいることを知り、徐々に友だちと関わっ

て遊び、見立て遊びやつもり遊びを楽しむ  

●子ども一人ひとりが何に興味を示しているのかを考えながら見守 

り、学びに向かう意欲へとつなげていく  

●生活に必要な言葉がわかり、簡単な喃語や言葉を使って自分の意志 

を伝えようとする  

●身近な自然に触れ自然を使った遊びを楽しむ  

●身近な動物に親しみ、関心や愛情が持てるようにする 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

●子どもの主体性や意図を理解し、子どもたち一人ひとりの学びがど

のように存在しているかを考えながら支援していく  

●保健的で安全な環境づくりを目指し、快適に生活できるようにする 

●友だちと一緒に食事をする中で、さまざまな食べ物を食べる楽しさ 

を味わう  

●子どもたち一人ひとりの欲求を満たし、生命の保持と情緒の安定を 

図る  

●子どもが安心して自分の思いを言葉で伝えることができたり、人の 

話を聞いたりして言葉で伝えあう楽しさを味わう  

●友だちとの関わりの中でそれぞれが自分の力を発揮しさまざまな活 

動に取り組む  

●いろいろな体験を通して、五感が刺激され豊かな感性や創造性を育

む 

●自然に興味や関心を持ち自ら関わって遊ぶ  

●自分でできることに喜びを持ちながら、基本的生活習慣が次第に身 

につく 

下半期 

2～5歳児 

●自分でできることの範囲を広げながら、健康、安全など生活に必要 

な基本的生活習慣や態度を身につける  

● 子どもの姿を『幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿』に照ら 

し合わせてとらえるようにする  

●食事をすることの意味が分かり、楽しんで食事やおやつを取るよう 

になる  

●いろいろな体験を通して、五感が刺激され豊かな感性や創造性が育 

まれ自由な発想でのびのびと表現することを楽しむ  
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●身近な動植物や自然に関心を持ち、不思議さや神秘さに気づく  

●季節の変化に応じた健康的な生活に留意し、快適に過ごせるようす

る  

●友だちへの親しみや思いやりを深め、人の役に立つことに喜びを感 

じ、協力して取り組もうとする 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 
・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 意欲を持ち給食を食べる子ども 

実践予定内容 ・食事作りや準備に関わるようにし（当番活動、配膳係）子どもの食への

関心を広げる。 

・全スタッフ子どもと共に昼食を食べ、コミュ二ケーションを図ると共

に、楽しい空間となるよう配慮する。 

2 計画・ねらい 食への関心を深め命の大切さを学ぶ 

実践予定内容 ・食事の下ごしらえを栄養士や保育士と行うことで、食への関心を深め野

菜などの知識を得る。 

・自ら育てた野菜などを食することで、自然の恵み命の 大切さに気付き食

への関心を深める。 

3 計画・ねらい 食材に感心を持つ 

実践予定内容 調理の際は素材の硬さを残しつつ、なるべく大きくすることで子どもが食 

材にかぶりつく意欲を育てる。 

4 計画・ねらい 炭火保育の実践 

実践予定内容 畑やプランターで育てた野菜を子ども自身で調理し、食材の有難味を感じ

ると共に、食の循環を学ぶ。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 
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保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯みがき指導・手洗い指導・感染症についての情報共有 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 感染症予防のためのうがい･手洗い指導、

定期的な換気と消毒の実施  

4～9月頃…手足口病・ヘルパンギーナ 

6～10月頃…マイコプラズマ肺炎  

7～10月頃…咽頭結膜炎・流行性結膜炎  

11～3月頃…水痘・インフルエンザ・感染性胃腸炎  

1～6月頃…伝染性紅斑  

3～4月頃…麻疹・風疹  

一年を通して…突発性発疹・流行性耳科腺炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

アレグラ･･･1名より預かり済み／事務所にて保管 

セレスタミンシロップ･･･2名より預かり済み／事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在18名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については4月末までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
設置なし 

その他保健に関する取組 

・保護者に対して内科検診、歯科検診、身体測定の結果を知らせると 

ともに必要に応じて治療をすすめる  

・感染症、インフルエンザ等の情報をお知らせし、手洗い・うがいの 

励行は感染拡大予防に大切なことを知らせる  

・行政からのお知らせ掲示 ・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感

染予防のため、うがい指 導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹

底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回/4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回/4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 

不審者侵入訓練 年2回/6･12月の25日 
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情報セキュリティチェック 年2回/5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表/毎日 毎日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表/毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿/毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認/保険証期限確認 

年2回/4･10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回/6･11月 

歯科健診 年2回/6･11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回/4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 環境を通して行う教育 

実践予定内容 遊びを通しての総合的な指導の観点から、自分たちの遊びは、自分たち 

で考え行う事ができるよう、環境設定や環境構成を意図的に整え、継続 

的に 点検・整備・改善を行う･･･必要に応じて新たに製作していく 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 
手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 幼児室・乳児室・遊戯室 毎日 

2 丸太ベンチ 園庭 毎日 

3 配膳台 幼児室 毎日 

4 竹のぼり 園庭 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 見失い事故及び怪我事故防止対策 過去の見失い事故の件を受け、人数確認

方法（2名以上でのダブルカウント）をスタッフ全員に共有し、全員が同

じようにできるよう、定期的にロープレや研修を行う。都度、ハザードマ

ップの見直しを行い、人数確認の ポイントを押さえ、散歩に行く前（前

日）にハザードマップを見て、危険個所の確認を行う。保育中の事故防止

のため、子どもの心身の状態をふまえて、園内外の安全点検に努める。施

設長は怪我発生時対応フローチャートを、全スタッフに周知するフローチ

ャートは事務室に設置し、全スタッフがいつでも対応できるようにする。

月1回の事故防止委員会で、インシデント報告書の分析と再発防止策を話

し合い、共有し、今後同じような怪我や事故が起こらない意識を高く持

ち、保育にあたっていく。 

2 実践予定内容 「光化学スモッグ注意報」が横浜市より発令された場合は、いち早く園 

内・園外にいるスタッフに周知するとともに、特に園外にいるスタッフに 

対しては、保育園に戻るなどの対応を考え共有する。園内にいる場合は窓 

を閉め、子どもたちの健康状態に留意する。 

3 実践予定内容 遠足や銭湯でバスを利用し移動する際は、乗降時の人数確認（マニュアル 

参照）を徹底し、置き去り等の事故につながらないよう十分に注意を払 

う。また、バス走行中でも足の位置・握り手を持っているか、度の過ぎる 

会話をしていないかなどに気を配り、運転の妨げにならないよう気をつけ

る。(節度をもつこと) 

4 実践予定内容 防災対策 災害や事故の発生に備え、危険個所の確認・点検を行い、消防計

画に基づいた避難訓練を実施する。  

施設長を中心とした連絡体制の強化と行政各所との連携を密に行う。 災害

発生時には各スタッフが迅速かつ適切な対応を取り、子どもの安全確 保が

できる体制を整える。 

5 実践予定内容 防犯対策 定期的に不審者侵入訓練を行う際、自園の場合門扉からの侵入が

可能な 他、駐車場側の塀から簡単に侵入することができるため「どのよう

に子どもたちを待機誘導させるか」を考えいく必要がある。（場合によっ

ては調 理室の勝手口を利用して誘導する） 
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 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 
実習生が不安にならないようにスタッフ全員で温かく迎え丁寧な対応を行い、実習終了後もいつで

も 遊びにきてもらえるように温かい気持ちで接していく。 

1 実践予定内容 実習生の受け入れを養成校と連携しながら、保育士・看護師・栄養士志 

望の学生を積極的に受け入れていく。 

2 実践予定内容 中高生のボランティアや職業体験については、「命の大切さ」や「子ど 

も・家庭の理解」を推進するために中学生・高校生と赤ちゃんとのふれ 

あい交流を実施する。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

・園会議の時間を中心に、園内研修(エピソード研修)を行っていく。園内研修で保育士達が自ら の実

践を振り返り、成果や課題をしっかりと自覚して保育をスタッフ一丸となり改善していく。 ・法人

内・外に関わらず、子どもや保育者自身に必要があると感じた研修は積極的に参加する。 ・研修を受

けるだけでなく、研修の講師を経験することで自分の思いを伝えることや、難しさを 知り、今後の学

びとして繋げていく。 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②マニュアルの理解  

③危機管理（ケガ・ケース 

スタディ） 

マニュアルを理解し、基本に沿った 

対応を全スタッフができるようにす

る。 

5月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②見守る保育について 

③園目標の振返り 

 子どもたちの姿を見ていく中で、子

どもの興味関心がどこへ向いている

か事例を通して検討していく 

6月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②水辺のリスクマネジメン 

トについて 

③園目標の振返り 

プール開きに向けて水辺の研修を行

い事前にリスクを共有する。 

7月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②環境について 

③園目標の振返り 

子どもたちの発達や興味に合わせ 

て、室内環境を見直す。 

8月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②自然体験について 

直接体験をスタッフ自ら学び、スタ

ッフの体験や引き出しを増やした上 
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③園目標の振返り で、子どもたちとどう関わるかを考 

える。 

9月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②上半期の振返り 

上期を振り返り、事業計画がどこま

で進められているのか。下期に向か

うのはどこなのかを考える。 

10月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②学習指導要領に基づいた

アプローチカリキュラムに

ついて 

③園目標の振返り 

 小学校１年生のカリキュラムを理解

して、逆算をしたアプローチを検討

する。 

11月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②環境について 

③園目標の振返り 

子どもたちの発達や興味に合わせ 

て、室内環境を見直す。 

12月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②焚火研修 

③園目標の振返り 

職員が焚火を学び保育実戦として 生

かせるようにしていく。 

1月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②下半期及び1年の振返り 

コンピテンシーの振返り 事業計画書

の振返り 

2月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議 
事業計画及び来年度方針の策定 

3月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議 
年間活動計画及び保育計画の策定 

 

 

外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 
小学校訪問、老人ホームの訪問、絵本読み聞かせ、ボランテイア などを積極的に行っていくこと

で、 保護者や地域の方の協力も得ながら地域に根ざした保育園になる。ちきんえっぐの取り組みを地

域へ発信していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：美しが丘公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人ホーム「ヒルデモア訪問」で交流を深める  

中学生・高校生の体験学習の受け入れ 

異年齢交流 中学生・高校生の体験学習の受け入れ 

地域拠点活動 ちきんえっぐ（自然食堂・寺親屋・芸術学校）の開催  

地域支援活動（地域での落ち葉拾い）  

園開放・園庭開放  

地域公開講座の実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 
子どもの発達の連続性を見据えて保育園における保育が行われていること、子どもたちの生活が 小

学校へつながるものとして、就学を見通した保育がどのように行われているか、小学校と積極的 に連

携していく。 
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具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を２０２３年４月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

11月頃 美しが丘小学校 9名予定 
スタッフ間交流（美 

しが丘小教室） 
スタッフ間交流 

12月頃 元石川小学校 9名予定 
スタッフ間交流（元 

石川小教室） 
スタッフ間交流 

2月頃 美しが丘小学校 1年生 9名予定 
1年生との交流（美 

しが丘小教室） 
職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 
保育の方法や内容について個別支援計画を作成し、定期的に保護者の方と話しをして理解得るこ

と。 子どもの発達状況を捉えて課題を抽出し、情報を共有して認識を同じくしていくよう努める。 

 

 

毎月のケース会議開催 
（４～３月に計１２回開催予定 参加者：開催日勤務状況によって参加者を選定） 

専門機関と連携し、療育方針・方法を共有していく。 スタッフ全員に対して障害児保育の正しい認

識が持てるよう配慮していく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 
該当校の園児の状況については、養護教諭・担当教諭へ丁寧な引継ぎを行っていく。 障害のある子

ども、気になる子どもの質が高められるよう、その子の特性を活かすよう支援の経過 を伝えるととも

に連携を図っていく。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 
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勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：美しが丘公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 
学研データサービスに依頼して２０２２年度受審済み 

 

 

園による自己評価の実施 
２０２３年１月２４日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１３時００分 

自己評価終了予定時刻：１４時００分 

自己評価実施予定者：施設長・主任・その他スタッフ 

 

 

利用者アンケートの実施 
施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ＜チーム保育の確立＞ 

振り返り ・子どもたち一人ひとりをスタッフみんなで見守ることの「面白さ」 

「必要さ」「難しさ」を共有し、現在の子どもの姿を全員で理解する。 

・日々の子どもの姿を写真で記録し、保育者間で共有する時間を設け 

る。 

・保育者間で連携をとり、子どもの集団を複数の保育者が見守ること 

で、怪我や事故を防ぐ。また、複数の保育者が見守りヒヤリハットの件 

数も増えると予測し、事故を未然に防ぐためのリスクマネジメントに繋 

げる。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ＜直接体験ができる保育＞ 

重点施策 ・子どもたちが挑戦と失敗を繰り返すことができる体験の提供をする。 

そのためには、スタッフが自身の直接体験を増やし、自らの経験から子 

どもたちにどんな直接体験を提供できるかを考える。 
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・直接体験をすることで、物の性質を理解し、五感「見る（視覚）」 

「聞く（聴覚）」「味わう（味覚）」「嗅ぐ（嗅覚）」「触れる（触 

覚）」を養い、自然の在り方を学ぶ。 

・子どもたちが自然に興味を持ち、自然や人に関わる中で「生き抜く 

力」をつけていく。 

2024年度 目指す姿 地域とのつながりを強め、愛される保育園を目指す 

重点施策 自然体験を重視した保育園の特徴から、愛される保育園を目指す。その 

ために、2023年度でスタッフ自身の直接体験を増やし、自然の在り方 

を学ぶことが必要である。 

2025年度 目指す姿 ・地域との関係が深まり、様々な角度から積極的に関わり地域一番園と 

しての取り組みを積極的に発信していく。 

・保育について語り合い、保育士同士が刺激し合える関係が作られ、現

状に満足しない集団となる。 

重点施策 ・地域の活動に積極的に関わり、更に選ばれる園へと繋げていく。保育

についてディスカッションできる場を多く持ち保育を語り合う場を沢山

設けられるようにする。 

 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：美しが丘どろんこ保育園 施設長 佐藤 慶太 
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２０２３年度 大豆戸どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
法人の理念である「にんげん力」を育てるために、私たち保育者は子どもの個性を受け止め、一人ひ

とりが協力しあい、共通の目的をもって子どもと共に活動を実践し、互いに逞しくしなやかさをもつ

ことで、子どもを真ん中にし、保護者や地域の方々と共に考えて、共に学び直し、共に学びあう環境

を目指す。 

また、自園ならではの保育から子育ての支えの一つとなるために、子どもたちの姿を発信することを

日常化し、保護者や地域の方々とつながりながら、共にどんな経験が子どもを逞しくしなやかに成長

していくかを常に考えて伝えあい、見守り、寄り添いながら、にんげん育ての素晴らしさを経験して

いく。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

子ども一人ひとりが個性を尊重するために、保育者の自律と向上を目指す。 

保育者が自信をもって子どもと学びあえるように、子どもを真ん中にし、共に考えて、共に経験しな

がら互いに学び直し、学びあう保育とは何かを意識しながら、心にゆとりをもって最適な環境が作れ

るようにする。 

その為に、日常から保育者同士・保育者と保護者・保育者と地域の方々とコミュニケーションをと

り、課題にぶつかった時には受け止めあえる関係性を築き、共に語り合い、互いに学び直し、学びあ

える職場環境（会議、研修など）の下、質の向上を図る。 

1 計画・ねらい 保育者としての現況からみる課題における園内研修を実施する。 

実践予定内容 月1回の園内研修において、どの保育者でも主導を取り、プロの保育者と

しての現況からの課題出しを行いながら、具体的な保育の質の向上ができ

る研修を計画から実施、振り返りまでを行う。 

2 計画・ねらい 他園保育者・保護者・地域の方々と学び、語りあえる地域公開の自主勉強

会を開催する。 

実践予定内容 保育者・保護者・地域の方々からの昨年度からの子育てについての悩みや

相談を基に自園の特性や自園での活動からの経験を織り交ぜながら地域公

開の自主勉強会を開催する。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

大切な子どもを預ける不安やとまどいを理解し、小さな心の変化や体調の変化も共有し、安心して保

護者が子どもを預けて仕事が出来るように丁寧にサポートしていく。 

子どもが出来るようになったことだけでなく、日々、何かに向かって挑戦して成功や失敗を繰り返し

ながら適応しようとする姿や人との折り合いのつけ方で葛藤し、受容しながら適応しようとする姿を

伝え、家庭での様子も共有することで、子どもが自ら育つ最善の環境を保護者と共に考えあえ、学び

あえる関係性を作る。（連絡帳・園だより・掲示板・朝夕の送迎時の対応・うちのこアプリによるタ

イムライン） 

また、日頃から子育ての悩みを打ち明けやすい関係作りを心掛け、子育てのヒントを提供しながら、

共に考えて、共に経験して、共に育てあえる信頼関係を築いていく。 
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1 計画・ねらい 子どもについて語り合いながら、互いを知り、学びあえる保護者懇談会の

実施をする。 

実践予定内容 毎年2回の保護者懇談会を開き、法人や園からの共有事項を確認すると共

に、保育者と保護者が子どもについて語り、学びあう。 

2 計画・ねらい 保護者の希望に応じて、子どもが日々、経験していることを知れる保育参

加を実施する。 

実践予定内容 保育参加をすることで、子どもがどんなことを経験から学んでいるかを保

護者が一人の保育者として経験して知り、今後の子育てのヒントに繋がる

ようにする。 

3 計画・ねらい 保護者の希望に応じて、子どもや子育てについての悩みや相談ができる保

護者面談を実施する。 

実践予定内容 日々の保育者との関わりだけでなく、保護者の希望に応じて子育てについ

ての悩みや相談を話し、保護者に寄り添いながら、共に考え、学びあえる

機会を提供する。 

 

 

地域の子育て支援事業 

近隣の系列園であるまめどくれっしゅなどと協力しあい、地域の子育ての拠点として、在園児や卒園

児に関わらず、子育てに悩む地域の方々の心の拠り所のような場所を目指す。 

また、在園児とも交流できる機会を作り、子育てのヒントになるような経験も提供する。 

自園は住宅街の中にあり、港北区内でも園庭や園舎が広く、地域の方々が日頃から興味を持って気軽

に利用して頂けるようにポスターなどを掲示したり、園見学や行事参加の際に自園の特性を伝えたり

する中で、地域の方々にとってもいつまでも利用しやすい環境を整えていき、地域の方々とより密に

関わり、自園ならではの経験から共に考え、学びあえるように、場を提供していく。 

子育て相談は出来る限り対応し、共に考え、心に寄り添いながら解決することにより、また自園に安

心して寄りたくなって頂けるように丁寧に対応していく。 

1 計画・ねらい 子育て支援活動「ちきんえっぐ」の活動を知ってもらい、活動に参加する

中で自園の魅力も伝える。 

実践予定内容 「園庭開放」「芸術学校」「自然食堂」「自然学校」「寺親屋」「青空保

育」についてポスターの掲示や散歩時の保育者からの声掛けにより、地域

の方々にも共に活動を通して自園について知って頂く。 

2 計画・ねらい ベビーステーションや絵本の貸し出し、子育て相談などをよりわかりやす

く表示する。 

実践予定内容 地域の方々に向けて、よりわかりやすい表示をすることにより、いつでも

気軽に立ち寄れる場所という印象を作る。 

3 計画・ねらい 地域の方々・保護者・他園保育者と語りあえる地域公開の自主勉強会を開

催する。 

実践予定内容 保育者・保護者・地域の方々からの昨年度からの子育てについての悩みや

相談を基に自園の特性や自園での活動からの経験を織り交ぜながら地域公

開の自主勉強会を開催する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

保育者自身のにんげん力も必要である。 

人間にとって最も大切な乳幼児期を託される責任と誇りをもち、一人ひとりの子どもと愛をもって真
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剣に向き合い、受容しながら、子どもと共に自分の言葉で伝えられる保育者も育てる。 

生きる力のある保育者を増やすために、一人ひとりが運営方針に従い、状況の変化に応じて、どの保

育者も主体的に判断、行動し、柔軟性と適応力をもった組織にしていく。トップダウン型の園運営で

はなく、経験問わず各職種が得意分野や専門分野にて各自の力を主導して発揮し、互いに連携を図り

ながら共に語り合い、考え、学びあうことにより、園全体のチームとしての底力を上げる。（ボトム

アップ型） 

1 計画・ねらい 他者の考えを知り、受容した上で自分の言葉で発言し、学びあえる環境を

作る。 

実践予定内容 どの保育者も日々の中での保育についての雑談や毎週1回のフロア・学年

会議内でも自分の言葉で伝え、相手の思いも受容した中で適応した職場環

境を日常化する。 

2 計画・ねらい 保育者としての現況からみる課題における園内研修を実施する。 

実践予定内容 月1回の園内研修において、どの保育者でも主導を取り、プロの保育者と

しての現況からの課題出しを行いながら、具体的な保育の質の向上ができ

る研修を計画から実施、振り返りまでを行う。 

3 計画・ねらい 主任・中堅リーダーが園運営についての組織マネジメントの計画の一員と

なる。 

実践予定内容 施設長からの園の基本方針に基づいて、主任・中堅リーダーとしてできる

園運営についての課題を考え、実行する。 

 

 

環境実施目標 

法人が構想する社会として人も食も仕事も循環し、０歳から人生を終えるその時まで、全ての人が

「生きる力」をもって、よく生きられる社会を作ることを目指していく中で、自園の特性や地域性に

応じて環境マネジメントを実践していく。 

1 計画・ねらい 畑仕事や生き物の世話を日課として実践することで食材や食の循環への意

識を育む。 

実践予定内容 毎日の畑仕事や月１回の他園訪問での鶏の世話を通して、食材加工などの

食育活動へつなげ、計画から実施、振り返りまでを行う。 

2 計画・ねらい 子どもの食べる意欲を育て、給食残渣を減らし、食材の循環サイクルを実

行する。 

実践予定内容 毎日の子どもの喫食状況を把握し、保護者と共有しながら給食残渣を減ら

していく。また、コンポストの活用も継続して行い、食材が変化していく

様子を学ぶ。 

 

 

チーム保育の実践の日常化 

職種（保育士・看護師・調理師・用務員・事務員）、経験、年齢にとらわれず、全保育者が保育者と

して一人ひとりの子どもに向き合い、一つひとつの課題を丁寧に考え、学んでいくことを基本とす

る。 

それぞれの専門性を存分に生かし、子どもの主体性や人と人の関わりからの経験を引き出す物的環

境、人的環境、空間的環境について互いに意見を出しあい、チームで考察することを日常化してい

く。 

1 計画・ねらい 質の高い保育を維持するための話しあいを行う。 
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実践予定内容 週1回のフロア・学年会議に限らず、日々の報告・連携・相談の中で、子

どもの成長や変化に応じて、常に保育者同士が話し、学びあえる環境を作

る。 

2 計画・ねらい 主任・中堅リーダーが園運営についての組織マネジメントの計画の一員と

なる。 

実践予定内容 施設長からの園の基本方針に基づいて、主任・中堅リーダーとしてできる

園運営についての課題を考え、実行する。 

 

 

保育環境の整備 

園をひとつの家として捉え、保育者全員で見守り、協力しあいながら、子どもの成長や興味に気づ

き、子どもが自信をもって他者と関わりながら、興味が持続して夢中になり、より発展できていく環

境を作る。 

どろんこ会グループの日課や基本活動を見直し、園の特性も捉えながら、原点回帰を継続する。 

日課、戸外、室内環境について定期的に話しあい、一人ひとりの子どもたちの個性を捉えながら子ど

もの興味が伸ばせるように、全年齢の子どもが自由に行き来でき、夢中になれる環境、子どもの特性

が様々な形で表現できるような環境も意識し、多くの音楽に触れ、造形活動を充実していき、個々の

感性をより磨いていく。 

1 計画・ねらい チーム保育を維持するための話しあいを行う。 

実践予定内容 週1回のフロア・学年会議に限らず、日々の報告・連携・相談の中で、子

どもの成長や変化に応じて、常に保育者同士が話しあえる環境を作り、計

画・実践・振り返りを行う。 

2 計画・ねらい 園内研修で「日課」「戸外環境」「室内環境」について保育者間で丁寧に

振り返り、課題出しを行う。 

実践予定内容 年2回（上期・下期）に分けて計画・実践・振り返りを行う。また、日々

の振り返りで補えない部分を次の子どもの成長や展開を予測して具体的に

保育者間で話しあう。 

 

 

危機管理マネジメントの育成 

全保育者が、大切な子どもの命を守るという意識をもつ。 

また、園環境の変化を捉えながら、子どもが生き生きと過ごすことを阻害する要因を意識し、チーム

全体の保育力を見極めたうえで安心・安全な環境を保つ。 

定期的に事故や怪我の具体的なリスクや安全管理において過去の事故例から事故の予測をして予防に

努め、リスクマップを使って自園の特性に特化して話しあい、一人ひとりの保育者の特性に応じて施

設長・主任が丁寧に教え、安全性を強化していく。 

1 計画・ねらい 過去の事故例を共有し、事故の予防に努める。 

実践予定内容 事故記録簿・インシデント・ヒヤリハットのケースから、今後、予測され

そうな事故を毎週1回の昼礼で共有する。 

2 計画・ねらい 園内設備の細やかな点検を行い、安全性を保つ。 

実践予定内容 事故防止係・用務員が中心となり、園内設備の安全性を確認しながら、全

保育者にも共有する。 

3 計画・ねらい 園内研修で「人権・危機管理」について、保育者間で丁寧に振り返り、課

題出しを行う。 
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実践予定内容 日々の振り返りで補えない部分を次の子どもの成長や展開を予測して具体

的に保育者間で話しあう。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 14人 16人 18人 18人 18人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分 

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 

保育士 11人 看護師 1人 栄養士 2人 事務員 1人 

パート 

スタッフ 

常勤 

保育士 9人 調理師 2人 用務員 1人   

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 保育環境の見直し研修、コンピテンシー考察 

給食運営会議 
月1回 アレルギー確認、クラスの給食状況、食育会議報告、食育

活動の振り返り 

事故防止委員会 月1回 危機管理、安全対策、前月の検証 

ケース会議 
月1回 要支援児・気になる児についての保育計画の振り返り、立

案、共有、他機関との連携報告 
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美化・緑化・生き物会議 月1回 保育環境の清掃・緑化計画立案、共有 

リーダー会議 月1回 園全体の運営、人材育成計画立案・共有 

昼礼 週1回 事務連絡、子どもの様子共有、事故・怪我共有 

フロア会議 週1回 フロアごとの保育計画の振り返り・立案、子どもの様子共

有 

学年会議 週1回 クラスごとの保育計画の振り返り・立案、子どもの様子共

有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での課題・連絡 

施設長勉強会 月1回 今後の園運営・保育についての講習 

食育会議 年4回 
献立内容の改善・提案、給食提供マニュアル及び運用ルー

ルの作成・見直し、食育計画作成 

保健会議 年4回 
感染症対策やガイドラインの作成、保健計画作成、実践共

有 

主任会議 年6回 園全体の運営の振り返り、人材マネジメント計画立案・実

践報告 

若手会議（遊び発掘隊） 年6回 保育内容・若手保育者としての振り返り、実践報告 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質の振り返り・共有・計画・実践報告 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

保健・衛生管理係 子ども及び保育者の健康保持のために、施設内外の保健的環境の維持向

上、衛生管理 

事故防止・防災防犯係 施設内外の設備及び用具の安全管理・点検、事故記録の作成、避難訓練

計画立案・実施 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保・点検 

食品衛生責任者 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応 

畑・食育係 日課（畑仕事等）の振り返り・共有・計画立案・実施、畑の管理の作
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成、食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践への食育計画

立案・実施 

美化・緑化・生き物係 日課（雑巾がけ・生き物の世話等）の振り返り・共有・計画立案・実

施、保育環境の清掃・緑化計画立案・実施、命の尊さや自然現象への関

心を広める機会を設定 

子育て支援・地域交流係 子育て支援事業・地域交流についての計画立案・実施 

室内環境（音楽・造形）

係 

室内環境について、音楽・造形の分野も踏まえて計画立案・実施 

戸外環境（体育・園庭）

係 

戸外環境について、体育・園庭の分野も踏まえて計画立案・実施 

備品管理係 園の備品管理・発注 

写真・卒園アルバム係 写真販売に関しての写真の確認 

絵本係 絵本の管理・発注、絵本通信の作成 

懇親会係 保育者間のリフレッシュを目的とした機会の立案・実施 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画立案・実施などの補佐 

運動会係 運動会の計画立案・実施 

生活発表会係 生活発表会の計画立案・実施 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る。 

・歩行の確立、言葉の獲得により盛んになる探索活動が十分に出来る

ようにし、友だちへの関わりの芽生えを促す。 

下半期 

0～1歳児 

・多くの経験を通して感性を豊かにし、感じたことを少しずつ言葉で

伝える場を大事にする。 

・生活や遊びの中で心身ともに伸びる場を保障する。 
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幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢児の中で友だちとの繋がりを深め、楽しむ場を作り、協調性

や自主性を育む。 

・興味や関心を持ったことに主体的に関わり、発見を楽しみ、考え、

遊びに取り入れていく。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢児との関わりの中で、生活や遊びの達成感や充実感を味わう

経験を保障する。 

・子どもが自分で考え、工夫し、判断して、自ら行動できる。 

・心を動かす様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造

性の芽生えを行う。 

保育参加 4～3月 

・希望保護者による保育参加 

・保育参加後のアンケート記入依頼 

・普段の生活を見て、一緒に活動していくことで、子どもの育ちや園

での取り組みを知っていただく機会とし、期間を定めず自由に参加が

出来るようにする。 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

・乳幼児期に欠かせない栄養のバランスを配慮し、噛む力を育てる・素材を味わえる献立を提供す

る。 

・季節の恵み、地域の産物を取り入れながら、保育者も子どもと共に楽しみを待つ給食に努める。 

・食材が加工することや他園での鶏などの生き物の世話をすることで、様々な食べ物へ循環すること

や自然環境への意識を身に付ける食育活動を行い、命を頂くことの大切さを知る経験をする。 

・畑で野菜を栽培することで、旬の素材に気づき、食に興味を持つ。 

・子どもが自分で「食べたい時に食べたい場所で食べたいものを食べたい人と食べたいだけ」選択す

ることで意欲的に食べる食育を行い、自分で食べたいと思う意欲も育てる。 

1 計画・ねらい 野菜や花などの植物を育てることで畑仕事の充実感を得る。 

実践予定内容 日々の畑仕事（土づくり・畝づくり・種まき・苗植え・水やり・雑草と

り・収穫）から、命を育てて命を頂く大切さを知る。 

2 計画・ねらい 自分が「食べたい時に食べたい場所で食べたいものを食べたい人と食べた

いだけ」選択する。 

実践予定内容 子どもの食に対する意識や意欲が育めるような環境を作る。また、苦手な
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食材を少しでも食べてみようとする気持ちを受け止め、継続的に子どもの

食事の様子を見守り、配慮していく。 

3 計画・ねらい 食育についての学びを教わる機会を作る。 

実践予定内容 挨拶やマナー、食具の使い方等、食育指導を取り入れ、身に付けていく。 

4 計画・ねらい 他園で鶏などの生き物の世話をし、命の大切さに触れる。 

実践予定内容 他園へ訪問し、鶏など生き物の世話をすることで命を育て、その命が日々

の給食食材や自然環境へ繋がっていることを教える。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 うがい・手洗い指導、歯磨き指導、体の仕組みを知ろう等 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12～１月…感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･2名より預かり済み／園内にて保管 

抗アレルギー薬･･･1名より預かり済み／園内にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在27名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については3月23日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 
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情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年回／･月 

歯科健診 年回／月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

どろんこ会グループの日課や基本活動を見直し、園の特性も捉えながら、原点回帰を継続する。 

月1回の園会議で子どものエピソードやドキュメンテーションの記録を作成し、子どもが自分で考え、

他者と関わりながら自分の言葉で伝え、自分で行動できる保育環境の見直しを行い、子どもの成長や

興味、日課、季節を意識した戸外・室内環境を考え、共有しあう。 

清掃分担チェック表を利用し、保育者で分担し、定期的な園全体の清掃・景観維持に努める。 

また、施設長、主任、用務員、美化・緑化・生き物係を中心に園内の整理整頓を行い、園内の美化・

緑化・生き物に配慮しながら、子どもにとっても保護者や地域の方々にとっても、いつ見てもまた、

ここに来園したいと思う環境を目指し、必要な設備や備品の見直しをしていく。 

1 計画・ねらい 子どもの興味や姿を捉えたエピソードからドキュメンテーションを作

る。 

実践予定内容 子どもの興味や姿を捉えたエピソードを交えたドキュメンテーション作

りを行い、子どもの姿を的確に捉えた環境について話しあい、毎月1回の

園会議内で発表し、園内にも掲示する。 

2 計画・ねらい 日課、園内環境の美化・緑化の向上に努める。 

実践予定内容 毎月1回、美化・緑化・生き物会議を行い、園内環境についての見直しを

行い、日課の見直しや園内の美化・緑化・生き物の世話についての実践

の向上に努める。 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 築山 園庭 毎月1回 

2 園庭玩具棚 園庭 毎月1回 

3 泥場 園庭 毎月1回 

4 パーテーション 乳児室/幼児室 毎日 

5 箱椅子 幼児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 防犯計画に基づき自衛消防隊を編成し、避難訓練を毎月15日に行う。ま

た、うちのこアプリにて災害緊急連絡先を使用し、園が情報を発信安否・

施設状況・連絡先を情報共有する体制をとる。 

2 実践予定内容 事故防止・設備チェックを年4回行い、怪我や事故防止・安全な設備環境

の維持に最善を尽くす。 

3 実践予定内容 全園事故防止委員会を毎月1回行い、同グループ内での状況を共有し、事

故防止策を探る。 

4 実践予定内容 年2回不審者侵入訓練を実施し、避難経路・不審者侵入防止・通報の訓練

を全保育者が行う。 

5 実践予定内容 インシデント・ヒヤリハット報告書の運用をし、事故防止委員会で検証を

十分に行うことで事故を未然に防ぐ。 

6 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響・光化学スモッグ注意報を

把握し、発令があった場合は内容にあった貼紙等を掲示し、通知する。 

7 実践予定内容 年1回交通安全指導を子どもに行い、交通安全について子どもと学ぶ機会

を持つ。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

小中高校の保育体験などの積極的な受け入れを行い、小中高校生が保育に対して興味を抱いているこ

とを共に模索し、学びあいながら保育士の疑似体験が出来るようにする。 

大学・専門学校の依頼による保育実習の積極的な受け入れも行い、保育実習を通して自園の保育士を

経験する機会を持ち、実習経験から保育士として子どもの命を守ることの大切さやどろんこ会グルー

プの日課や基本活動を園の特性も交えながら、丁寧に教え、伝える。 

また、これを機会に体験や実習期間が終わっても子どもたちとの交流の機会を設け、学生と学ぶ機会

を作ったり、行事などのイベントにも声をかけたりして、誘い、子どもたちや保育者や保護者や地域

の方々と共に自園の魅力を経験していく。 
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今年度方針・テーマ 

基本方針である「子どもの個性を受け止め、一人ひとりが協力しあい、互いに逞しくしなやかさをも

つことで、子どもを真ん中にし、保護者や地域の方々とも共に考えて、共に学びあう環境」を基本と

し、実習経験から保育者としての子どもの命を守ることの大切さも丁寧に教え、伝える。 

1 実践予定内容 小中高校の依頼による保育士体験の受け入れ 

2 実践予定内容 大学・専門学校の依頼による園見学や保育実習の受け入れ 

3 実践予定内容 行事などのイベントに関するボランティアやイベント参加などの受け入

れ 

4 実践予定内容 大学・専門学校の学生との交流会の計画立案・実施 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
私たち一人ひとりが保育者として責任と誇りを持ちながら、子どもの成長を見守れるように自園の特

性と課題を踏まえた園内研修の充実を図り、一人ひとりの保育者の目標設定を行い、実践する。 

また、保育の質を高めていける園運営を目指し、どの保育者でも自分の探求したい分野を選び、主導

を取りながら組織としての保育の質の学び直しと学びあいの中で子ども主体の遊びを重視しながら、

保育者同士の同僚性を高め、互いに自分の言葉で思いや意見を伝えあい、対話しやすい環境を整え、

日常化していき、一人ひとりの保育者としての成長にもつながるようにする。 

今年度はコンピテンシーの追求として一人ひとりの保育者の課題に沿って学びあい、深め、プロの保

育者としての質も具体的に見直していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの人権と危機管理

を学びあう 

子どもの人権について学びながら事

故や怪我の具体的なリスクを共有

し、子どもの命を守るために、安

心・安全な環境の大切さを学ぶ。 
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5月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  日課を学びあう 

子どもが日課である仕事や散歩の活

動を日常化し、楽しむ。 

保育者も子どもと共に経験する中

で、日課の大切さを学ぶ。 

6月23日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者支援を学びあう 

保護者と関わりあい、寄り添うこと

で、どんな不安を持っているのかを

知り、共に考える中で信頼関係の大

切さを学ぶ。 

7月28日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  地域支援を学びあう 

外部から見られる視点を持ち、園と

地域との関係を見直し、地域におい

て必要とされていることは何かを学

ぶ。 

8月25日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  室内環境を学びあう 

現状の保育環境の見直し。 

子どもの興味を深掘し、発展しなが

ら次の興味を予測し、他者とのつな

がりを持てる室内環境について学

ぶ。 

9月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  戸外環境を学びあう 

現状の保育環境の見直し。 

子どもの興味を深掘し、発展しなが

ら次の興味を予測し、他者とのつな

がりを持てる戸外環境について学

ぶ。 

10月27日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの人権を学びあう 

子どもの人権を改めて振り返り、見

直しを行い、子どもの命を守るため

に、安心・安全な環境の大切さを学

ぶ。 

11月24日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  食や食の循環を学びあう 

子どもが食べる意欲を持ち、共に食

を楽しみ、食の循環を通して命を頂

くことの大切さを学ぶ。 

12月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの特性を学びあう 

乳幼児期の子どもの興味や行動を振

り返り、共に語りあい、学びあう。 

気になる児が他児と関わることで、

どんな変化があるのかも学びあう 

1月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  人と人が学びあう 

「子どもを真ん中にし、一人ひとり

が協力しあい、互いに逞しくしなや

かさをもつことで、共に学びあう」

とは何か。 

他者との関わりあいによって、他者

の思いも考えあえる経験を通し、ど
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んなにんげん力が育ったかを学ぶ。 

2月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度目標 

今年度を振り返り、互いに考えあ

い、次年度の目標を設定する。 

クラス・保育者・係での反省と課題

出しを行う。 

3月3日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度計画 

次年度の計画をし、今年度の振り返

りを踏まえ、子どもたちが経験した

い活動を共に考え、語り合う。 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

同じ法人内で近隣地域の他園と共に「子どもの命を守り、子どもが主体的に活動できるための関わ

り」について、摘宣、話し合い、子どもの命を守ることの大切さの継続的な見直しや普段の子どもの

様子から子どもが主体的に活動できたエピソードを教えあい、記録し、より保育の学びを深めてい

く。 
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また、自園の保育者の保育の質についての課題が出た時は、施設長が自主勉強会を計画し、保育の質

の向上に繋がるような内容を実施し、研修内容を近隣地域の他園とも共有して学びあえる環境を作

る。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に地域と関わっていくことを通して、園の存在を理解していただくと共に、地域の目で子ど

もたちの成長や安全、保育者の子どもへの関わり方を第三者としての視点から見守っていただけるよ

うにしていく。 

また、積極的に園を開放することで、地域の子育て支援に貢献し、子育てについて語りあえる機会や

場所を提供する。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：太尾町第二公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人ホーム訪問（新型コロナウイルス感染状況により、随時、訪問

は検討する）・町内会（ラジオ体操への参加など） 

異年齢交流 近隣小学校交流会（新型コロナウイルス感染状況により、随時、交

流会は検討する） 

地域拠点活動 近隣保育園との交流、ベビーステーション・絵本貸出 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

横浜市スタートカリキュラムに基づき、保育者が小学校一年生を見て知り、自園独自のアプローチ

カリキュラムを作成し、年間を通して計画的に幼保小連携を進めていく。また、幼保小連携会議・授

業参観・授業研究会に積極的に参加し、地域の実態を把握しながら、教員と共に小学校学習指導要領

についてや、これからの未来のために幼児期の子どもにとって必要な経験は何かを具体的に学んでい

く。就学時には、横浜市保育所保育要録を送付し、必要に応じて一人ひとりの子どもの情報の申し送

り等を丁寧に実施していく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月1日（土）より開始する。 
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日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月 

～3月頃 

大豆戸小学校 

大綱小学校  

太尾小学校 

54名予定 

通学路確認（大豆戸

小学校・大綱小学

校・太尾小学校） 

子ども間交流 

4月頃 大豆戸小学校 2名予定 
入学式（大豆戸小学

校） 
職員間交流 

5月頃 大豆戸小学校 1年生 2名予定 

授業参観・第一回委

員会（大豆戸小学

校） 

職員間交流 

7月頃 大豆戸小学校 職員 2名予定 
連携研修（大豆戸小

学校） 
職員間交流 

10月頃 大豆戸小学校  15名予定 
運動会見学（大豆戸

小学校） 
子ども間交流 

11月頃 大豆戸小学校 1年生 18名予定 
一年生との交流会

（大豆戸小学校） 
子ども間交流 

1月頃 大豆戸小学校 1年生 18名予定 
小学校探検（大豆戸

小学校） 
子ども間交流 

1月頃 太尾小学校 1年生 18名予定 小学校探検（太尾小

学校） 

子ども間交流 

2月頃 大豆戸小学校 1年生 18名予定 小学校探検（大豆戸

小学校） 

子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

子どもの状況などを観察し、ケース会議の中で振り返りと保育者間の共有を行い、見直していく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：４名予定） 

毎月第三火曜日に話し合いを設け、担当者と共に行う。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

小学校の引き継ぎは横浜市保育所保育児童要録の送付、各校の担当職員と子どもについての申し送

りによって行う。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 

（月）～（土）9:30～16:30 

※新型コロナウイルスへの対応は所属自治体の規程も確認してく

ださい。 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 

毎週（火）10:00～12:00 

※新型コロナウイルスへの対応は所属自治体の規程も確認してく

ださい。 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（火）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：太尾町第二公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

開園３年目と以降５年に１回、第三者評価を受審することにより、保育の質の向上を図る。 

（株式会社学研データベースに依頼して２０１８年３月・２０２２年１１月受審） 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年３月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時０0分 

自己評価終了予定時刻：１１時０0分 

自己評価実施予定者：引間恵里、古山郁美 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
基本方針である「子どもの個性を受け止め、一人ひとりが協力しあい、互いに逞しくしなやかさを

もつことで、子どもを真ん中にし、保護者や地域の方々とも共に考えて、共に学び直し、共に学びあ

う環境」を基本とし、今後の３か年を計画する。 

 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 子どもが一人だけでなく、他者と関わりながら選択できるような機会や

環境を日常化する中で、保育者は子どもと共に成功と失敗を何度も繰り

返し見守りながら、子どもにとって必要な心や体の成長を保護者や地域

の方々と共に模索する。 

振り返り 子どもの特性の受け止め方や子どもとの関わり方を見直すことにより、

何が子どもにとって必要な心と体の成長の経験に繋がるのかを模索し、

考えあうことができた。また、子どもも自分に自信を持ち、日々の活動

に意欲をもって過ごすことができた。一方で、困難に直面した時に迷い

や葛藤が見られ、自分の中で物事を受け止めて気持ちに折り合いをつけ

る力が弱い場面もみられたので、次年度の課題とし、模索していく。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 子どもが自分で選択し、他者と協働し、喜びや葛藤をしていく経験を日

常化し、子どもが困難も受け止めて自分の中で折り合いをつけようとす

る環境を作る。 

また、保護者や地域の方々も「にんげん力」の魅力を知り、子どもの姿

を通して保護者や地域の方々もお互いに子育てについて学びあえる場所

を目指す。 

重点施策 子どもが協働性や柔軟性を経験から学ぶことを日常化する中で、保育者

は子どもと共に子どもの協働性や柔軟性に対する適応力を育める環境を

模索する。また、保護者や地域の方々も子どもが協働性や柔軟性を経験

から学び、適応している姿から「にんげん力」の魅力を知り、保護者や

地域の方々も保育者と共に子育てについて学びあう。 

2024年度 目指す姿 子どもが他者と協働することや自分で柔軟性をもって適応することを発

展し、深掘りする姿が日常化し、共存共栄が育める環境を作る。 

また、保護者や地域の方々も子どもが経験から学ぶ「にんげん力」の魅

力を、共に自分事として保育者と学びあい、深掘りしあい、多角的に共

存共栄が出来るつながりを目指す。 

重点施策 子どもが日常の生活から自分で柔軟性をもって適応し、共存共栄する大

切さを知り、日常化する中で、保育者は子どもと共に共存共栄を育める

環境を模索し、保護者や地域の方々も子どもの柔軟性と適応力により、

共存共栄を経験している姿から、「にんげん力」の魅力を知り、保護者

や地域の方々も保育者と共に子育てについて学びあい、深掘りしあう。 

2025年度 目指す姿 子どもが他者と協働することや自分で柔軟性をもって適応することが安

定し、地域へ展開する姿が日常化し、地域社会との共存共栄が育める環

境を作る。また、保護者や地域の方々も子どもが経験から学ぶ「にんげ

ん力」の魅力を共に自分事として保育者と学びあい、地域へ展開しあ
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い、多角的に地域社会と共存共栄が出来るつながりを目指す。 

重点施策 子どもが日常の生活から自分で柔軟性をもって適応し、共存共栄する大

切さを知り、地域との展開が日常化する中で、保育者は子どもと共に柔

軟性と適応力を大切にして地域社会との共存共栄を育める環境を模索

し、保護者や地域の方々も子どもの柔軟性と適応力により、共存共栄を

経験している姿から「にんげん力」の魅力を知り、保護者や地域の方々

も保育者と共に子育てについて学びあい、地域へ展開しあう。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：大豆戸どろんこ保育園 施設長 引間 恵里 
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２０２３年度 草加松原どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
草加市が誕生したころに作られた松原団地、当時は「東洋一のマンモス団地」と言われた団地も現

在は全て取り壊され公園や新しいマンションが建ち並びここ数年で周辺風景が大きく変わっている。

しかし核家族が多い中、様々な年代の方が草加松原周辺で暮らし散歩に一歩出ると色々な方と関わる

ことが出来る。保育の中で沢山の方と挨拶を交わし地域の方との関わりから感じた事や考えたことを

表現できる環境つくりをする。 

また、子ども一人ひとりを尊重し丁寧に関わる保育を実践し、その中で養護と教育が一体化され

『生きる力』の基礎を培う事を目標に日課・基本保育活動を大事にしながら保育を展開していく。 

その中で、子ども達が主体的に遊びを通して様々な体験や幅広い豊かな人間性を育み、安心と楽し

さが溢れ、自発的に子ども同士が関われるような環境で過ごせる園作りに努める。そして、小学校1年

生を知り、就学までに育みたい10の姿を目指した保育を実践していく。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課・基本保育活動を理解し、養護と教育が一体化された保育を展開す

る。 

実践予定内容 ・保育所保育指針を読み解き、日課・基本保育活動を深める。 

・日課・基本保育活動の充実。 

・保育士が背中を見せ一緒に行うことで子どもの知識を広げる。 

2 計画・ねらい 子どもたちが主体的になり、自ら選択し遊び込めるようにする。 

実践予定内容 ・必要な物が整理整頓された環境で遊べる空間作りをする。 

・やりたいことが存分に発揮できる環境を整え、保育者がそれを見守り支

えていけるようにする。 

・ゾーン保育の確立へ園全体で取り組む。 

3 計画・ねらい 物的環境や人的環境を整え子どもが伸び伸びと遊べる環境を作る。 

実践予定内容 ・子どもたちの遊びや様子を理解し、日々変化をしながら環境構成をす

る。 

・子どもたちと共感し寄り添い、その後の子どもの様子を見守りきる保育

を実践する。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保育園と保護者との密なコミュニケーションと連携をとる。 

実践予定内容 ・保育参加での内容を発信し、実際に保育参加をしてもらい子どもの様子

や園での取り組みを理解して頂けるようにする。 

・子育て中の保護者の気持ちを理解しコミュニケーションが図れるような

研修を行い保護者に寄り添った連携が取れるようにする。 

2 計画・ねらい 3分間対応の内容を充実し、職員全員で子どもの様子を語れる集団にす

る。 
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実践予定内容 ・伝達事項は的確に伝え、子どもの様子を表情豊かに伝えられるようにす

る。 

・3分間対応のロールプレーや園内研修を行い、保護者の方が話したい・

聞きたいと思えるような関係作りをする。 

・待ち時間の充実を考え実施する。 

3 計画・ねらい タイムラインや連絡帳の充実。 

実践予定内容 ・タイムラインでは1日のどんな事を伝えたいのかを明確にし写真も含め

て伝えられるようにする。 

・連絡帳では3分間対応では伝えられない子どもの様子や成長を簡潔にわ

かりやすく伝えられる内容にする。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 一時保育・ちきんえっぐ・青空保育へ多くの方が安心して利用できる環境

つくりをする。 

実践予定内容 ・一時保育を行っている情報発信やリーピーターを増やしていく。 

・ちきんえっぐ、青空保育の告知を自治体や支援センター等も協力を得な

がら発信する。 

2 計画・ねらい 地域の方も参加できる行事を開催する。 

実践予定内容 ・どろんこ祭りではどろんこサポーターと協力しながら地域の方も参加で

きるような企画を立てる。また、来客数も増やしていく。 

・運動会では地域の方が参加できるプログラムを作り園での取り組みを理

解できるきっかけを作る。 

3 計画・ねらい 園庭開放やちきんえっぐの利用者を増やす。 

実践予定内容 ・子育て支援室を開放的に使用できる環境つくりをする。 

・子育て中の方が悩み事や話すことで発散できる場の提供をする。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 職員一人ひとりが持っている力を発揮し、保育を楽しめる集団になる。 

実践予定内容 ・日々の保育の振り返りや見直しをし、改善することを繰り返し行う。 

・保育者が失敗を恐れずやりたいことに挑戦できる環境作りをする。 

2 計画・ねらい 職員全体で学び合う意識を高め、園内研修を充実する。 

実践予定内容 ・『園長大学®』の動画を活用し研修を行う。 

・園内研修を全スタッフが担当し実践する。 

3 計画・ねらい 一人ひとりの目標を設定し意識の向上をする。 

実践予定内容 ・個人面談を定期的に行い、目標に対しての進捗状況を確認する。 

・個人面談を通してスタッフの伸び悩みを聞き、解決の糸口を一緒に探し

課題解決をする。 

・コンピテンシーを用いて良い所を伸ばし、課題を明確にし次月に迎えら

れるような環境作りをする。 
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環境実施目標 

 

1 計画・ねらい たい肥作りの実践をする。 

実践予定内容 ・園庭へたい肥作りの環境作る。 

・たい肥作りの方法を学び実践する。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環への意識を育む。 

実践予定内容 ・食育にて食材の加工を体験できるようにする。 

・畑活動の充実。 

3 計画・ねらい 食材の循環サイクルの実行。 

実践予定内容 ・給食残渣を減らす。 

・ヤギや鶏の糞を再利用する。 

 

 

子どもを中心に考えられる保育（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 子どもに対して日々丁寧に関わる保育をする。 

実践予定内容 ・子どもの声に耳を傾けありのままの姿を共感できるようにする。 

・日々の関わりの中で子どもの人権の尊重や常に子どもにとってどうなの

かを考えられるようにする。 

・笑顔が溢れ、応答的な関わりを持ちながら保育をする。 

2 計画・ねらい 子どもと一緒に活動を楽しめる保育者集団にする。 

実践予定内容 ・保育者もわくわくするような活動が出来るように心も身体も時間に余裕

が持てるような環境作りをする。 

・子どもがどんなことに興味を持ち、夢中になって遊んでいるのかを保育

者自身が発見・体験・共感できるようにする。 

・一緒に楽しめるような行事を考えPDCAサイクルをもとに保育に生か

す。 

3 計画・ねらい 職員間で子どもの様子や保育について語り合う環境作りをする。 

実践予定内容 ・楽しめた事や発見したことを語り合えるような時間と場つくりをする。 

・ポートフォリオやエピソード記録で子どもの様子を発表する機会を作

る。 

・日々の保育についてPDCAサイクル出来る時間を作る。 

 

 

気持ちの良い保育園作り（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい どんな人でも心地よく園を利用してもらえる環境作りをする。 

実践予定内容 ・美観を考え園内外の清掃が行き届き園を訪れる人が気持ちよく思えるよ

うにする。 

・清掃分担や清掃時間の見直しをし、全員が清掃への意識を高く持つ。 

・整理整頓や次の人が気持ちよく使える環境作りをする。 

2 計画・ねらい 園に関わる人が笑顔で、コミュニケーションの取りやすい雰囲気作りをす

る。 

実践予定内容 ・園内や近隣の方等と自然に挨拶の飛び交う関係作りをする。 

・会話やコミュニケーションを取れる時間を作る。 

・感謝の気持ちを忘れず、言葉として伝えられる関係作りをする。 
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・良いことも改善することも相談し合える環境つくりをする。 

3 計画・ねらい 相手の気持ちや立場になって考えられる集団作りをする。 

実践予定内容 ・どんなことも自分事として捉え考えられるようなコミュニケーションが

とれるようにする。 

・園内研修で接遇研修を行い相手の立場に立つことを学ぶ。 

・電話、来客、保護者対応の確認。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 18人 18人 18人 18人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 15人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 0人 

        

パート 

スタッフ 
保育士 2人 補助 1人 調理 1人 事務 1人 

用務 1人 嘱託医 2人       
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 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 自己評価・コンピテンシーを深める・研修報告・行事や子

どもの姿の共有・活動の振り返り・共有事項・園内研修 

給食運営会議 
月1回 食育活動の計画と振り返り・アレルギーやマニュアル確

認・給食内容や給食残渣の振り返り 

事故防止委員会 
月1回 ヒヤリハットの分析・インシデントの共有・ 

事故報告書の分析・全園事故防止委員会の内容共有 

ケース会議 月1回 支援計画の振り返り・計画見直し 

クラス会議 月1回 保育内容の検討・環境設定の見直し・子どもの姿の共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 業務報告・伝達事項・情報共有 

施設長勉強会 月1回 
業務改善の研修・園運営についての協議と研修・ 

各園の取り組みについてのディスカッション 

食育会議 年4回 
食育研修・マニュアル見直し・献立や調理方法の共有・ 

各園の取り組みについてのディスカッション 

保健会議 年4回 感染症対策・衛生管理・マニュアル見直し 

主任・ミドルリーダー会

議 
月1回 

各園の課題改善・マネージメント研修・主任、ミドルリー

ダーとしての役割の理解 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育内容を深める、各園の活動内容のディスカッション、 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生的改善と疾病の予防処置、保育所の衛生全般の管理 

安全対策係 
全職員の安全に対する意識の向上、施設における様々な安全点検と対策

に取り組む 

防火管理者 防火管理に関わる消防計画の作成、防火管理上必要な業務を計画的に行
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う、自主点検の確認 

食品衛生責任者 食品取扱いに関する業務、施設の衛生管理や職員の衛生教育 

畑係 畑の環境整備、植物の病気の予防、畑に必要な土や苗などの発注・管理 

生き物係 飼育動物の健康管理、環境改善、餌の管理、卵の管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 企画・立案・計画・役割分担・保護者との連携 

運動会係 企画・立案・計画・役割分担 

生活発表会係 企画・立案・計画・役割分担 

幼保小中連携係 近隣保育園・小学校・中学校との連携、幼保小連携部会会議への参加 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・人格形成の基礎となる重要な時期に、一人ひとりと密に信頼関係を

築き、ゆとりのある保育を心かける。 

・一人ひとりの子どもの自主的な気持ちや意欲を尊重し、子どもの健

やかな育ちを保障する。 

・人との関わりの中で人に対する愛情や信頼感、そして生きる喜びを

感じる。 

下半期 

0～1歳児 

・生活に必要な言葉がわかり身の回りの事を自分でしようとする。 

・簡単な言葉で気持ちを表現し、友達や保育者と関わる。 

・色々な体験を通して、豊かな感性や創造性の芽生えを育てる。 

・様々な運動遊びを通して生活に必要な動きを身につける。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・子ども本来の姿である遊びが十分に出来る環境の中で、一人ひとり

が充実して遊び、仲間意識や集団活動の楽しさを感じる。 

・様々な体験や遊びの中で自分を発揮し、表現する意欲と協調性や社

会性を育てる。 

・素話や紙芝居等の読み聞かせを通して、聞く力や想像力を伸ばす。 

・動植物の飼育栽培の体験を通じて自然物や小動物の命の大切さを養

う。 
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下半期 

2～5歳児 

・自分たちで考えた遊びを意欲的に取り組む。 

・子どもたちが主体的になり、目的を持ち継続性のある遊びを楽し

む。 

・自分のイメージした物を色々な方法で表現する。 

・自然界の中で発見や不思議さを体験し、豊かな感性を育てる。 

・異年齢の関わりを通して思いやりを持って接する。 

・グループ活動から自信を持って自己表現をする。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

 

1 計画・ねらい 自分が食べる適量、時間、場所を選択し食べる意欲を育てる。 

実践予定内容 ・幼児自身が自分で盛付・配膳して食べる事を基本とし、未満児は自分で

口に入れる事で自分の食べられる量を知る。 

・調理員・保育士・施設長等職員全員が子どもと一緒に食卓を囲み美味し

さを共有しながら食べる。 

・食べたい場所を選択できる環境つくりをする。 

2 計画・ねらい 様々な食材に親しむことや旬の素材に気付き食に興味を持つ。 

実践予定内容 ・畑で野菜を栽培し、収穫したものを味わう。 

・米研ぎ、野菜洗い、皮むき等食事作りに積極的に関わる。 

・献立から気になるメニューや食材を視覚的に興味が持てる環境つくりを

する。 

3 計画・ねらい 加工や命をいただく経験から食の循環を知る。 

実践予定内容 ・魚を解体する様子を見て命をいただいていることを感じる。 

・味噌作り、ケチャップ作り、梅干し、梅ジュース等加工食品作りの体験

をする。 
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保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導、歯磨き指導、性教育 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

7月頃･･･手足口病、プール熱、とびひ 

12月頃･･･感染症胃腸炎、インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

アレロック･･･5名より預かり済み／事務所薬品庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については6月末までに受講予定 

その他保健に関する取組 

年間保健計画作成 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 
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検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたちが発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活の中に取り入

れて伸び伸びと遊べるような環境つくりをする。 

実践予定内容 ・何に興味を持っているのか、何を必要としているのかをこどもの様子

から読み取り、日々変化のある環境設定をする。 

・ゾーンの作り方の研修を行い、環境設定の方法を再認識する。 

・1か月に1回環境について話し合う。 

・子どもが選択できる環境つくりを考える。 

2 計画・ねらい 安心して過ごせる環境作りや自ら考えて行動できる場所作りをする。 

実践予定内容 ・必要な物が整理整頓された空間作りをする。 

・保育室内・外の安全な環境整備のための工夫を継続して行う。 

3 計画・ねらい 園庭の環境充実。 

実践予定内容 ・限られた園庭の中で遊びが充実できるようにどんなものが必要でどん

なコーナーにするのかを話し合い、日々変化のある環境構成にする。 

・園外ではなく園庭でしかできない体験がどんな事なのかを考え保育に

生かす。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パレット遊具 園庭 毎日 

2 テーブル 子育て支援室 毎日 

3 カブトムシ台 保育室 毎日 

4 トイレスリッパ置き トイレ 毎日 
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5 リュック掛け 保育室 毎日 

6 鳥小屋 園庭 毎日 

7 やぎ小屋 建物裏 毎日 

8 ヤギの柵 園庭 毎日 

9 平均台 縁側 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 非常災害時の対策として毎月消防計画に基づいた避難訓練や消火訓練の実

施。防災設備の点検。 

2 実践予定内容 年2回の不審者侵入訓練の実施。 

3 実践予定内容 保護者や送迎者の確認をし、オートロックによる外部侵入者の立ち入りを

防ぐ。 

4 実践予定内容 インシデントやヒヤリハットからの分析と改善。 

5 実践予定内容 園内・園外ハザードマップと散歩ルートマップの作成と情報共有。 

6 実践予定内容 警察や草加市からの不審者情報提供の周知。 

7 実践予定内容 光化学スモッグ注意報の際情報の周知と園児・職員は外出を自粛する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

地域の小中高生に職業体験や福祉体験が出来るようにする。実習生については沢山受け入れ現場で

学べる充実感が味わえるようにする。また、保育の楽しさを現場のスタッフが伝え次世代育成の支援

を行う。 

 

1 実践予定内容 栄中学校・草加中学校・新栄中学校等職場体験を受け入れる。 

2 実践予定内容 関連学校と連携を取りながら、保育士・栄養士志望の実習生を積極的に

受け入れる。 

3 実践予定内容 ボランティア学生を受け入れる。 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採

点 

②  危機管理について 

③  人権チェック 

・ハザードマップ、ルートマップ等

散歩についての共有。 

・災害への対応と心構え。 

・ヒヤリハットの考え方。 

5月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 日課や基本保育活動を深

める。  

 ・保育所保育指針から日課や基本保

育活動と繋がる事を知る。 

 

6月9日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  命について考える 

 ・虐待定義について考える。 

・水遊びマニュアルの確認 

 

7月14日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  日課の必要性を考える。 

 ・日課の必要性を考え、再確認をす

る。 

8月18日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②   架け橋プログラム

を考える。 

 ・『園長大学®木村泰子先生』の講座

を元に架け橋プログラムを考える。 

9月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採

点 

② タイムラインについて深

める 

②  ポートフォリオについ

て考える 

 ・『園長大学®千倉志野先生』の講座

を元にタイムラインやポートフォリ

オについて深める。 
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10月13日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

③   食材と食の循環を知

る。 

④  人権チェック 

 ・食の循環を深める。 

・たい肥作りへの取り組み方。 

11月10日 18:00～20:00 

②  コンピテンシー自己採

点 

②  SIDSについて考える。 

 ・『園長大学®田上克男先生』の講義

を元にＳＩＤＳについて深める。 

12月8日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②  相手の気持ちに立った接

遇。 

 ・保護者対応の方法を事例を交えて

学ぶ。 

・電話や来客対応。 

 

1月12日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②  感染症の理解を深める。 

 ・嘔吐処理手順を再確認し実践でき

るようにする。 

・手洗い指導のコツを学ぶ。 

・感染症についての知識を増やす 

2月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  一年間の振り返り 

 ・一年間の振り返りを行い来年度に

向けての方向性の確認 

3月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度計画 

 ・次年度の計画についてディスカッ

ションをし、子どもにとって必要な

体験を考える。 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 
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ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

子どもたちが地域の方に見守られながら成長し、自然と挨拶が交わされ関わりが持てるような関係

性を作る。また、様々な方との関わりから仕事や地域の活動等子どもたちが知るきっかけとする。 

地域に開かれた保育園となり子育てについての情報を保育園より発信し、交流の場を提供できるよ

うにする。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：松原団地西口公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設との交流 

異年齢交流 小中学校との交流会、地域の保育園との交流 

地域拠点活動 音楽演奏会、地域清掃、勤労感謝の日交流、ちきんえっぐ、子育て

相談、園庭開放 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

職員が積極的に小学校の授業を見に行き、小学校の様子をより深く理解できるようにする。また、

就学に向けて年間を通して連携を進めていく。幼保小連携協議会では情報交換だけでなく架け橋プロ

グラムに沿った園での活動を部会で共有し子どもにとって連続した関わりになるようにする。コロナ

化で少なくなってきている子ども間交流を強化し、対面が難しい場合にはＷｅｂを利用しての関わり

が持てるような環境つくりをして沢山関われる機会を作る。 

 



20221215版 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 
長栄小学校  

1年生 
2名予定 

授業参観（長栄小教

室） 
職員間交流 

6月頃 
栄小学校  

1年生 
2名予定 

授業参観（栄小教

室） 
職員間交流 

9月頃 
栄小学校  

2年生 
2名予定 

授業研究会（栄小教

室） 
職員間交流 

2月頃 
栄小学校  

1年生 
18名予定 交流会（栄小教室） 子ども間交流 

3月頃 
長栄小学校  

1年生 
2名予定 

授業参観（長栄小教

室） 
職員間交流 

年4回 幼保小連絡推進協議会 1名予定 情報交流会 職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

・関係機関と密に連携しながら作成し、子どもと保護者の支援を行う。 

・ケース会議や子どもの様子より振り返りをしながら見直しをする。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：7名予定） 

・担任からみた児童の様子や出来事、他職員から見た子どもの様子を話し合い多角面の見方で状況

を把握する。 

・目標を決め具体的な取り組みを個別の支援計画に記載する。 

・検討した支援は速やかに実践し、変化が見られない場合は再検討を行う。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

・進級引継ぎは書面や会議を通して行う。 

・各小学校、草加市子育て支援センター、教育支援室との連携を取り引継ぎを行う。 

 

 

 



20221215版 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：松原団地西口公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年７月３１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１０時００分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、保育士、園事務 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・地域の方に園の取り組みを知ってもらう。 

・子どもたちが主体的になり自分で選択した遊びを満足するまで遊べる

環境作り。 
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振り返り 地域の方に園の取り組みを知ってもらい一時保育利用が増え、新型コロ

ナウイルスの影響はあったが工夫しながら近隣の方と身近に関われる機

会が沢山作れた。 

子どもたちの主体的な取り組みでは日課活動を中心に充実した活動に

徐々に移行し、遊びではゾーン保育を見直したことにより子どもたちの

遊び方にも変化が見られ、満足するまで遊べる環境が作られるようにな

っている。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・地域から選ばれた保育園になり、子育て支援として園を利用して下さ

る方を増やし、近隣の方から愛される園作りをする。 

・保育士自らが研修に積極的に参加し、学んできたことを現場に生かし

保育の質の向上に繋げる。 

重点施策 ・子育て支援を充実させ、園を様々な形で利用して下さる方が増えるよ

うにする。 

・保育士が研修で学んだ事を自園の研修に生かし学び合う関係作りと保

育の質向上のための共有の場を作っていく。 

2024年度 目指す姿 ・地域との関係が深まり、様々な角度から積極的に関わり多くの方に取

り組み内容を知ってもらう。 

・保育について語り合い、保育士同士が刺激し合える関係が作られ、保

育の質の向上に繋げる。 

重点施策 ・地域の活動に積極的に関わり、選ばれる園へと繋げていく。また、活

動内容を発信し新しく利用する方も増やしていく。 

・リーダーを中心に子どもたちに必要な体験活動や食育活動が計画され

実行し振り返るまでを確立する。 

2025年度 目指す姿 ・地域に根付き、様々な方に保育内容や取り組みが理解されると共に、

地域の保育に貢献していく。 

・保育士自身が自信を持って保育を行い、より良い意見を交わしチーム

保育が確立する。 

重点施策 ・保育所保育指針を読み解き実践している事をより多くの保育園でも行

われるように自園から発信していく。また、その実践より選ばれる園を

継続していく。 

・保育園全体がどんな事にもPDCAサイクルを行い、自信をもって保育

士が自園の保育を様々な場で語れるようにする。 

 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：草加松原どろんこ保育園 施設長 鈴木 聡子 
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２０２３年度 越谷レイクタウンどろんこ保育園  

事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

 0歳児から5歳児のつながりを大事にし、大きなお家として助け合い、支え合いながら思いやりあふ

れる園を目指し、にんげん力の本当の力を身に付けるために日々の日課の継続や本物の遊びを追求

できる環境を大事にできる園を目指します。 

 

①基本保育の意図や取り組む成長過程を大事にし、にんげん力を高めます。 

一人ひとりの発達を理解し体づくりやけがをしない体づくりを目標に個に合わせた発達について

知識を深め、遊びや生活を通し基礎の体づくりに努めます。 

 

②畑づくり土づくりを大事にし、食の循環に親しみます。 

給食の残渣を土づくりに生かしながら、食の大事さ、ものを大事にする気持ち、命の尊さを育

み、子ども自身が選択し生活を豊かに楽しめるように環境を整えます。 

 

③大人も子どもも遊びを楽しみ一緒に成長をします。 

自ら学び、日々試行錯誤を繰り返しながらも挑戦し続けるスタッフの育成や互いに支え合い刺激

し合いながら連携できるチーム作りに努めます。 

 

④整理整頓された心地よい園を目指します。 

誰が来ても心地よい園であるように、子ども達と一緒に意識を高めながら、整理整頓された気持

ちの良い園を目指します。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい 自ら学ぶ意欲を育み研修や講座に参加することで、自分の強みを強化し、

弱みを強みに変えていく。 

実践予定内容 興味を持った講座から積極的に参加し、学びをアウトプットしていく。 

自分だけの理解でなく共有や思いを伝えることで、スタッフ同士刺激し合

い、互いに高め合っていくチームにしていく。 

2 計画・ねらい 自らの気づき、子どもの育ちや心の動きを読み取り、保育力を高める。 

実践予定内容 発達に応じた環境・関りを日々試行錯誤し、失敗や変化を恐れずに様々な

事に挑戦し変化し続けることを一緒に楽しめる同僚性を高めていく。 

3 計画・ねらい 楽しいをとことん追求し、日々変化しつづけ、成長を一緒に楽しめる関り

の質の向上に努めていく。 

実践予定内容 スタッフ同士での意見交換や発達の共有を通し子どもの気持ちに向き合

い、様々な視点から子どもを捉え、その子自身に向き合っていく。 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

 

1 計画・ねらい 家庭での様子を把握し、園での様子や育ちを共有していくことで成長を共

に喜び合い、信頼関係を築く。 

実践予定内容 お迎え時の際に子どもの様子を丁寧に伝え、心地よい会話、関わり方、話

しやすい雰囲気を作っていく。また、成長や発達を一緒に喜び、共有・共

感してともに子育ていく楽しさを伝える。 

2 計画・ねらい 専門性を生かした支援とともに的確で相談をしやすい職員の雰囲気づくり

に努め、保護者とのコミュニケーションを大切にしていく。 

実践予定内容 行事や保護者懇談会都等でのわかりやすく育ちの説明や共有を行い、子ど

も達の成長を共に悩み、喜び関係性を深めていく。 

3 計画・ねらい 保護者の思いに寄り添いながら子育てへの不安や悩みに応じ、子どもの良

さを伝えながら、今後の子育てについて一緒に考えていく。 

実践予定内容 保護者の変化を読み取り、声掛けをして子育てなどでの不安や悩みを和ら

げていく。 

 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 地域と密な関係性をもち、互いに協力し合える開けた場としての機能に努

める。 

実践予定内容 越谷レイクタウン周辺の地域を活かし、青空保育・子育てサロン・地域交

流を深め地域を盛り上げより関係性を深めていく。 

2 計画・ねらい 子育てに悩みや不安を抱えている地域の方にも、開かれた園となるように

機会をつくる。 

実践予定内容 育てサロンの声掛けや、団地内・園外先での細やかな配慮や挨拶を通し交

流を大切にしていく。 

3 計画・ねらい 地域の方との連携や交流を大事にし、ともに支え合う園となるように機会

を作る。 

実践予定内容 近所や地域の方の特技や職を活かし、園での交流できる機会を増やして関

り親しみを持てるようにしていく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

 

1 計画・ねらい 自ら学びたいと思う向上心を持ち、スタッフ一人ひとりが目標に向かって

努力していく。 

実践予定内容 学びたいものを選択し、園長大学等を活用しながらスタッフが進んで学ん

だことや感じたり考えたりした事をアウトプットする力を身に付ける。 

2 計画・ねらい 視野を広げ、報告連絡相談が密に行われ、風通しの良い同僚性や雰囲気を

作る。 

実践予定内容 話し合いをする機会や時間を定期的に作り、コミュニケーションをとって

いく。様々な視点から意見を言い合える同僚性を築き、職員一人ひとりの
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保育や価値観を伝え合える機会を作る。 

3 計画・ねらい 職員の自己肯定感を高め、チームとしての連携を大切にする。 

実践予定内容 互いを認め合い、一人ひとりが自分らしく保育を楽しむ中にも子どもをど

真ん中に置き、子ども中心に動ける連携の取れたチーム作りに努める。 

 

 

環境実施目標 

 

1 計画・ねらい 畑活動の充実と一つでも多くの経験と学びにつなげていく。 

実践予定内容 苦手な事にどう立ち向かい挑戦するのか、葛藤する気持ちを大事にしなが

らコントロールする力を身に付け、得意な事を見つけていくために、様々

な本物の体験と継続を大事にしていく。 

2 計画・ねらい 本物の環境や様々な経験ができる環境を整えていく。 

実践予定内容 様々な経験を通し、体力作りや乳児期に大事な心の成長を育むことで、幼

児期を見据え挑戦する意欲や立ち向かえる探求心を深めていけるにんげん

力を身に付けるために定期的な環境の見直しや工夫を行う。 

 

 

大人も子どもも全力で遊びを楽しむ保育の充実 

 

1 計画・ねらい センス・オブ・ワンダーを目標にスタッフ自身が様々な感性をのびのび表

現できる場を作っていく。 

実践予定内容 スタッフ自身の経験の幅を広げ保育者自身の経験値をあげ遊びの幅を広げ

ていく。また、スタッフ自身の興味関心をとことん深めていく。 

2 計画・ねらい 大人が背中を見せて一緒に行い想いを共有していく。 

実践予定内容 子どもだけでなくスタッフが全力で保育を一緒に楽しみ失敗や経験を増や

していくことで豊かな遊びを十分に作っていく。 

 

 

整理整頓された気持ちの良い園 

 

1 計画・ねらい 基本的な清掃や衛生環境を保ちながら、一人ひとりの心地よい園の意識を

高める。 

実践予定内容 必要なもの、ものの使い方、子ども達の生活する導線を考え、誰もが心地

よく過ごせる環境や整理整頓の仕組みを考えていく。 

2 計画・ねらい じっくり遊び込める保育環境を整える。 

実践予定内容 見せ方や置き方、導線を工夫し子ども達自身が主体的に遊ぶ意欲を高めら

れる環境設定の工夫や提案をしていく。 

3 計画・ねらい 食や環境の循環について親しみ知識を深めていく。 

実践予定内容 ヤギやニワトリなど生き物の世話や、労働を通し、命の尊さ並びにヤギ糞

や落ち葉、残渣等廃棄物の削減に取り組み資源を再生する循環の意識を高

める。 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

６人 １４人 １８人 １９人 １９人 １９人 ９５人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～１９時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 14人 看護師 1人 栄養士 0人 調理員等 3人 

        

パート 

スタッフ 
保育士 ５人 補助 ０人 調理 ０人 事務 １人 

用務 ２人         

        

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 コンピテンシー・園内研修・グループワーク 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 危機管理・安全対策・研修 

ケース会議 随時 情報共有・課題検討振り返り 

学年会議 随時 保育内容の確認・情報共有・子どもの様子報告等 



20221215版 

フロア会議 随時 フロアでの共有事項・連携確認 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での課題解決・連絡 

施設長勉強会 月1回 意見交換をする中で学び合う 

食育会議 年4回 グループ全体で給食業務改善を目指し開催する 

保健会議 年4回 
グループ全体で園児健康管理業務改善を目指し、各園が園

会議で検討した事項をもとに開催する 

主任会議 月１回 
意見交換をする中で学び、主任としての立ち位置を確認し

ながら、自園の保育を振り返り活かす 

子育ての質を上げる会議 月1回 意見交換をする中で学び、明日への保育へ活かす 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 環境・衛生に関する事項の計画、実施 

安全対策係 けが防止・危機管理マニュアル参照・施設内の設備点検 

防火管理者 災害対策・避難訓練防災計画・自主点検 

食品衛生責任者 衛生点検・給食提供マニュアル参照・提供食材の衛生管理 

畑係 年間計画に基づく畑管理 

生き物係 ヤギの管理・環境整備 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 地域との交流を図り、子どもの発達や保育の理解を深める 

保護者・地域参加行事 保護者、地域と共同的に準備交流を深めながら行う。 

 

 

 



20221215版 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・子ども一人ひとりと丁寧に関り、豊か心を育むことでにんげん力の

基盤となる土台を作っていく。 

・子どもの思いを受け入れ汲み取り、応答的で豊かな関りを通し信頼

関係を築いていく。 

下半期 

0～1歳児 

・選択できる環境の中、主体性を大事にして好きな遊びを十分に楽し

む。 

・様々な人との関わりの中で、愛情や信頼関係を育み、喜びを感じる

ことで自己肯定感を高めていく。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・様々な遊びを通し、探求心を深めながらとことん楽しい・面白さを

見つけ遊び込める主体性を身に付ける。 

・友だちとの関わりの中で、支え合いながら思いやる気持ちを育み、

相手の気持ちを受け入れることのできる協調性を身に付ける。 

下半期 

2～5歳児 

・思い通りに行かない葛藤を経験しながらも諦めずに最後まで取り組

み、達成感を味わう。 

・友だちと共通の目的を持ち共に乗り越える喜びや、仲間の存在の大

切さを経験する。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 なし 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

 

1 計画・ねらい 楽しい雰囲気の中で様々な食材に興味関心を持てるように素材の味を活か

し一人ひとりが満足できる食事の時間を創る 

実践予定内容 盛り付けや見た目、提供の仕方を工夫し、自ら食べたくなる雰囲気を作り
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関わっていく。食事のタイミングや活動量を考え空腹を感じ食べる楽しさ

を育てる。 

2 計画・ねらい 全職員が食事に携わり、食事の時間を大事にしながら発達段階・口腔発達

を共通理解し食事の仕方を身に着けていく。 

実践予定内容 家庭と保育園との連携を大切にしていく。育ちの共通理解を定期的に行っ

ていく。 

3 計画・ねらい 食の循環を意識し、無駄のない食の環境づくりを考える。 

実践予定内容 食や食材の循環を感じられるリアルな経験を大切にしていく。余り物や残

食から作り出せるアイディアを引き出していく。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・１１月） 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導・手洗い指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

１月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

２月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･１名より預かり済み／事務室にて保管 

 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在15名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員６名については３月24日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

該当なし 

該当なし 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。など各園で記載 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 
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防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年２回／６･11月 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

 

1 計画・ねらい 子ども達自らが選択し主体で遊び込める環境を整える。 

実践予定内容 ゾーン保育について深める。育ち発達の理解を深め、適切で豊かな環境

の試行錯誤を日々取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 四季の身近な事象に親しみ、興味関心を深めていく。 

実践予定内容 自然に親しむ経験を大切にしていく。一人ひとりの気づき発見を大事に

し、主体的に関り興味や探求心を深めていく。 

3 計画・ねらい 身近な人と関わり安心して心地よく過ごしていく。 

実践予定内容 定期的な掃除、整理整頓を心掛け、必要なものだけがある心地よい環境

を整えていく。 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 0～５歳児荷物棚 1階保育室/2階保育室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 消防計画に基づき避難訓練を月1回実施。震度5以上の際は園が情報を発信

し、安否、施設状況、避難先を情報共有する体制をとる。また、帰宅困難

者対策を踏まえ、災難に備える。マニュアルの徹底。 

2 実践予定内容 事故防止チェックリスト年４回、設備点検年４回を行い、事故防止の徹底

を図る。またマニュアルにある園外保育、遊具等の保育士行動指針の徹底

を図る。 

3 実践予定内容 インシデント、ヒヤリハット報告の分析をする。 

職員間で状況を共有し、日々の保育の中で事故防止策を探る。 

4 実践予定内容 年２回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者訓練を実施する。 

また訓練は避難訓練確保、不審者撃退、通報の訓練で職員全員を対象とす

る。 

5 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響・光化学スモッグ注意報を

把握し、発令があった場合は内容に合った看板、貼紙などを掲示する。そ

の際、園児・職員は室内で過ごす。 

6 実践予定内容 リスク管理委員会によるリスクマネジメントを周知、徹底する 

7 実践予定内容 園外・園内ハザードマップとお散歩マップの見直し・更新・共有。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

積極的に受け入れ、保育士の仕事や子ども達により期待を膨らませ、保育の楽しさ面白さを一緒に

感じられるようにする。また、職員同様仲間意識をもって実習生の指導に努め、丁寧に温かく受け入

れていく事で保育士への希望を持てる機会となるようにしていく。 

 

 

 

 

1 実践予定内容 子どもの育ちを一緒に理解し、関わり方や楽しさを知る 

2 実践予定内容 保育士同士の連携を大事にし、保育者の役割を知る。 

3 実践予定内容 保育の楽しさ、一緒に成長する喜びを感じる。 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月１４日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  今年の目標 

③マニュアル確認 

 目標を持つことで同じ方向性の中で自

分らしくできることに向き合ってい

く。 

5月１２日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  衛生管理・安全管理 

③ 心地よい園とは 

 整理整頓について職員全員が心がけ、

清掃の仕組の工夫や意識を高めなが

ら、よりよい環境を整える。 

6月９日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びの安全管理 

 水遊びの危険性を全職員で共有してい

く。 

7月１４日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境を考える 

 今の子ども達の姿や育ちに合った環境

を提案していく。 

8月２５日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの発達・気になる

子への関り 

 発達につて育ちを共有しながら、かか

わり方や意見交換をし、よりよい保育

を導く。 

9月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  乳児期に大事な事 

 乳児期の土台作りについて改めて認識

を深めていく。 

10月27日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  10の姿を考える 

③ゾーン保育を考える 

 10の姿をどの視点でどう取り入れてい

くのが今の子ども達にとって良いかを

深めていく。 

11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  小学校への接続を考える 

 小学校へ接続に向け、今必要な事や環

境の見直し、保育の見直しを行う。 
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12月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  心の気持ちを読み取る 

 ポートフォリオなどを通し、様々な価

値観や視点を知る。 

1月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  エピソードを語る 

子どもの発達を捉え、保育者自身の視

野を広げながら保育の想いを伝える経

験を大事にする。 

2月 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議１回目 
 来年度の目標の設定。 

3月 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議2回目 

 来年度の保育内容やマニュアルの再確

認 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

 

地域に開かれた温かさが感じられる保育園であるために、子育て支援を行い子どもの健やかな成長を

保障できるように取り組む。 

地域の方が自由に園を利用していただきながら園運営の理解を深め、地域の方の見守っていただける

保育園となる。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：見田方遺跡公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人施設訪問（イルヴィラージュ） 

 

異年齢交流 青空保育・保育参加・体験活動参加・小学校交流 

地域拠点活動 保育体験・観劇・音楽鑑賞 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 

就学を見据え、必要な経験や身につけておきたいことを把握するために、小学校見学や教職員の交

流を計画的に実施する。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を理解し、「5歳児と1年生の

年間連携計画」に沿った保育を逆算しながら展開していく。昨年度に引き続き、幼保小連携推進事業

へ積極的に参加し、他園や小学校との情報交換をすることで、就学を見据えて必要なことを考えてい

く。小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育所保育要録の送付、児童情報の申し送りや面

談を実施する。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

５月頃 越谷市立明正小学校  20名予定 
運動会練習計画（校

庭） 
子ども間交流 

８月頃 保幼小連絡協議会 ２名予定 意見交換会 職員交流 
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10月頃 
越谷市立明正・大相模・

川柳小学校 
20名予定 校内・校庭見学 職員・子ども間交流 

1月～３

月ごろ 

越谷市立明正・大相模・

川柳小学校 
2名予定 就学準備連絡会 職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

要支援児がいる場合は、一人ひとりの様子に合わせて年間・半期ごとに計画を作成する。関わってい

く中でケース会議を行い、見直しをしながら丁寧な支援を考えていく 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：５名予定） 

要支援児の過ごす保育室によって、担任だけではなくチームとして話し合い、関わりを検討してい

く。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

進学先の小学校、越谷市子育て支援センター、埼玉県越谷児童相談所、越谷市教育委員会に必要に

応じて相談する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月２回開催 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月２回開催 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：見田方遺跡公園にて開催 
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 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年８月４日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：８時30分 

自己評価終了予定時刻：１7時30分 

自己評価実施予定者：榊原、三森、南野 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 保育者の保育力、にんげん力を育みながら・地域の社会的資源としての

保育の役割を考え、保育内容の充実に加え、憩いの場として地域に選ば

れる園づくりを行う。 

振り返り 保育者は子どもたちが感じたことや疑問に思ったことに共感することを

心掛け、一緒に楽しみ取り組む姿があった。また、地域のなかでの保育

所の役割・責任を追及し、子どもの発達や障害の有無に関わらず入園、

相談ができる園として、地域貢献をおこなってきているので、今後も継

続していきたい。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

23年度 目指す姿 基本保育の意図や意味を熟知し、更なる成長や発達を促すための保育を

日々試行錯誤し、楽しさを一緒に築き上げるチームをつくる。 

重点施策 スタッフ一人ひとりの意見を尊重し合い、PDCAがチームで動かす事の

出来るような連携力や持続性の強化に努めていく。 

24年度 目指す姿 園にかかわるすべての人が子どもと関わる時間や保育を楽しみ、子ども

も大人も自分自身を好きになり日々成長できる園にしていく。 

重点施策 自分自身を認め、子ども自身に真摯に向き合い一人ひとりにとって豊か

な関りや保育環境を常に考え学び続けていくスタッフ育成を行ってい

く。 

25年度 目指す姿 一人ひとりの強みが十分に発揮され、自園だけでなく地域にも発信しな
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がら誰からも親しみが持てる園にしていく。 

重点施策 園にかかわるすべての人が、思いやりあふれるにんげん力高い豊かな人

となり、だれからも愛され親しみの持てる園を創り、子どもや保護者だ

けでなく地域の方、卒園児、身近な人が気軽に立ち寄り人が集まる場を

創る。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：越谷レイクタウンどろんこ保育園 施設長 榊原 夏美 
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２０２３年度 駒沢どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

保育理念 「にんげん力。育てます。」  

・野外体験を提案実践し”自分で考え、行動してみる思考”を育みます。 

 

 保育目標  センス・オブ・ワンダー                           

       ・自然の中に沢山足を運び、自然の中での発展から、生死などの環境認識を。 

 

       人対人コミュニケーション 

       ・「物おじせず誰とでも目を見て話が出来る子ども」を育成する。 

  

       ６つの力 

       ・ケガをしない強い力を育てる 

         （裸足保育・木登り・座禅・雑巾がけ・リズム体操・長距離散歩）   

       ・自分でできることを自分でする 

         （畑仕事・米の自給自足・縁側給食・食事盛り付け） 

       ・すべての人とかかわりから判断・行動を身に着ける 

         （異年齢活動・インクルーシブ・商店街ツアー・銭湯でお風呂） 

       ・活動を選択し、自分で考えて行動する 

         （ 火・水・土  焚き火保育） 

       ・生死を知る 

         （小動物や水生動物世話・生死教育・食の循環） 

       ・感じた事・考えたことを表現する 

         （言葉で表現・かく・つくる・就学前教育） 

 

 

 201５年の開園時より発達支援つむぎ 駒沢ルームとはともに歩んで運営にあたってきたが、2022

年法改正により、必要な保育士や面積を確保すること前提に、利用児童の保育に支障が生じない場合

に限り、保育所等について他の社会福祉施設との併設を行う際に、特有の設備・専従の人員について

も共用・兼務できることとなった。この法令の改正をもって、駒沢どろんこ保育園は発達支援つむぎ 

駒沢ルームと併設園として、これまで以上に、日々の活動、人的環境、施設、設備の利用と、広域に

わたって共有していくこととなる。 

 

併設園の理念【子どもが自分で考えて生活する家  身近な大人がすべての子を育てる家】と 

どろんこ会の理念をもとに、以下に園の目標を定めた。 

 

園目標 【ともに学び ともに歩み 個々が輝ける場所に】 
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保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 小学校1年生を見据えて、子どもが自主性、主体性を発揮できる環境構成

作り 

実践予定内容 ・保育士一人ひとりが応答的で丁寧な対応が出来るように、ロールプレイ

ングなどで学びを深める 

・園内研修などで各年齢の発達の理解を深め、子どもの興味や関心に応じ

た環境を作れるようにしていく 

・ドキュメンテーションで子どもたちの成長を記録し、振り返る機会を持

つ 

2 計画・ねらい 子ども同士で話し合い、子どもが自身で活動を選択できる保育 

実践予定内容 ・遊び、散策先、遊ぶ仲間を自分で選んだり、決めたりできる取り組み 

・子どもたちが自分の気持ちや思いを、表現できるような力をつけていく 

・子どもたちが自分たちの力で行うために考えたり、工夫したりできるよ

うに援助していく 

3 計画・ねらい スタッフ間のコミュニケーションの向上によるチーム保育 

実践予定内容 ・スタッフ間での意見交換のしやすい環境、仕組みづくり 

・クラス、リーダー会議、係の役割を明確にしてチーム保育の実施 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 園生活、子ども理解を深めていただくために保育内容の可視化 

実践予定内容 ・連絡帳、タイムラインにて、日々の保育内容を伝えていく 

・ドキュメンテーション作成、掲示することで保育の可視化を行う 

・ 

2 計画・ねらい 開かれた園づくりを行っていく 

実践予定内容 ・登園時、降園時の丁寧な対応（３分対応） 

・ケガや健康面に関しての、保護者、スタッフの情報共有、相互理解 

・園生活のみならず、家庭においての子育て、しつけ、遊びに関しても、

求めに応じて個人面談の場を設ける 

 

3 計画・ねらい 園行事や保育参加を通して園での実生活を体験して頂き、理解や関心を高

めていく 

実践予定内容 ・園行事や保育参加への積極参加の呼びかけ 

・保育内容や園行事を事前に知らせる 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育、ちきんえっぐの実施にて、保育園への興味、関心を持っていた

だく 

実践予定内容 ・青空保育時にちきんえっぐや子育て支援活動を知らせていく 

・園入り口に行事予定を掲示する 

・ちきんえっぐ 毎週水曜日実施 

2 計画・ねらい 子育て相談の実施により、地域の子育て支援の促進 

実践予定内容 ・保育所体験、子育て相談などの活動内容を地域に発信していく 



20221215版 

・子育て相談随時実施 

3 計画・ねらい どろんこ祭り、保育所体験などを通して、園の行事や保育参加の推進 

実践予定内容 ・町内会の掲示などにより広く園行事を知らせていく 

・ブログ、SNSなどにより保育活動を発信していく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 個々のスタッフに応じた育成計画を作成する 

実践予定内容 ・個々の応じたキャリアや特性、希望する方向性などを鑑みて、適した育

成計画を作成する 

・スタッフとの面談を実施し、個々の経験や興味に応じた研修を推奨する 

・学んだことを発表する場を設けることで、本人の知識の定着と、園全体

へのスキルの向上につなげていく 

2 計画・ねらい ・園長大学、保育士大学をはじめとして、法人内外の研修会への参加によ

り、子ども理解と保育のスキル向上、保護者支援力の向上に努める 

実践予定内容 ・研修予定や内容を掲示し、参加意欲を高めていく 

・昼礼や園会議で研修報告を行い、スタッフ間への内容共有を行い、園全

体のスキルの向上につなげていく 

3 計画・ねらい 園内研修の実施 

実践予定内容 ・園内研修の年間計画を立て、実施していく 

・実践した保育を振り返り、予想して、計画に反映させていく 

・Plan（計画）－Do(実行）－Check(評価)－Act(改善)を実践していく 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 畑活動や魚の解体を経験することで、食の循環や命をいただくことのこと

を知る 

実践予定内容 ・畑活動を通して、種まき、苗植え、収穫の過程を知り、食の大切さを知

る。 

・魚の解体を通して、命をいただくことを認識し、食の循環や環境につい

て意識と知識を深めていく 

2 計画・ねらい 残菜を利用してコンポストでたい肥作りをし、畑に肥料として使用する 

実践予定内容 ・残渣を減らす努力をしたうえで、残菜の有効利用をする 

・残菜がどのように肥料に変化し、野菜の生育に役立つかを実践し、理解

を深める 

3 計画・ねらい 身近な植物や自然物に目を向けることから、環境問題へと意識を広げてい

く 

実践予定内容 ・身近な草花や木々での遊びを通して、どのような働きをしているのかを

知る 

・植物図鑑や絵本などを利用して、身近な動植物について知り、ひいては

広範囲に意識を広げ、地球環境問題に目を向ける機会につなげていく。 
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季節に応じた自然体験（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 身近な自然物に触れ、四季の変化を感じる 

実践予定内容 ・戸外活動の時間をたっぷりとり、それぞれの季節の太陽の光や風の触

れ、身をもって季節の移り変わりを感じる 

・散策に図鑑などを持参し、身近な動植物に興味や関心を高める 

・製作活動、室内装飾に自然物を利用する 

・季節に応じたネイチャーゲームの実施する 

2 計画・ねらい 身近な動植物に触れ、自然や生き物を大切にする気持ちを育てる 

実践予定内容 ・昆虫などの飼育を通して生命の不思議や尊さに気づく 

・畑活動、植物の栽培を行い、成長や変化を楽しむ 

3 計画・ねらい ・火・水・土に親しむ 

実践予定内容 ・水や土に触れて、気持ち良さや楽しさを実感する 

・土や水に触れることで五感を開き、磨く 

・季節の植物を用いたごっこ遊び 

・焚火保育の実践 

 

 

発達支援つむぎ 駒沢ルームとの統合（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 併設園としての活動の共有 

実践予定内容 ・8時30分から日課、午前中の活動を共に行う 

 

2 計画・ねらい 両スタッフ間での子ども理解、情報共有を深めるための仕組み作り 

実践予定内容 ・園会議、策定会議、要支援児会議など各種会議に、ともに参加し情報共

有をする。 

・両スタッフが意見交換をはじめ、コミュニケーションをはかりやすい環

境づくりと、システムづくりを行っていく 

3 計画・ねらい 日課の在り方や考え方を再考し、子ども一人ひとりが主体的に取り組める

環境について追究する 

実践予定内容 ・実践した保育を振り返り、予想して、計画に反映させていく 

・各年齢の発達や、個々の特性の理解を深めることで、応答的で柔軟な対

応，環境作りができるようにする 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

9人 15人 18人 22人 22人 22人 108人 
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開所時間 

７時００分～２０時3０分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 20人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 
保育士 1人 補助 0人 調理 1人 事務 1人 

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 つむぎとの情報共有と振り返り・園内研修・事務連絡 

給食運営会議 月1回 食育計画の進捗状況、アレルギー対応、喫食状況確認 

事故防止委員会 月1回 自園、他園で起きた事故をもとに、再発防止策検討 

ケース会議 月1回 個別対応を要する子の情報共有、対応の検討 

リーダー会議 
月1回 園とのつむぎの代表者により、保育・支援計画の確認 

情報共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での課題討議、連絡、共通認識事項の確認 

施設長勉強会 月1回 法人全体での課題討議・施設長のスキルアップ 

食育会議 年4回 法人全体での課題討議・栄養士、施設長のスキルアップ 

保健会議 年4回 衛生、感染症ガイドライン・取り組み報告・改善 

主任会議 年4回 主任のスキル・マネージメントアップ 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士・園全体の保育スキルアップ 
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各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園内の安全管理や備品などの管理・衛生点検 

事故防止対策係 
ヒヤリハット・インシデント振り返り、ハザードマップの見直し、 

事故防止委員会の運営 

防火管理係 避難訓練の立案・実施・反省 

食品衛生責任係 食材の衛生管理・在庫確認と管理・給食運営会議の運営 

畑係 畑の管理・栽培計画の進捗確認 

生き物係 飼育動物の管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズ・保護者と共同で、行事内容の計画と運営 

 

 

 

 保育方針 
 

 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育士との信頼関係を築き、生理的欲求を満たし、安心安定した生

活を送る 

・遊び、食育、睡眠を中心として生活リズムを整えていく 

・保育者に援助されながら、基本的な生活習慣の基礎を身につけてい

く 

下半期 

0～1歳児 

・身のまわりのことに興味をもち、保育者と一緒に取り組もうとする 

・保育者を仲立ちとして、模倣遊びを楽しみ、友だちと一緒に遊ぶこ

とを楽しむ 

自分の思いや要求を、自分なりのしぐさや言葉を使って伝えようとす

る 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・基本的生活習慣を身につけ、自主的に身の回りのことに取り組む 

・友だちと協力し助け合うことで、遊びや生活を送ることが出来るよ

うになる 

・保育者や友だち、異年齢の子どもたちとの触れ合いを通して、人と

の関りやコミュニケーションを身につけていく 
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文字や数、社会事象や自然に、興味や関心を持つ 

下半期 

2～5歳児 

・基本的生活習慣を身につけ、自主的に身の回りのことに取り組む 

・友だちと協力し助け合うことで、遊びや生活を送ることが出来るよ

うになる 

・保育者や友だち、異年齢の子どもたちとの触れ合いを通して、人と

の関りやコミュニケーション力を身につけていく 

文字や数、社会事象や自然に、興味や関心を持つ 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 意欲的に食が進むような環境づくりと、食育計画の実施 

実践予定内容 ・午前中の戸外活動で思い切り体を動かすことで、空腹感を得られるよう

な保育を提供していく 

・食べたいときに、食べたい場所で、食べられるだけ食べられるような環

境づくりを行っていく 

・衛生管理を行ったうえで、バイキング形式での配膳を行い、食べられる

量や子ども自身が決められるようにしていく 

2 計画・ねらい 栽培、収穫、クッキングと連続性のある取り組みを行っていく 

実践予定内容 ・子どもたち自身で栽培・収穫した野菜をクッキングで使用することで、

作る楽しさ、食べる楽しさを実感し相乗効果を得られるようにする 

・栽培・収穫計画に基づき、子どもたち自身がクッキングに関われるよう

にしていく 

3 計画・ねらい ・食の循環を知る 

実践予定内容 ・野菜は皮付きのまま調理、提供する 

・廃材部分はコンポストにて肥料とし、畑活動に利用する 

・魚の解体などを通して、命をいただくことの意味を知る 
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保健計画 

園児健康診断 年２回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導、手洗い・うがい指導、性教育（5歳児のみ） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月～9月頃…手足口病、ヘルパンギーナ、とびひ、RSウイルス 

12月～2月頃…インフルエンザ、ウイルス性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
該当園児がいる場合事務所にて預かり 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在25名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については3月31日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在25名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については4月14日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

心肺蘇生、AED操作の周知と講習、嘔吐処理の確認 

SIDS防止、午睡チェック方の徹底 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 
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衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 0歳児：毎月１回 

１～５歳児：年２回／6･11月 

歯科健診 年１回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

虐待防止研修 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 園内、園外危険個所を認知し、子ども自らが興味や関心のもとに、遊び

を見つけ、遊び込める 

実践予定内容 ・園会議にて通年環境構成の研修を実施 

・スタッフ間で情報共有を行い、子どもの求めに応じた環境構成を行う 

・園内、玩具、遊具の点検を日々行ない、危険個所はすぐ改善する 

2 計画・ねらい 安全・衛生に配慮快適に遊び込める環境整備 

実践予定内容 ・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のための、玩具、遊

具、施設内消毒 

3 計画・ねらい ハザードマップの作成と有効利用と怪我の低減 

実践予定内容 ・ハザードマップの作成、状況に応じて随時更新する 

・危険個所をスタッフ間で共有し、具体的な安全対策を講じる 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 なかなおりテーブル 幼児保育室 毎日 

2 製作作品置き棚 幼児保育室 毎日 
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3 座卓テーブル 幼児保育室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 災害対策 ・防災計画の作成と届出  

・毎月一回の避難訓練、消火訓練の実施 

・災害管理マニュアル、災害フローチャートの整備、確認     

・災害用の備品の管理と点検  

2 ケガ、事故防止

対策 

 

・ケガ、事故防止の為の危機管理マニュアルの設置と理解  

・SIDSの防止策を徹底周知と定期的にロールプレーを行う     

・事故報告簿、インシデント・ヒヤリハット報告書の検証        

・投薬方法、アレルギー食の提供方法の徹底              

・保育士の上級救命救急資格取得、エピペン講習  

3 防犯対策 ・危機管理マニュアルの不審者対策に則り、不信者侵入訓練の実施         

・カメラ付きインターホンでの防犯対策                

・送迎者登録カードによる園児の引き渡し 

4 光化学スモッグ ・光化学スモッグの知識の習得                  

・光化学スモッグ注意報発令メールの配信システムへの登録 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代の人材育成を視野に入れ積極的に受け入れを行い、保育の楽しさや重要性を実体験してもら

うえる場としていきたい。 

 

1 小学生の保育体験

受け入れ 

保育体験を通して、園児たちとの関りを通して、幼い子を慈しむ気持ち

をはぐくみ、保育士の仕事に興味や関心を持てる場とする。 

2 中、高生の職場体

験受け入れ 

保育士がどのように園児と関り、どのような業務をおこなっているか

を、実体験することで、将来の職業選択肢の一つとなるようにする。 

3 保育実習生の受け

入れ 

保育園での実習を通して、保育士の役割や関わり、保育園の運営につい

て実感することで、保育士の職がいかに有益かつ、尊い業務であるかし

てってもらい、職業選択につなげていけるようにする。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック・虐待防止

研修 

・自己振り返り(通年) 

・不適切関りについて認識を深め、

虐待を防止する 

5月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  熱中症予防・接遇 

・熱中症についての症状や予防法を

学び発症予防する 

・ロールプレイイングにより、望ま

し接遇を学ぶ 

6月９日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びのリスク管理 

 ・水を介した活動で起こりえるリス

クについて理解を深め、事故を防止

する 

7月14日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  夏の感染症予防 

 ・夏特有の感染症について知識を深

め、感染症予防、拡大の防止する 

8月18日 18:00～20:00 
①  コンピテンシ―自己採点 

②  小学校指導要領読み込み 

 ・小学校教諭を招くなどして、小学校指

導要領読み込み、理解を深め、【小1を知

る】の理解につなげていく 

9月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  防災・安全管理 

・防災や安全管理について、スタッ

フ間での認識を合わせ、必要事項を

共有する 

10月13日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック・虐待防止

研修 

・不適切関りについて振り返り、改

めて認識を深め、虐待を防止する 
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11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  冬の感染症予防 

・冬特有の感染症に関して知識を深

め、感染予防、拡大防止に努める 

12月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  事業計画振り返り 

 ・次年度の事業・運営計画に向けて振り

返り 

1月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  進学進級に向けて 

 ・円滑な進学進級に向けて、状況共

有をする 

2月16日 18:00～20:00 策定会議 ・次年度の保育計画の準備 

3月22日 18:00～20:00 キックオフミーティング 

・次年度の保育計画、園の運営につ

いて、スタッフ間で認識を深め、必

要事項を共有する 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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発達支援つむぎ 駒沢ルームとの研修会  

 毎月の園会議での勉強会を軸として、適宜、各年齢の発達の理解を深め、個々の特性に対しての支

援や援助の方法を学びあうことで、スタッフ全体の子ども理解やスキルの向上につなげていく。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

近隣小学校、幼稚園、老人ホーム訪問などを通して、近隣の方との交流を深め、地域に根差した保

育園づくりめざす。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：駒沢公園（こもれび広場）にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人リハビリ施設（正和クラブ）訪問・交流 

異年齢交流 近隣小学校との交流、小学生の保育体験、中学生、高校生の職場体

験の受け入れ、近隣の高校、大学との交流 

地域拠点活動 青空保育、ちきんえっぐ、保育体験 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

  

今年度方針・テーマ 

 小学校訪問や子ども間交流を通して、就学に向けての安心感と期待感を持てるようにする。 

 教スタッフ同士での交流、懇談により相互理解を深め、円滑な小学校接続が出来るようにする。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を５月８日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 等々力小学校 22名予定 運動会見学 見学 

６月頃 東深沢小学校 22名予定 運動会見学 見学 

10月頃 東深沢小学校 22名予定 小学校秋祭りへ参加 子ども間交流 



20221215版 

1月頃 等々力小学校 22名予定 授業参観 見学 

2月 
等々力小学校、東深沢小

学校、その他 
22名程度 小学校引継ぎ 

スタッフ間交流、引継

ぎ業務 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

要支援児在籍時は、個々の特性を捉え計画を立て、園、つむぎの全スタッフで情報、対応を共有す

る。 

 

 

毎月のケース会議開催 

４～３月に計１２回開催予定 参加者：スタッフ12名の予定 

日々の観察をもとに経過報告、対応策検討し、園、つむぎの全スタッフが共通認識のもと保育にあた

るようにする。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

クラス担任と新年度担任で年度末に引き継ぎし、継続した支援が行えるようにする。 

就学児に関しては幼保連絡会、要支援の場合は養護教諭や発達支援担当者との引継ぎを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（火）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（水）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：駒沢公園（こもれび広場）にて開催 
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 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年９月29日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：15時00分 

自己評価終了予定時刻：18時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、各年齢リーダー  

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 常に子どもを基点とした話し合い、語り合いが活発的に行われる 

【保育】  

・子ども理解を深め、適切な援助を行った実証の記録を誰がみて

もわかるように残すことができる。  

【保護者支援】 

・保護者が保育を受けることに対して安心する、一瞬の気配り 

・心遣いが伝わるように行動できる。  

【地域子育て支援】 

・自園の子育て支援の場の認知度を高める。 

・職員一人ひとりが地域に開かれた園である意義を学ぶ場を持

つ。  

【保育者】 

・個人目標と園目標・法人の方針 

・保育所保育指針の繋がりを深く感じながら、積極的に業界動向

を把握しようとする。 

【環境】 

・戸外では自然とのかかわりの中でこどもが十分にセンス 

・オブ・ワンダーを体験できているかを職員同士が語り合い、環

境づくりや検証を行うことができる。 
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振り返り 【保育 

・子どもを基点とした活動を行おうと模索する姿があり、うまく

いかないこともあったが、大人が主導するのではなく子どもの意

欲や興味を大事にしようとする工夫が各所に見られた。また様々

なテーマに応じて子どもの姿、大人のアクションを一定期間続け

ることができたチームもあった。  

【保護者支援】  

・日々の個別の対応を丁寧にすることはもちろん、行事が開放的

に行われたので、保護者に参加してもらうことや協働することに

より各家庭との繋がりが濃くなったように思う。 

【地域子育て支援】 

・ちきんえっぐの広報に力を入れ、少しずつ利用者が増えてい

る。また、プレーパークの理事と全4回の講義を行い、地域の子

育ての歴史を知るなど活動を広げた。  

【保育者】 

・ MBO目標を立ててその中で年間通して、一人ひとりが組織の

目標に対して自分ができることに取り組んでいた。  

【環境】  

・異年齢での自然なかかわりが継続されており、子ども一人ひと

りの活動の選択肢も増えている。戸外においては充実した活動に

なるべく、子どもと遊びの内容を考えて準備するなどしていた。

室内においても課題意識を持って取り組もうとしている。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 発達支援つむぎ 駒沢と共に歩み、併設園としての新たな取り組みと安

定した運営 

重点施策 ・8時30分から日課、午前中の活動を共に行う 

・両スタッフ間での子ども理解、情報共有を深めるための仕組み作り 

・日課の在り方や考え方を再考し、子どもが主体的に取り組める環境に

ついて追究する 

2024年度 目指す姿 駒沢全体としてのチーム力とスタッフ個々のスキルの向上 

重点施策 ・個々の特性や各年齢の発達や行動を理解し、柔軟な対応や支援が出来

るように、スタッフそれぞれが学びを深める 

・スタッフ間での連携を深め、駒沢全体でのコミュニケーション力を向

上していく 

・実践した保育を振り返り、その後の保育計画に反映させていく 

2025年度 目指す姿 併設園駒沢としてのスタイルの確立 

重点施策 ・安定したインクルーシブ保育の提供が出来る、環境作りと人材育成 

・地域との交流も推進 

 

以上 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：駒沢どろんこ保育園 施設長 髙井 めぐみ 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ 清瀬ルーム 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
・子どもの「生きる力を育む」ために、幼児から小学1年生までの子どもの育ちの連続性を見通し、乳

児期に必要な活動を日課として実施し、心と身体の栄養を蓄えていく。 

・畑活動や動物の世話を通して乳児にもわかりやすい食の循環や環境教育の実践を行う。 

・保育の質、並びにスタッフの専門性の向上に繋げていくためポートフォリオ作りに本格的に取り組

み、一人ひとりの子どもへの理解を深める。 

・選ばれる園になるために、相手の気持ちに寄り添い一日の子どもの様子を保護者に丁寧に伝えてい

く。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの姿を捉えるため、ポートフォリオ作りに本格的に取り組み保育の

質の向上をはかる 

実践予定内容 ポートフォリオの作成に取り組む意義についての研修を行う 

子どもの姿の共有を行い、全スタッフが子どもの特性を理解する 

ポートフォリオを会議で発表し、全スタッフがフィードバックを行う 

2 計画・ねらい 食材や食の循環を知り、環境への意識を育む 

実践予定内容 食材の循環を知るため、調理くずを使用した堆肥作りを大人と一緒に行う 

作った堆肥で野菜を育て、「育てる、収穫する、食べる」の循環を体験す

る 

3 計画・ねらい 発達の連続性を捉えるために幼児と交流し、小学校への接続を見据える 

実践予定内容 夏休みの期間を利用してボランティアを募り、小学生との交流を行う 

地域活動事業で近隣園と交流する 

園外保育で近隣園を訪問し幼児と交流する 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者との信頼関係の構築のため、日々真摯に丁寧に誠意ある対応を心掛

け、子どもの育ちを共有する。 

実践予定内容 保護者の不安を理解し、小さな体調の変化や成長を共有し「誠実さ、謙虚

さ、感謝」の気持ちを忘れず保護者の心に入り込んだ接遇をする。 

2 計画・ねらい 待った気がしないお迎え対応、待たされたと思わせないしかけ作り 

実践予定内容 ポートフォリオの掲示を行い、保護者が待った気がしないサービスを行う 

子どもの挑戦する気持ちや成長等をポートフォリオとして保護者が手に取

って閲覧できるように設置する 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 近隣の方々や来訪者に大人が率先して挨拶を行い、園に親しみを持ってい

ただく。 
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実践予定内容 園見学や保育所体験など気軽に園の様子を知っていただく機会を企画する 

 

2 計画・ねらい メリー★ポピンズ 清瀬ルームを地域の方に知っていただき「選ばれる園」

になる。 

実践予定内容 地域活動事業や子育て支援のチラシの掲示 

近隣施設や連携施設を訪問しチラシを配布する 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 子どもの人権を歴史から学び、自分たちの園の子どもの権利を考える 

実践予定内容 子どもの権利条約を基に個人ワークを行う 

事例を基にディスカッションを行う 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉えるため、ポートフォリオ作りに本格的に取り組み保育の

質の向上をはかる 

実践予定内容 ポートフォリオの作成に取り組む意義についての研修を行う 

子どもの姿の共有を行い、全スタッフが子どもの特性を理解する 

ポートフォリオを会議で発表し、全スタッフがフィードバックを行う 

3 計画・ねらい 相手の気持ちに寄り添った対応を考え実践する 

実践予定内容 子どもにも大人にも、相手の気持ちに寄り添い敬意を払い丁寧に対応でき

るようにロールプレイングを行う 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環を知り、環境への意識を育む 

実践予定内容 食材の循環を知るため、調理くずを使用した堆肥作りを大人と一緒に行う 

作った堆肥で野菜を育て、「育てる、収穫する、食べる」の循環を体験す

る 

2 計画・ねらい 室内における、子どもの発達に合わせた環境を構成する 

実践予定内容 子どもの姿の共有を行い、全スタッフが子どもの特性を理解する 

子どもの姿に合った環境構成を考え、月に一度環境見直しの会議を行う 

3 計画・ねらい 園庭における、子どもの発達に合わせた環境を構成する 

実践予定内容 実のなる樹木を育て、成長の過程と収穫の喜びを体験するために子どもと

一緒に観察記録を取りドキュメンテーションを作成する 

土遊びを通して細菌類に触れて免疫を高める 

 

 

体験活動ができる環境構成 

1 計画・ねらい 自園ではできない体験（自然体験等） 

実践予定内容 興味のある自然物に自ら関わり探索する 

園ではできない泥遊びで土に触れ、免疫を獲得し菌に強い体を育てる 

移動保育などでヤギや鶏の小屋掃除と糞の始末を行う 

2 計画・ねらい 幼児との交流 

実践予定内容 近隣園や系列園の幼児と散歩先で交流し異年齢と関わる 

幼児と交流する中で生活、労働、遊びを教え合う 
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インクルーシブ保育 

1 計画・ねらい 健常児・障害児が頼り合い、手を差し伸べ合う 

実践予定内容 お互いの違いを個性ととらえることができるよう、絵本などで子どもが理

解できるような取り組みを行う 

2 計画・ねらい 日課や基本保育活動を行い、生きる力を育む 

実践予定内容 ９時出発をして午前中目一杯活動することで、自然を感じ感情を表現し健

康で安全に過ごすための身体の使い方を覚えていく 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 15人 18人 0人 0人 0人 39人 

 

 

開所時間 

７時００分～２０時００分 

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 9人 看護師 1人 栄養士 2人   

パート 

スタッフ 
保育士 2人     事務 1人 

       嘱託医 1人 

 

 

 

 運営方針 
 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園内研修 
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給食運営会議 月1回 食育計画振り返り、献立振り返り、食環境改善議案 

事故防止委員会 
月1回 自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ 

前月のヒヤリハット、インシデント分析 

ケース会議 月1回 要支援児個別計画の振り返り、次月計画の見直し 

リーダー会議 月1回 円の課題を抽出し、解決策を検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 事務連絡及び運営Visionとの接続 

施設長勉強会 月1回 
マネジメント、コンプライアンス研修 

課題改善計画の共有と取り組み発表 

食育会議 年4回 食育活動の共有、マニュアルの確認、献立の提案 

保健会議 年4回 感染症対策、保健衛生対策の課題への取り組み共有 

主任会議 年4回 
施設長育成マネジメント研修、 

課題改善のアクションプランの進捗確認 

子育ての質を上げる会議 月1回 
子育ての質を上げるための研修、 

課題改善計画の共有と取り組み発表 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 子ども及びスタッフの健康保持のために、環境の維持向上に努める 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理、点検 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保と保持 

食品衛生責任者 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応 

畑係 年間を通した食育計画案の作成と実施。畑の管理 

生き物係 命の尊さや自然事象への関心を広める機会を設定 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 
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どろんこ祭り係 どろんこ祭りの企画・運営とどろんこサポーターズとの連携 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る 

・身の回りの環境に主体的に関わる中で、自身の発達や興味関心に合

わせた体験活動を充分に行う 

下半期 

0～1歳児 

・生活の中での遊びを通して見通しやイメージを持つ。 

・身近な人と関わる心地良さを知り、感じたことや考えたことを少し

ずつ言葉で表現し、相手にも思いがあることに気づく 

幼児保育 上半期 

3～5歳児 
・該当なし 

下半期 

2～5歳児 
・該当なし 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 ・該当なし 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 健康な心と身体を育むために、体を使う活動を十分に行い、お腹を空かせ

て食欲を十分にかきたてる 

実践予定内容 戸外活動を午前中目一杯行い、身体を動かして遊ぶ 

2 計画・ねらい 好きな場所で好きな友達と一緒に食べる 

実践予定内容 食べる場所、人、時間は自分で選択できるようにする 

新型コロナウイルスの感染状況を加味しつつ、スタッフは子どもと一緒に
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食べることを楽しむ 

3 計画・ねらい 日課の畑仕事で育てた野菜を収穫し、採れたての美味しさや加工する美味

しさを体験する 

実践予定内容 調理くずを利用した堆肥を作る 

作った堆肥を使用して作物を育てる 

収穫した野菜を調理して食べ循環を知る 

 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導、歯磨き指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月頃･･･手足口病が発生しやすいので発生時は壁などの消毒を実施 

 

10月頃･･･胃腸炎が発生しやすいので、下痢の児が多い時は 

次亜塩素酸での消毒を行う 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･該当なし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在14名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員3名については3月23日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在14名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員3名については3月23日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 
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防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月（0歳児のみ年12回実施） 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 食材や食の循環を知り、環境への意識を育む 

実践予定内容 食の循環を知るため、調理くずを使用した堆肥作りを大人と一緒に行う 

作った堆肥で野菜を育て、「育てる、収穫する、食べる」の循環を体験

する 

2 計画・ねらい 実のなる樹木を育て、成長の過程と収穫の喜びを体験する 

実践予定内容 鉢植えで育てていた蜜柑の木を移植し、成長の過程を感じる 

実がなり収穫までの様子の観察記録をとりドキュメンテーションを作る 

3 計画・ねらい 室内における、子どもの発達に合わせた環境を構成する 

実践予定内容 子どもの姿の共有を行い、全スタッフが子どもの特性を理解する 

子どもの姿に合った環境構成を考え、月に一度環境見直しの会議を行う 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ままごとキッチン 保育室 毎日 

2 パーテーション 保育室 毎日 

3 ミニテーブル 保育室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 消防計画に基づき自衛消防隊を編成し避難訓練を毎月15日に行う。また法

人専用の「うちのこアプリ」にて災害時の緊急連絡を使用し、園が情報を

発信安否・施設状況・避難先を情報共有する体制をとる。 

2 怪我・事故防止 事故防止チェックを年4回、設備点検を年6回行い、怪我・事故防止に最善

を尽くす。 

インシデント・ヒヤリハットの分析を行い事故の発生を未然に防ぐ。 

3 防犯 年2回不審者侵入訓練を実施する。また訓練は避難経路確保、不審者撃

退・通報の訓練で全スタッフを対象とする。 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響を把握する。光化学スモッ

グ注意報の発令や自治体から連絡があった場合は内容にあった看板・貼紙

等を掲示する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

・中高生の保育園体験などを積極的に受け入れ、異世代交流の機会を作る 

・大学・専門学校の依頼による保育実習の積極的受け入れ、保育の仕事の素晴らしさを伝える。 

 

1 実践予定内容 保育士養成校からの実習生の受け入れ 

2 実践予定内容 近隣中学校からの職場体験の受け入れ 

3 実践予定内容 保育ボランティアの受け入れ 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  園外保育のリスクマネジ

メント 

②  虐待防止研修 

 散歩時の人数確認等の基本事項を、

ロールプレイングを通して確認する 

5月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの人権について 

 子どもの人権を歴史から学び、自分

たちの園の子どもの権利を考える 

6月9日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びのリスクマネジメ

ント 

 水遊びマニュアルの確認、ロールプ

レイングを通して学ぶ 

7月14日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  接遇について 
 相手の気持ちに寄り添った対応とは 

8月4日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  室内環境 

子どもの姿に基づいて環境設定につ

いて話し合う 

9月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  園外保育のリスクマネジ

メント 

・ロールプレイを通して散歩時の人

数確認等基本事項の確認 

・ハザードマップの見直し 

10月13日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ポートフォリオについて 

③  虐待防止研修 

 ポートフォリオを学びあえる作成方

法についての研修を行い、理解を深

める 

11月10日 18:00～20:00 ①  コンピテンシー自己採点 スタッフが作成したポートフォリオ
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②  事例研究 から事例の研究を行い、子どもの理

解を深める 

12月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  事例研究 

前月に引き続きスタッフが作成した

ポートフォリオから事例の研究を行

い、子どもの理解を深める 

1月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

② 今年度の振り返り 

 今年度を振り返り、アクションプラ

ンを立てる 

2月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度事業計画発表 

 事業計画を理解し、次年度の目標を

決定する 

3月3日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度行事計画策定 

 プロポーザルを基に子どもたちに経

験させたい行事を決定する 

 

エリア研修予算内訳（清瀬エリア4園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 例）4園で按分した自園負担額 

6月9日 0円 講師代（交通費含む） 0円 0円 

9月27日 0円 講師代（交通費含む） 0円 0円 

合計 0円  0円 0円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確

認をする。 

 

 

中堅スタッフ育成計画  

・目標に向かうための具体的な取り組みを決定し、研修計画を立て、外部研修、系列園でのOJT研

修、他施設見学等積極的に組み入れる。 

 ・保育園で課題になっている事柄にリフレクショ ン、WEBマップ等の方法を用いな がら、す自ら答

えを見出し子どもたちにとって何が必要かを考え、実践を積み重ねる機会を組み入れる。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に地域と関わっていくことを通して、園の存在を理解していただくと共に、地域で子どもた

ちの成長や安全を見守っていただけるようにしていく。 

また、園庭解放や子育て支援事業を充実し、地域の子育て支援に貢献していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：清瀬中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人ホームの訪問 

異年齢交流 地域の小中学生との交流 

地域拠点活動 子育て支援「ちきんえっぐ」運営 

銭湯でお風呂の日 該当なし 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

保育所の子どもと小学校との児童との交流を図る（職場体験の受け入れ等） 
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具体的な連携計画 

・該当なし 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

対象児童の様子に合わせて年に2回以上計画を立てる。 

月1回のケース会議で振り返りとスタッフ間共有を行い、見直していく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：5名予定） 

個別支援計画の振り返りと次月計画の確認 

スタッフ間で計画と支援方法の共有 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

3歳児から進級していく施設（保育園・幼稚園・子ども園）等との連携、保幼小連携会議にて小学1

年生から逆算した子どもの姿の引継ぎを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（木）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（火）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育 月1回   公園名：清瀬中央公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
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福祉サービス第三者評価の受審 

２０２３年度受審予定 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年６月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：16時00分 

自己評価実施予定者：山田千惠、村田妙江子、関真由美、伊藤斉子 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・子どもの姿から定期的に室内環境や園庭、散歩先の環境において

何が必要か見極め、環境の見直しを図る 

・コロナ禍の中ではあるが、地域の方との関わりを模索し、その方

法を見つけていく 

振り返り ・子どもの姿をもとに室内環境や園庭の構成を定期的に見直し、そ

の時の子どもの姿に合った環境を構成した。 

・地域活動事業の開催や近隣施設と連携を取り合い、子どもたちと

交流する機会を設けていった。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 幼児へのスムーズな接続を見通して、幼児やその先に繋がる丁寧な乳児

保育を実践する 

重点施策 ・保育の質、並びに職員の専門性の向上に繋げていくためポートフォリ

オ作りに本格的に取り組むことで一人ひとりの子どもへの理解を深め、

子どもの成長を保護者と共に分かち合う。 

2024年度 目指す姿 自園の乳児保育が他園のモデルとなるようになり、地域の子育て施設と

して安心拠点になる 

重点施策 ・ポートフォリオからドキュメンテーションに繋げ、保護者と子どもの

育ちについて共感できることを増やし、保護者が目指している子どもの

姿を伝えていく 

・利用者のニーズを探りながら気軽に利用でき心のよりどころとなるよ

うな園の環境つくりをする。 



20221215版 

2025年度 目指す姿 幼児からその先の小学1年生までを見通し、乳児期の非認知能力の重要

さを保護者に理解してもらい、選ばれる乳児園となる。 

重点施策 ・個人のポートフォリオや活動のドキュメンテーションを送迎時に手に

取って見てもらえるようにし、園の方針をよりわかりやすく伝えてい

く。 

・近隣施設や小学校等との連携を深め、メリー★ポピンズ 清瀬ルーム

が担う役割を見極め、地域を包括して子育てを行っていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 清瀬ルーム 施設長 山田 千惠 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ ラスカ茅ヶ崎ルーム 

 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
メリー★ポピンズ ラスカ茅ヶ崎ルームは、社会福祉法人どろんこ会の保育方針 

「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」をもとに、 

子どもも大人も「考えること」を大切に、保育を行います。 

好奇心や探究心を大切に、自分で決め、やりたいことを心から楽しむことを追求します。 

そして、どろんこ会の理念「にんげん力。育てます。」を実現していきます。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの興味関心を観察し、意見を聞きながら保育計画を立てる。 

実践予定内容 朝の会や帰りの会で話し合う機会を設け、子どもも大人も一緒になってや

りたいことを考える。週案会議で子どもの様子をスタッフ間で語り合う。 

2 計画・ねらい 子どもたちが主体的に「やってみたい」気持ちになるよう、環境を整備す

る。 

実践予定内容 活動の選択制の自発的な広がりを促進する。スタッフが環境整備を分担

し、月毎に振り返り・更新を行う。子どもたちの発達や、年間を見通した

計画的な更新を継続する。 

3 計画・ねらい プロジェクト保育を推進し、他者との協働・感情コントロールや達成感を

経験する。 

実践予定内容 子ども同士が異年齢を含むグループで話し合い、ぶつかり合いながら役割

を分担し、物や活動・遊びを創り上げる。 

4 計画・ねらい 日課を通して生きる力を育む。 

実践予定内容 長距離散歩や座禅、さくらさくらんぼリズム体操・歌・雑巾がけなどの活

動を、日々積み重ねる。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 園の保育方針が理解され、信頼関係のもと協同して子どもと向き合う。 

実践予定内容 保護者懇談会・保育参加・タイムライン・掲示物などを通して方針の共通

理解を深める。 

2 計画・ねらい 子どもの発達を理解し、子育てに見通しが持てるよう、子育てを楽しめる

よう支援する。 

実践予定内容 お迎え対応・個別相談・などを通して、一人ひとり違う個性があること・

子どもの力を信じることを伝える。食に関する悩み相談や情報発信を行

う。保護者との共催行事を通して、保護者同士のつながりや地域とのつな

がりを深める。 

3 計画・ねらい 「子どもも保護者も行きたくなる保育園」を目指し、保護者の心に入り込
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んだ接遇を行う。 

実践予定内容 目と体と心を相手に向けて挨拶をする。「2歳児クラスのみんな」でなく

「その子」が何をしていたかが伝わるお迎え対応をする。一人ひとりの保

護者が何を求めているかを考えて対応を行う。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 他園、小学校と連携し、接続をスムーズに行い、園が地域に根差すように

する。 

実践予定内容 他園に遊びに行く、招くなどの交流保育や、公園でドッジボール大会など

の合同保育を行う。小学校の行事参加などを積極的に行い、担任間でも交

流を深める。 

2 計画・ねらい ラスカ茅ヶ崎のテナント交流を行い、同じ駅ビル内の一員としての認知を

高める。 

実践予定内容 ラスカ業務部を園に招き交流する。ラスカ内店舗での買い物やバックヤー

ド見学などを行う。カルチャースクールの方々と交流する。 

3 計画・ねらい 地域の子育て世帯の利用を増やす。地域の協力者を増やす。 

実践予定内容 園舎の美観を大切にし、地域の方がいつ見ても気持ちの良い施設にする。 

商店街ツアーや保護者とのつながりから、地域の子育て協力者、様々な活

動をしている方々と一緒に活動をする。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 園内研修を通し、園(法人)と自分の目指す保育がどこにあるのか、どこに

向かっているのかを、スタッフ同士で意見交換しながら明確にする。 

実践予定内容 毎月の園会議内で、コンピテンシーに取り組む。 

2 計画・ねらい 目標を明確にし、スタッフが自分を高めていく仕組みを作る。 

実践予定内容 全スタッフが組織目標と個人目標を設定する。年2回以上施設長との面談

を行い、達成度や課題の確認をする。 

3 計画・ねらい 様々な第一線で活躍する先達からの学びを得て、自らの人間力を高める。 

実践予定内容 法人の動画配信（園長大学＠・保育士大学）を利用し、理想の保育や子育

ての未来について語り合う。 

 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食の循環や食材への興味を深め、命を頂くことを知る。 

実践予定内容 畑で採れた野菜を子ども自身が調理する。残食を堆肥にする。魚屋と一緒

に魚を捌き、食べる。 

2 計画・ねらい 海への漂流物からSDGｓへの関心を広げる。 

実践予定内容 ゴミ拾いやマイクロプラスチックを見つけながら、それらがどこから来て

どこへ行くのかを考える活動を展開する。 

3 計画・ねらい 環境監査を行い、環境活動のさらなる向上や、環境法令順守状況の確認を

行う。 
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実践予定内容 年度内に2回、監査員の個別訪問監査と書面監査を行う。 

 

 

 

海遊びの充実 

1 計画・ねらい 海での遊びを充実させる。茅ヶ崎海岸まで徒歩30分の恵まれた環境を活か

し、センス・オブ・ワンダーを体感する。 

実践予定内容 全ての年齢で海へ散歩に行き、砂遊びや水遊びをほぼ毎月実践する。砂浜

を走り、波と鬼ごっこ、シャベルで大きな穴を掘るなど思い切り遊ぶ。 

2 計画・ねらい 地引網を行い、海の恵みを体感する。 

実践予定内容 保護者や地域の方も参加して、その場でとれたてのシラスを味わう。 

3 計画・ねらい 自然物を利用して製作を行う。 

実践予定内容 石や貝殻・流木を拾い、色々なものに見立てたりして製作に活用する。 

4 

 

計画・ねらい 海への漂流物からSDGｓへの関心を広げる。 

実践予定内容 ゴミ拾いやマイクロプラスチックを見つけながら、それらがどこから来て

どこへ行くのかを考える活動を展開する。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

３人 ９人 １２人 １２人 １２人 １２人 ６０人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分  

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 9人 看護師 １人 栄養士 １人 調理員等 ２人 

パート 

スタッフ 
保育士 6人 補助 １人 調理 １人 事務 １人 
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 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園運営についての情報共有 園内研修 

給食運営会議 月1回 調理・食事提供の改善検討 

事故防止委員会 月1回 園でのヒヤリハット、インシデント、事故検証 

ケース会議 月1回 要支援児の情報共有・検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人運営状況の共有 

施設長勉強会 月1回 運営全般の改善のための勉強会 

食育会議 年4回 保育所における食育のあり方の討議・確認 

保健会議 年4回 保育所における看護のあり方の討議・確認 

主任会議 年5回 課内主任で情報・課題共有 

リーダー会議 年4回 課内リーダーで情報・課題共有 

若手会議 年4回 課内若手（入職1・2年目）で情報・課題共有 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上のための討議・課題取り組み 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生的改善と疾病の予防処置、施設内衛生管理全般 

安全対策係 避難訓練の計画・実施 

防火管理者 防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理業務 

食品衛生責任者 食材の発注及び品質管理、調理室の衛生管理 

食育係 畑の管理、食育・クッキングの計画実行 

地域交流係 地域の各機関との情報交換、交流企画の計画・実施 
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リズム係 さくらさくらんぼリズム運動の計画・改善 

表現係 表現活動の計画・改善 

環境係 園内環境の整備・計画・改善 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画管理、保護者との連携、地域への告知 

運動会係 運動会の計画管理、地域への告知 

生活発表会係 生活発表会の計画管理 

卒園式係 卒園式の計画管理、保護者との連携 

入園式係 入園式の計画管理 

 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・様々な行動や欲求に適切に応え、特定の大人との情緒的なつながり

を形成する。 

・活発な探索活動を楽しみながら、様々な感覚が育つ。 

下半期 

0～1歳児 

・身近な大人との安定した関係の下、一人遊びを十分に楽しみながら

自我が芽生える。 

・手遊び歌やわらべうた、造形など表現の礎となる経験を多くする。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・毎日の生活や遊びの中で、基本的生活習慣や運動が心地よい感覚と

して身に付く。 

・興味関心を持ったことに集中して遊びこみ、充実感を得る。 

・異年齢での関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現する。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢での関わりの中で、相手の気持ちを理解しながら協力して課

題に取り組み、ルールを作るなどして解決することが出来るようにな

る。 

・様々な体験を通し五感が刺激され、豊かな感性や創造性が育まれ自

由な発想でのびのびと表現することを楽しむ。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 
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保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 子どもが自分で食べる量を自分で決め、「食べたい時に食べたい場所で食

べたいものを食べたい人と食べたいだけ」食べる意欲を育む。 

実践予定内容 幼児は自分で時間を見ながら食事の準備をし、おかわりも含めて自分の食

べられる量だけ自分でよそう。 

2 計画・ねらい 噛む力を育て、素材の味を味わえる状態で提供する。 

実践予定内容 一人ひとりの咀嚼状況を把握しながら、離乳食や手づかみ食べの野菜の提

供をする。 

3 計画・ねらい 食の循環や食材への興味を深め、命を頂くことを知る。 

実践予定内容 畑で採れた野菜を子ども自身が調理する。残食を堆肥にする。魚屋と一緒

に魚を捌き、食べる。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（4月・10月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導、歯磨き指導、衣服の調節、性教育 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

4～9月頃…手足口病、ヘルパンギーナ 

7～10月頃…咽頭結膜炎、流行性角結膜炎 

11～3月頃…インフルエンザ、感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため ダイアップ･･･現在預かり無し（必要な時には預かり、園で保管） 
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の薬の預かり 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在21名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員 名については4月1日までに受講予定 

 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年２回／４･１０月 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

虐待防止研修 年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 
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環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが自分で選択して遊ぶ場所・遊ぶものを決めることが出来る環境

を整備する。 

実践予定内容 環境係を中心に、全職員が環境整備を分担し、月毎に振り返り・更新を

行う。子どもたちの発達や、年間を見通した計画的な更新を継続する。 

2 計画・ねらい 整理整頓を常に心がけ、必要な物だけを置く気持ちの良い環境の下、子

どもが活動しやすい動線作りを行う。 

実践予定内容 毎日・毎週・毎月の清掃チェック表を作成し、担当を決めて誰がいつ、

何を行えばよいか、どういう状態が整理整頓された状態か、理解できる

ようにする。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 どろんこ遊び場 園庭 毎月 

2 平均台 園庭 毎月 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成、避難訓練・消防計画を行う。火

災・地震発生時の避難方法を確認する。アプリを使用し、園児の安否情報

を発信する。 

2 実践予定内容 事故防止チェック、設備点検チェックを実施する。怪我発生時には対応フ

ローチャートに従い対応する。 

3 実践予定内容 園内及び法人内で事故防止委員会を毎月実施し、ヒヤリハットやインシデ

ントなどを共有・検証・再発防止策を共有する。 

4 実践予定内容 園内・園外のハザードマップを作成・随時更新し危険個所の確認を行う。 

5 実践予定内容 防犯対策として不審者侵入訓練を実施する。ラスカ警備員による巡回を行

う。 

6 実践予定内容 光化学スモッグ注意報や警報が発令された時には、屋外活動を自粛する。 

7 実践予定内容 環境省の熱中症予防サイトを随時確認し、危険な時には屋外活動を自粛す

る。 

8 実践予定内容 海岸付近で活動していた際の大津波警報発令時避難訓練を随時行う。 
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 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育

成するため、実習生・研修生を積極的に受け入れる。 

1 実践予定内容 地域の中高生のための職場体験や福祉体験を行う。 

2 実践予定内容 養成校と連携を取り、保育士・看護師・栄養士志望の実習生の受け入れ

を行う。 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② ケガ・ケーススタディ 

③ 人権チェック・虐待防止研

修 

④ 園長大学＠・保育士大学動

画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム

として解決に向けて話し合う 

② 事例を通してケガの対応・予

測を理解する。 

③ 子どもの権利や虐待の定義・

防止を理解する。 

④ 「保育を嫌いになりそうにな

った時の処方箋」を視聴し、

話し合う。 

5月26日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② Ⅰ期振り返り 

③ 園長大学＠・保育士大学動

画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム

として解決に向けて話し合う 

② エピソードやプロジェクトを

共有し、子どもを真中にして



20221215版 

保育を語り合う。 

③ 「子どもの心の育ちと保育者

の言葉がけ」を視聴し、話し

合う。 

6月23日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 園長大学＠・保育士大学動

画視聴 

➀自らの課題を認識し、チームと

して解決に向けて話し合う 

➁ 「16年目の信じて待つ保育」を  

    視聴し、話し合う。 

7月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 園長大学＠・保育士大学動 

  画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う 

② 「魅力あるおもちゃの選び 

  方」「造形＝表現の誤解 子ど 

  もの感性を解き放つのはあな 

  た次第」を視聴し、話し合う 

8月25日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② Ⅱ期振り返り 

③ 園長大学＠・保育士大学動

画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う 

② エピソードやプロジェクトを 

  共有し、子どもを真中にして 

  保育を語り合う。 

➂  「元小学校長が語る 保育園と 

    小学校の共通問題から考える 

    乳幼児期に大切に育みたい力 

    とは」を視聴し、話し合う。 

9月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 園長大学＠・保育士大学動 

  画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う 

② 「元小学校長が語る 保育園と 

    小学校の共通問題から考える 

   乳幼児期に大切に育みたい力 

    とは」を視聴し、話し合う。 

10月27日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待防止研

修 

③ 園長大学＠・保育士大学動

画  視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う

➁ 子どもの権利や虐待の定義・防 

   止について振り返り、日常の保育 

   の中からケーススタディを行う。 

➂「空間設計の視点から学ぶ心 

   を育てる保育環境」を視聴 

   し、話し合う。 

11月24日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 園長大学＠・保育士大学動 

  画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う

➁「フロー体験と生きる力～天 

  外伺郎の視点から～」を視聴  
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  し、話し合う。 

12月22日 18:00～20:00 

①    コンピテンシー自己採点 

②   Ⅲ期振り返り 

➂   園長大学＠・保育士大学動 

画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム 

   として解決に向けて話し合う 

➁ エピソードやプロジェクトを 

   共有し、子どもを真中にして 

   保育を語り合う。 

➂ 「初代プレーワーカーに学ぶ遊 

   び解体新書」を視聴し、話し合 

   う。 

1月26日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 園長大学＠・保育士大学動 

  画視聴 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う

➁ 「保育と自然を未来志向で考え 

  てみよう」を視聴し、話し合 

  う。 

2月16日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② Ⅳ期振り返り 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う

➁ エピソードやプロジェクトを 

   共有し、子どもを真中にして 

   保育を語り合う。 

3月15日 18:00～20:00 
①   コンピテンシー自己採点 

②   年度振り返り 

① 自らの課題を認識し、チーム 

  として解決に向けて話し合う

➁ 今年度の保育を振り返り、次年 

   度に向けた保育を語り合う。 

 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

保育所の果たす社会的役割として、地域との交流を促進する。園が地域の一員として認知されるよ

う、前年度からのつながりを深め、新たなつながりも求めて積極的に取り組んでいく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 月1回デイサービス訪問 

月1回紙芝居の会来園 

異年齢交流 近隣保育園との交流 

中高校生ボランティア受け入れ 

地域拠点活動 ちきんえっぐ（自然食堂、自然学校、芸術学校、寺親屋） 

幅広い年代層への園開放 

子育て相談 

ラスカ茅ヶ崎テナント交流 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 
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 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

子どもの発達の連続性を見据えた上で、就学を見通した保育を行なう。感染症流行の推移を見なが

ら、小学校訪問や行事見学など、子ども間交流を実施する。茅ヶ崎市幼保小教育連携研究会のみなら

ず、近隣の小学校に働きかけ、学習指導要領や架け橋プログラムの読み解きなど、相互理解を深める

取り組みを積極的に行う。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を３月２０日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 保幼小役員理事会 1名予定 年間の計画承認 スタッフ間交流 

5月頃 梅田小学校 13名予定 運動会見学 子ども間交流 

6月頃 円蔵小学校 1名予定 
授業参観（円蔵小教

室） 
スタッフ間交流 

8月頃 茅ヶ崎小学校 2名予定 

教職員の園見学（メ

リー★ポピンズ ラス

カ茅ヶ崎ルーム） 

スタッフ間交流 

8月頃 教育センター 1名予定 幼児教育研修会 スタッフ研修 

10月頃 円蔵小学校 25名予定 学校へ行こう 子ども間交流 

1月頃 梅田小学校 36名予定 
駅伝大会（学校校

庭） 
子ども間交流 

3月頃 園児就学先小学校 13名予定 学校見学 子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

課題や支援の内容について、4月に前期の、10月に後期の個別支援計画を作成し、保護者との面談

を行い、保護者のねがいを伺う。9月には前期の評価、3月に後期の評価を行い、保護者共有も行う。 

  

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 

支援の振り返りと評価を行い、計画の見直しを行う。個別支援児以外についても気になる点につい

ては積極的に情報共有し、意見交換を行う。 
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進級引継、および、小学校への引継                     

進学先の小学校・茅ヶ崎子育て支援センター・藤沢児童相談所・茅ヶ崎教育委員会・家庭相談員等

と、必要に応じて個別相談を行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：中央公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年８月３１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１０時００分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、リーダー、事務 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・人的環境としての職員の学びを深める。指導準備の時間を確保し、物

的環境の仕組みを整備することで改善が日常的に行えるようにする。 

・保護者と連携し、どろんこ祭りなど行事を通して交流を深め、勉強会

などで子育てについても学び合う機会を設ける。 

・小学校、商店街などとの交流を通し地域とのつながりを強める。 

振り返り ・園会議内での研修や保育の質を上げる会議の共有では、講義形式でな

くスタッフ同士が対話を通して、相互理解を深める形式が浸透した。環

境係を中心に、毎月の子どもの姿から環境改善を行った。 

・保護者と連携を取り、どろんこ祭り・クリスマス会を行った。2回行

ったワークショップやスキル講座を通して、保護者同士の交流と共に、

学びあう機会を設けた。 

・小学校へ4・5歳児が見学へ行き、交流を行った。魚屋さん、お花屋

さんと行事を通して顔が見える関係を作った。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

23年度 目指す姿 地域家庭・地域住民のオープン拠点となる。 

重点施策 ・保育の質の安定的発展を目指す。 

・保護者や地域に向けて園の魅力を発信する。 

・地域子育て支援のハブ組織となる。 

24年度 目指す姿 地域に根差し、親しまれる園になる。誰にとっても安らげる、真のバリ

アフリー施設を目指す。 

重点施策 ・園から子育てや遊び、食育などの情報発信を増やす。 

・園と保護者と地域で行事を共催し、つながりを深める。 

25年度 目指す姿 保護者や地域、周辺の教育・福祉施設にとって、なくてはならない施設

となる。 

重点施策 ・子育ての悩みや保護者の不安を軽減するサロンを開催する。 

・保護者と地域住民・商店街等がつながって行事を共催する。 

・市内の保育所と連携し、教職員との勉強会を定例実施する。 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ ラスカ茅ヶ崎ルーム 施設長 渡邉 功  
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２０２３年度 つくばどろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
つくば市は過ごしやすい気候と自然豊かな風土と共に、高度な都市機能を両立させている大変恵ま

れた土地柄である。 

人口は３３年間増え続け、特に子育て世帯の転入が多く活気に溢れている。また「教育日本一のま

ち」をスローガンに掲げており、教育に寄せられる期待は大きい。 

そのため、将来を担う子どもたちが、恵まれた地域風土の中で一つでも多くの体験を積み、「にんげ

ん力」を高めることを目指した保育を展開することで、地域に貢献する。 

 

保育所保育指針と社会福祉法人どろんこ会の保育理念、保育方針に則り、つくばどろんこ保育園の園

目標である「チーム保育で支えよう！子どもの生きる力」を全スタッフの合言葉として保育を実施す

る。 

 

本園の６つを柱として、本園の基本方針とする。 

 

●子どもの基本的人権を尊重する。子どもが愛され、認められ、自己発揮できる環境の下、子どもの

自尊感情を大事に育てる。 

 

●養護と教育を一体的に進める保育に努め、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」に向けて

就学までのバランスのとれた心身の発達を目指す。 

 

●どろんこ会の日課・基本保育活動から考えられるところのあらゆる体験を通して、子どもが主体的

に「生活を営む力」「強い体」「人との関わり」「自らの役割」などを学び身につけることで、子ど

もの「自ら生きる力」を培う。 

 

●つくばの豊かな風土と食生活から生まれた地域文化や食の循環などの食環境について、体験を通し

て子どもとスタッフが共に学び継承していく。 

 

●子どもの「生きる力」の育ちとそれを支える環境について、園内研修や会議で多くの時間を設けて

活発で建設的な意見交換を行う。また、必要なスキルのための研修をスタッフ自ら選択し、参加を重

ねながらチーム保育を展開し、全スタッフで子どもの育ちを支える。 

 

●園を利用されるすべての方々に気持ちの良い挨拶、対応を心掛け、自らできるところの最高の接遇

を全スタッフで届ける。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：日課・基本活動を毎日繰り返し行うことで、子どもがその意味を理

解しながら、「生きるための力」を身につける。 

ねらい：全スタッフが日課・基本活動の意味を理解し毎日の習慣として続

けることにより、子どもが「自らやろうとする意欲」から「やったことが

自分だけでなく人のためにもなる」ことを感じて、社会の中で生きるため
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の基礎となるようにする。 

実践予定内容 異年齢保育・座禅・雑巾かけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩9時出

発・山羊と鶏の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・青空

保育などの実践/園会議におけて「日課・基本活動の子どもの生きる力の関

係」の園内研修の開催 

2 計画・ねらい 計画：子どもがバランスのとれた心身の発達を促せるように、養護と教育

の一体的な保育を展開する。 

ねらい：全スタッフが「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を意

識し、保育内容に片寄りがないように見極め、常に子どもの伸びる可能性

を考えられるようにする。 

実践予定内容 活動/異年齢保育・創造的活動・行事などの実践 

計画/保育計画・個別計画・5歳児と小学校の年間連携計画・自園の5歳の 

10～3月の保育計画などの作成と振り返り 

3 計画・ねらい 計画：生活や遊びの様々な場面における成長や気付きを、エピソードやド

キュメンテーションとして継続的に記録し、子どもの心情の汲み取りや保

育環境作りに活用して、次の実践に繋げる。 

ねらい：記録から検討を重ねることで、スタッフ間の子どもの共有や保護

者や子どもたちとのコミュニケーションツールとして利用する。 

実践予定内容 エピソード記録・ポートフォリオ記録・ドキュメンテーション記録の作成/

保育計画やアプローチカリキュラムの作成/園会議・ゾーン会議・クラス会

議の開催 

 

4 計画・ねらい 計画：伝達共有事項、事故や怪我の改善事項に向けて、「可視化」の体制

を作り全スタッフの周知を徹底する。 

ねらい：伝達や共有漏れを防ぎ課題意識を全員が持つ。 

スタッフ全員が良いことも悪いことも共有することで仕事への向き合い方

や気持ちの一体化を目指し、共に悩み喜ぶ健全な保育園運営を行う。 

実践予定内容 朝礼・昼礼・園会議・クラス会議・リーダー会議を活用し早期に周知共有/ 

シッターノート・お迎え伝達シート・クラス間共有ノートの活用 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：送迎時には、大きく明るく気持ちの良い挨拶する。また自分ででき

るところの最高の対応を実践する。 

スタッフの誰もが、相手の顔を見てその表情を読み取り、相手の今の状況

に寄り添った言葉かけを行う。 

ねらい：スタッフの誰もが「園の顔」であることを認識し、自分がされて

嬉しい丁寧な対応を心掛け、保護者と互いの気持ちを開いた信頼関係を築

く。 

実践予定内容 朝夕の送迎時の挨拶の実践/3分間対応の適切な言葉や内容選び/一日の子

どもの様子が手にとって伝わるような丁寧な話し方/園会議において「接

遇・保護者対応」の園内研修の開催 

2 計画・ねらい 計画：毎日の生活や遊びの姿から子どもの成長を読み取り、記録に残し、

その日のうちにリアルタイムに丁寧にお伝えする。 

ねらい：先の見通しを持った保育内容を基に、保育の専門職としての視点
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から様々なツールを活用して伝え、今後の保育に役立てると共に園に安心

してお預けいただく。 

実践予定内容 3分間対応や連絡帳の活用/タイムラインの配信/保育参加/保護者懇談会/

保護者個人面談/エピソード記録の玄関掲示/生活発表会での子どもの育ち

のスライドショーの開催/行事等の開催 

3 計画・ねらい 計画：保護者からのご意見ご要望には、謙虚な気持ちを持って受け止めな

がら対応し、今後の実現に向けて相手の気持ちを尊重して改善や実現に努

める。 

ねらい：保護者の生の声を感謝の気持ちを持って耳を傾けることで、開か

れたより良い保育園を目指す。 

実践予定内容 保護者面談/利用者アンケートの実施/ご意見ご提案シートの設置/連絡帳の

活用などを利用して全スタッフに共有周知 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：子育て支援「ちきんえっぐ」の拠点として「子どもは地域の中で育

つ」ことを念頭にして、地域交流の場としての役割を果たす。 

ねらい：居心地の良い環境と気持ちの良い対応を心掛け、地域の親子の心

の拠り所になることで、地域社会に貢献する。 

実践予定内容 「ちきんえっぐ」のイベントの開催/青空保育での保育実践/子育て相談・

園庭開放の実施 

2 計画・ねらい 計画：「就学までに育てたい子どもの10の姿」を見据えて、子ども一人ひ

とりの乳幼児期の成長を支え、その保育実践を小学校へと繋げる。 

ねらい：就学までの子どもたちのバランスの良い心身の発育に向けて、保

育内容を吟味し、その育ちを保証する。子どもの育ちと保育者の手立てを

実践記録として残し、責任を持って小学校へ送り出す。 

実践予定内容 5歳と小学校との連携計画作成/3～5歳のアプローチカリキュラムの作成/

児童要録の作成と提出/子ども間・職員間の学びの交流 

3 計画・ねらい 計画：中学生・大学生の職業体験や保育参加や実習生の受け入れを通し、

若い世代の育成を後押しする。また、子どもたちが地域の様々な世代と積

極的に関われる環境を整える。 

ねらい：子どもたちが地域の様々な年齢層と交流し、地域社会との繋がり

を意識して生活できるようになる。 

実践予定内容 中学校・大学からの保育参加やボランティアの受け入れ/実習生の受け入れ

/新型コロナウイルス禍で考えられるところの老人施設との交流実施 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 計画：全ての子どもとスタッフの人権を保障する。人を大事にすることで

互いの気持ちを受容し、問題は自分事として皆で解決し、穏やかで優しさ

が優先する園の風土をつくる。                         

ねらい：子どもも大人も各々が持つ個性を認め、その良さを尊重すること

で、誰もが安心して生活し前向きに自己発揮できる。 

実践予定内容 コンピテンシーの実践と振り返りシートの活用/人権に係る園内研修 
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2 計画・ねらい 計画：スタッフ一人ひとりが自身に必要な研修を考え、自ら選び取って積

極的に参加し、自身を高めていく。 

ねらい：自らの課題や今後の保育に役立つスキルを考え、子育てのプロと

して自らを高めることができるスタッフを育てる。またお互いに研修に参

加しやすいスタッフ間の協力体制を築く 

実践予定内容 園長大学Ⓡ・保育士大学の月1回以上の受講/園内外への研修参加 /研修実

践報告 

3 計画・ねらい 計画：園のMBOから自身が出来る役割を考え、各々が組織MBOと個人MB

Oを作成し、努力を重ねて実践していく。 

ねらい：各々のMBOが園のMBOと連動していることを認識し、全スタッ

フで取り組み達成していくことが園の質を高めることを理解すると共に、

組織の一員として貢献できるようにする。 

実践予定内容 MBOの理解と作成の仕方/年1回のＭＢＯ作成/ＭＢＯの実現に向けた年3

回の振り返り面談 

４ 計画・ねらい 計画：「自らの学び」を人前で発表し、子どもやスタッフ間や地域へと役

立てる。 

ねらい：保育者として、また人として得たいスキルなどを、発信を目的と

して外部研修、本、SNS、園長大学®・保育士大学の受講などから習得

し、その学びを人前でアウトプットし、自分らしさを演出する。 

実践予定内容 毎月1回園内にて2名実践発表（一人10～15分程度）/地域発信 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：私たちの生活は、素晴らしい食材や食の環境があって始めて成り立

っていることを理解し、体験活動の中に取り込む。 

ねらい：豊かな生活の中の食環境を意識して生活し、食への感謝の気持ち

を持つ。 

実践予定内容 畑仕事（種蒔き・育てる・間引き・収穫）・食材加工（梅干し・梅ジュー

ス・たくあん・干し柿・味噌・納豆作り）・卵拾い・山羊と鶏の世話と糞

の始末 

2 計画・ねらい 計画：食材の循環サイクルの実践を通して、生活の知恵を園の生活の中で

最大限に生かす。 

ねらい：給食の野菜くずや山羊・鶏の糞を堆肥として、子どもとスタッフ

が食の循環の知識を得て、生活に活用する。 

実践予定内容 給食調理の野菜くずを山羊の餌に活用/給食の廃棄物や山羊・鶏の糞を活用

して堆肥にして畑の肥料として活用 

3 計画・ねらい 計画：給食残渣を減らし、誰もが出された食事や食べ物を大切にする。 

ねらい：子どもの頃から、廃棄にかかる環境への負担を少なくして、食べ

物を粗末にしない意識を育てる。 

実践予定内容 給食残渣の計量/食材の有効利用と廃棄部分の減量の工夫/子どもの偏食や

食べ残しへの働きかけ 
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チーム保育の充実 

1 計画・ねらい 計画：チーム保育のテーマ「子どもの生きる力を支える」について人的・

物的環境の両面から話し合い、非認知能力の育ちを高めることを目的とし

て、スタッフ間が共有しながらチーム保育を進める。 

ねらい：スタッフが子どもの育ちのために、チームの中の自身の役割と環

境の在り方を探り、自分の言葉で提案して実践する 

実践予定内容 園会議・ゾーン会議・クラスリーダー会議・クラス会議の活用/記録や動画

を用いての研修 

2 計画・ねらい 計画：4名でチームを組み、毎月のゾーン会議で「面白遊び」を企画し、

園全体で異年齢が関わって思い切り遊ぶ。全スタッフが楽しく展開できる

ように協力し、振り返りを持って次月に繋げる。 

ねらい：季節や自然物を利用して異年齢が一緒に遊ぶことができる企画を

考え、チームが責任を持ってリードする。遊びの深まりと継続性を重点に

おき、ゾーン計画を保育計画と連動させていく。 

実践予定内容 ゾーン担当者と各チームのゾーン会議（月2回）の開催/次月の企画と発表

とスタッフ共有・振り返り/保育計画との連動によるPDCA サイクル化 

3 計画・ねらい 計画：全スタッフが園の環境・保育体制・保育内容に対して、より良い環

境を目指して意見や課題を提案し、自らファシリテートする。 

ねらい：全スタッフが人任せにせずに、自園にとって働きやすい環境や改

善に向けてチームとして協力していく。 

実践予定内容 係活動・行事担当・清掃担当の役割遂行/ゾーン会議やクラス会議等で課題

提案と改善の実践 

 

 

地域の文化継承 

1 計画・ねらい 計画：つくばの地に生活して根付いた文化や食の環境について体験活動を

通して楽しみながら継承していく。 

ねらい：受け継がれてきた生活の中での営みにはその成り立ちに意味があ

ることや、多くの知恵が盛り込まれていることを、子どもや若手スタッフ

が学ぶ機会とする。 

実践予定内容 伝統行事の「しめ縄つくり」「ならせ餅」「どんど焼き」/稲わらを利用し

た制作「稲藁タワシ」「稲藁ホウキ」/加工品作り「味噌」「納豆」「たく

あん」/堆肥教育 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

15人 15人 15人 15人 15人 15人 90人 
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開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 16人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 0人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 

用務 2人 嘱託医  2人       

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 

月1回120分 園運営の目標に向けた課題や共有事項の協議/ 

記録に基づくと保育内容と子どもの目線合わせ/ 

園内研修 

給食運営会議 
月1回 喫食状況と嗜好の確認/食事環境や配膳方法の共有と改善/

食育や畑活動報告 

事故防止委員会 
月1回 自園及び系列園で起きた事故ケーススタディと改善策/ 

ヒヤリハットの共有と対策 

ケース会議 月1回 要支援児個別計画策定と振り返り/要支援児計画の見直し 

クラス会議 月1～2回 クラス運営の共有と検討 

リーダー会議 月1回 各クラスリーダーによるクラス報告と保育内容の検討 

ゾーン会議 
月2回 ゾーン担当者とゾーン企画者による保育の企画立案と実践

報告 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
•月齢確認事項/コンピテンシー 

•各部署からの連絡伝達 

施設長勉強会 月1回 

•課別運営方針の共有/リスクとハザード 

•保育所保育指針の捉え方 

•ドキュメンテーション記録からの保育実践のあり方、保

育環境のあり方 

･SWOT分析と園運営 

食育会議 年4回 

•食育計画策定と実践報告 

•給食運営並びに献立内容の改善と提案 

･給食残渣などのSDGｓに向けた取り組み 

保健会議 年4回 

•保育計画策定と実践報告 

•新型コロナウイルスを含めた感染症対策 

•生活習慣付けや怪我事故の対処法 

主任・ミドルリーダー会

議 
年12回 

•各役割に合わせたアクションプランの取り組み、共有、

発表 

子育ての質を上げる会議 月1回 •保育実践の共有と話し合い 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生的改善と疾病の予防処置/保育所の衛生全般の管理 

安全防災対策係 
全職員の安全に対する意識を高め、遊具点検・設備点検・備蓄品点検・.

安全防災点検や対策の取り組み/避難訓練の実施/ハザードマップ作り 

防火管理者 防火管理に係る消防計画を作成と防火管理上必要な業務を計画的に実施 

食品衛生責任者 
食品の扱いに関する業務/厨房衛生環境全般 

食育会議の計画や実践 

田畑食育係 田畑の環境整備/作物の管理/食育活動との連携 

生き物係 飼育動物の健康管理/環境改善/餌管理 

環境整備・絵本係 園内や園庭遊具の整備や安全点検/園内掲示物の点検/絵本の修理や整頓 

地域支援係 
他園交流/小中学校との交流/実習生の受け入れ対応/一時預かり児の受入

対応 
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ゾーン保育係 保育活動内容の企画・実践/室内及び園庭の環境と遊具の見直し 

研修係 年間の園内研修の企画実践全般 

写真係 月の写真販売の写真点検まとめ/行事の写真撮りと記事玄関掲載 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 •保護者の主体性を尊重し、どろんこ祭りの企画、準備、活動を共に実施 

子育て支援係 •子育てに関わる相談業務、子育て支援、「ちきんえっぐ」の活動の実行 

地域支援交流係 

•地域の老人施設との文化交流、支援 

•地域小学校との授業・保育参観での子ども間、職員間交流 

•中学校の保育参加、実習生の受け入れ 

 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

•保健的な環境を整え､応答的な関わりを大切に安心して過ごせるよう

になる 

•一人ひとりの子どもの自主性や意欲を尊重し､子どもの健やかな育ち

を保証する 

•人との関わりの中で人への愛情や信頼感､生きる喜びを育てる｡ 

下半期 

0～1歳児 

•生活に必要な言葉がわかり､身の回りの事を自分でしようとする 

•簡単な言葉で気持ちを表現し､友だちや保育者と関わる 

•様々な体験を通して､豊かな感性や創造性の芽生えを育てる 

•様々な運動遊びを通して生活に必要な動きを身につける 

•生活に必要な習慣や態度を養い､心身の健康の基礎を育てる 

•友だちや保育者と一緒に食べたいものを食べたいだけ食べ、食の楽し

さを感じる 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

•保育者の見守りの下､自然遊びや生活体験遊びなどを自ら選んで体を

十分に使って遊ぶ 

•リズム体操､表現遊び､歌遊びなどで自分を発揮し表現する意欲や協調

性､社会性を育てる 

•素話や絵本､紙芝居などの読み聞かせを通して､聞く力や想像力を伸ば

す 

•動植物を飼育栽培し､体験を通じて自然物や小動物の命を大切にする
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気持ちを養う 

•畑活動を通して、自ら育てた作物を調理加工などで味わう 

･食物の成り立ちを理解することで感謝し、食べ物を粗末にしない気持

ちを育てる 

下半期 

2～5歳児 

•自分たちで考え､友だちと協同しながら意欲的な遊びを発展させて楽

しみながら取り組む 

•目的を持ち､持続性のある遊びを楽しむ 

•自分のイメージしたものを､色々な方法で表現する 

•自然界の営みの中で発見や不思議さを体験し､豊かな感性を育てる 

•畑活動、食育体験活動を通して食の循環や環境への興味、関心を抱き

取り組む 

•自信を持って自分らしく自己を表現する 

•異年齢で触れ合う中で、互いに刺激を受けながら自分たちで課題解決

し相手の思いに気付くことができる 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

･ 随時、希望する保護者に対し実施 

･「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

･連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご意

見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

食育の５つの子どもの姿「お腹のすくリズムを持てる子ども」「食事を味わって食べる子ども」

「一緒に食べたい人がいる子ども」「食事作りや準備に関わる子ども」「食べ物を話題にする子ど

も」を目標に食で得られる子どもの心と身体の育ちを支える。またさらに、どろんこ会の３大食育

方針（１）調理員・保育士・施設長はこどもと一緒に食べる （２）噛む力を育て素材の味を味わ

える状態で提供する （３）子どもが自分たちで盛付・配膳して食べることを念頭に置き、食育を

推進する。 

1 計画・ねらい 計画：子どもの身体発達に合わせた日課活動や戸外活動を十分に行い、お

腹がすいた感覚をもって良く噛み素材を味わい、食べたいものを食べたい

だけ食べてその美味しさを感じる。 

ねらい：活動の後の食事の美味しさ、お腹のすくリズムを体で感じ、自ら

意欲的に食べる。 

実践予定内容 9時出発の戸外活動/長距離散歩/日課活動/乳児の口腔発達に合わせた離乳

食の提供/低年齢児の手づかみ食べ/幼児の食材の嚙みちぎりを推進 
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2 計画・ねらい 計画：年上児が配膳や盛り付けを行い、異年齢が助け合って食事環境を整

え、好きな人と好きな場所で会話を楽しみながら食事をする。 

ねらい：年上児が年下児のお世話をしながら自ら食環境を整えられる自立

心を育て、好きな人と食事をすることの楽しさを実感する。 

実践予定内容 異年齢による縁側給食の実施/子どもによる配膳や盛り付けの実施/全スタ

ッフが関わっての食卓を囲む環境作り/食後の清掃の手伝い 

3 計画・ねらい 計画：田畑活動を通して、自ら育てた作物や米を調理し味わうと共に、堆

肥作りなどの食の循環を学ぶ。 

ねらい：人々の暮らしには、食べ物を粗末にせずに食の循環を利用した工

夫や環境を活かした知恵があることを理解し、自然の恵みに感謝する。 

実践予定内容 田畑活動の実践/山羊・鶏の世話/山羊・鶏の糞の始末/野菜くずや糞による

堆肥作り/食育活動の実施/食環境の教育/SDGsの教育 

4 計画・ねらい 計画：地域の文化や加工体験を皆で学びながら、子どもたちに継承する。 

ねらい：茨城つくばの土地の文化を子どもやスタッフが共に学び、生まれ

育った地域への理解と郷土愛を育む。 

実践予定内容 味噌作り/納豆作り/たくあん作り/梅干し作り/ならせ餅/どんど焼き/しめ

縄・お正月作り 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

うがい・手洗い励行/手洗いチェッカーにてよる手洗い指導/薄着の励

行/身体測定/体温計測/歯みがき指導/生存確認チェック/温湿度管理/

性教育（5才児） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12月頃･･･流行性胃腸炎 

1月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･4名より預かり済み/冷蔵庫にて保管 

オロパタジン･･･1名より預かり済み/職員室にて保管 

フェキソフェナジン…1名より預かり済み/職員室にて保管 

セレスタミン…1名より預かり済み/職員室にて保管 

レボセチリジンDS…1名より預かり済み/職員室にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員5名については2023年3月までに受講予定 
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その他保健に関する取組 

行政からのお知らせ掲示/予防接種の推奨/保健だよりの配信 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回/4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回/4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 

不審者侵入訓練 年2回/6･11月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回/5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回/4･10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回/6･11月 

歯科健診 年2回/6･11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回/4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 計画：職員は、園で出来るところの感染症の予防の環境をつくる。 

ねらい：園内のスタッフ間や子ども達への感染を防ぎ、安心して過ごせ

る園の環境を整える。 
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実践予定内容 朝の健康チェック・検温記録/うがい・手洗い・手指消毒・マスク交換/

休憩時の間隔空け/室内換気/紙コップの使用 

2 計画・ねらい 計画：子ども・保護者・来客者の目線に立って園舎内外の清掃・整理整

頓と管理を行う。 

ねらい：誰の目にも、いつも清掃の行き届いた気持ちの良い園の環境を

心掛け保持をする。 

実践予定内容 清掃チェック表に基づいた清掃実践/園舎内外の草木の管理/田畑の管理 

3 計画・ねらい 計画：園庭や園庭建造物の危険物や危険箇所の有無を確認、点検する 

ねらい：子どもたちを危険から守り、安全に遊ぶ場所を確保する 

実践予定内容 早番による毎日の園庭や手作り遊具の見回り点検/毎月25日の園庭遊具

点検/年4回の事故点検と設備点検チェック/園内ハザードマップの作成 

4 計画・ねらい 計画：保育室の遊具類の点検と衛生環境の保持をする 

ねらい：子どもの生活周りの安全と衛生面のチェックを小まめに行い、

健やかな育ちを支える 

実践予定内容 毎日の保育室や遊具類の清掃と消毒の実施/危険有無の確認/衛生備品の

補充/最適な室温温度の管理/生存確認のチェック/安全で遊びやすい玩具

と玩具棚の設置/帽子や歯ブラシの衛生的な管理/年3回の布団乾燥 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 丸太の平均台 園庭 毎日 

2 乳児用平均台 園庭 毎日 

3 三角アスレチック 園庭 毎日 

4 幼児用平均台 園庭 毎日 

5 四角基地 園庭 毎日 

6 園庭遊具片付台 園庭 毎日 

7 堆肥場 畑 毎日 

8 
一人用テーブル（2台）/つい

立て 

幼児室 毎日 

9 子ども用ロッカー（2つ） 幼児と2歳児保育室 毎日 

10 大型テーブル（2台） 2歳児保育室 毎日 

11 飾り台（6台） 玄関、2歳児保育室 毎日 

12 ハイハイスロープ 0.1歳児保育室 毎日 

13 パーテーション（1台） 0.1歳児保育室 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 •非常災害時の対策として、毎月消防計画に基づいた避難訓練や消火訓練の

実施 

•防災設備(自動火災探知機、煙感知器、誘導灯、排煙窓)の設置 

•保護者向けアプリより、災害時の緊急連絡にて子どもの安否、園舎の状

況、避難先の情報のおたより配信 

•備蓄品点検(年2回)や子ども引渡し訓練(年1回)の実施 

2 実践予定内容 •年2回の不審者侵入訓練の実施/警察官による訓練時の防犯講和/警察官に

よる巡回 

•門扉や畑の入り口を施錠し、外部侵入者の立ち入りを防ぐ/ 

緊急連絡カードや保護者登録情報による送迎時の保護者確認 

•市役所からの不審者情報提供 

3 実践予定内容 •人体の影響が心配される場合、つくば市役所から「光化学スモッグ警報」

が発令される。「光化学スモッグ注意報」が発令の場合には、それに従い

発令中の外出や運動の自粛などの対策をとる 

4 実践予定内容 •熱中症予防情報の自動メールつくば（茨城）を活用して１時間ごとの暑さ

指数の情報を得て、戸外活動の目安とする 

5 実践予定内容 •園外の散歩先のハザードマップを作成し道中と散歩先での危険箇所を共有

周知する。また年4回の見直し更新をすることによって最新の危険情報を

共有し、危険防止に努める。 

•園内の新たな危険箇所を把握し、年4回の更新を通して職員間の共有に努

める 

・園外保育では出発前にハザードマップを確認し、出発時帰園時と現地、

道中の曲がり角などの要所で、職員がダブルチェックで子どもの人数確認

を行う。また現地到着時に危険物がないかを確認し、事故防止に努める。 

•保護者の気持ちに立ち、どんな怪我でも保護者に状況を伝え漏らさず誠意

を持って謝罪対応する。全職員に周知し、翌日の登園時には保護者と子ど

もに声をかけ、その後の状況を把握する 

•プール遊びについては職員2名体制をとる。事前に職員間で水遊びによる

事故の共有をし、事故が起きた場合の対応もロールプレイを実施してお

く。 

•バスの乗降では前後や乗降口に職員を配置し、危険を回避できるように気

を配る 

•救急救命の資格を有しているので、救命の仕方やAEDの使用方法などを

確認し行動できるようにしておく 

 

 

 実習生・中高生の受入 

今年度方針・テーマ 

地域への社会的役割を持った保育園として、中高大学生に保育の現場での実践体験の場を提供し、

次世代の人材育成のために貢献する。そのことが乳幼児期の子どもの理解へと繋がり、社会から虐待

の問題が少しでも減少することを目的とする。 
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1 実践予定内容 関連校と連携を取りながら保育士、看護師、栄養士志望の実習生を受け

入れる 

2 実践予定内容 地域の中高生のための職場体験やボランティア活動を受け入れ、乳幼児

との関わり方を体験する場を提供する 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

 「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」の育ちに向けて、乳幼児期の６年間を継続した保育

内容の中で計画的に進める。その子ども達の心と身体の発達の経過を下に、５歳児ではアプローチカ

リキュラムや児童要録の作成に繋げる。   

チーム保育の中では、一つ目として「生きる力」を支える為の、日課活動や保育活動内容並びに人

的・物的環境についてのPDCAサイクルを活用した話し合いの機会を多く設けていく。二つ目としては

ゾーン保育における「面白遊び」の提案を通して、子どもの遊びの継続と深まりを目的として保育を

進めていく。これら二つの目標を持って、「全スタッフで子どもを育てる」ことを園の風土としてチ

ーム力を発揮できるようにする。 

また今年度はスタッフ一人ひとりが自ら学ぶ意欲と行動力をもって、人前でアウトプットすること

を目的とした園内研修に力を注ぎ、一人ひとりのスタッフの保育者としての資質の高みを目指す。 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月18日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェックと虐待 

③マニュアルの理解と運用 

・コンピテンシーを活用し仕事の向

き合い方を自身で振り返る手立てと

する。（年間継続） 

・子どもの人権を最大限に尊重する

姿勢とマニュアルに則った保育の重

要性を全スタッフで共有する。 
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5月16日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  日課活動・体験活動から

の「生きる力」 

③「自らの学び」の発表 

④マニュアルの理解と運用 

 ・子どもの生きる力を伸ばすため

に、日課・体験活動をどう活かすか

を考える。 

・「自らの学び」を自分なりに纏め

発信する。(毎月2名/年間継続) 

6月20日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  気持ちの良い接遇と保護

者対応 

③「自らの学び」の発表 

 ・場面設定ごとに最高の接遇を相手

の立場に立って考え、共有する。 

 

7月18日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの育ちを支えるチ

ーム力 

③「自らの学び」の発表 

 ・チームとして園運営や子どもの育

ちを支える必要性を共有し、その中

での各々の役割を考える。 

8月15日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ドキュメンテーション記

録の作成と活用 

③「自らの学び」の発表 

 ・具体例を挙げて、ドキュメンテー

ションの作成の仕方やその活用方法

を学ぶ。 

9月19日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② ドキュメンテーション記

録から子どもを捉える（生

きる力） 

③「自らの学び」の発表 

 ・スタッフが作成したドキュメンテ

ーション記録を通して、子どもの

「生きる力」の育ちを読み取り、そ

の捉え方と環境について討議する。 

10月17日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ドキュメンテーション記

録から子どもを捉える（10

の姿） 

③「自らの学び」の発表 

 ・スタッフが作成したドキュメンテ

ーション記録を通して、「幼児期ま

でに育ってほしい10の姿」を検証

し、今後の保育に活かす。 

11月21日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ゾーン保育と保育環境に

ついて 

③「自らの学び」の発表 

 ・ゾーン保育の中での「面白遊び」

の実践について、子どもの姿と環境

の両面からその深まりと継続につい

て討議する。 

12月19日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  保育を語る 

③「自らの学び」の発表 

 ・今年度の保育の中での確かな手ご

たえや反省点を自らの言葉で語り、

互いの保育を認め、学び取る。 

1月16日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  事業計画の振り返り 

③ 行事担当・係からの引継

ぎ 

 ・1年間の園の運営の総まとめとし

て、報告と課題を抽出して次年度に

繋げる。 

2月20日 18:00～20:00 ①  コンピテンシー自己採点  ・次年度の園の方向性について共有
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②  次年度の事業計画の周知

と園目標の設定 

する。 

・新体制の中で、園目標の意識統一

をする。 

3月3日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

② 次年度の保育計画の策定 
 ・次年度の活動内容を設定する。 

 

 

茨城エリア合同研修 

（つくばどろんこ保育園・万博公園どろんこ保育園・学園の森どろんこ保育園・守谷どろんこ保育

園・香取台どろんこ保育園・アイビー保育園・ほしのこ保育園・おひさま保育室）が参加予定 

開催日 開催時刻 名称・テーマ 会場 総予算 
按分 

予算 

6月17日

(土) 

9:00~12:

00 

救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

6月24日

(土) 

9:00~12:

00 

救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴(全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認
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をする。 

 

 

「自らの学び」をアウトプットする場の構築  

保育者として仕事に活用したい情報やスキル、また保育者の前に一人の人として自身の資質を高め

ることを目的として、本やSNSなど様々な物から学び取り、自分なりの方法で発表する。この活動を 

通して、自分の高みを目指すための学びの楽しさに気付き、その姿勢を継続する。また、人へ分かり

やすく伝えるための言葉選びや自分らしい創意・工夫を持ってアウトプットできる力を身に付け、自

分の学びを確かなものにする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

多様化する保育ニーズに合わせ、保育園としての専門的機能を地域のために活用する。小中学校との

交流、老人施設交流、地域のシニアとの文化交流、近隣の商店街や官公庁との交流など、交流の仕方

を検討した上で今後もさらに地域との連携を深める。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：みはらし公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人施設訪問/運動会/発表会/どろんこ祭り/伝承遊び体験/お正月飾

り･しめ縄作り/ならせ餅作り/どんど焼き 

異年齢交流 小学校交流/他園交流/中学生保育体験/異年齢クラスとの生活や遊び

での交流 

地域拠点活動 ちきんえっぐのイベントの実施/青空保育/子育て相談/園庭開放 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

小学校と保育園が互いの教育内容や行事の取り組みに対し理解を深め、子どもの姿や発達が連続し

て段差がないことを目的とする。ここ数年、新型コロナウイルス感染症の社会的流行により交流の 

機会が大幅に減ったが、今年度は職員間のカリキュラム等の情報交換や子ども・職員間の教育現場へ

の活発な交流を再開することで、相互に子どもの理解を深めるようにする。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を3月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 春日学園義務教育学校 

学園の森義務教育学校 

4名予定 幼保小連携年間計画 

アプローチカリキュラム、ス

タートカリキュラムの共有 

職員間交流 

5~6月頃 春日学園義務教育学校 

学園の森義務教育学校 

各10名予定 運動会招待見学 子ども間交流 

6月頃 学園の森義務教育学校 

1年 

3名予定 授業参観(1年生教室) 職員間交流 

8月頃 春日学園義務教育学校 7名予定 保育参観 職員間交流 

8月頃 学園の森義務教育学校 4名予定 保育参観 職員間交流 

11月頃 学園の森義務教育学校 19名予定 校内見学、学園の森祭り参加 子ども間交流 

12月頃 春日学園義務教育学校 19名予定 校内見学、春日小祭り参加 子ども間交流 

2月頃 学園の森義務教育学校 19名予定 小学校の行事、校内案内 

(Web開催） 

子ども間交流 

3月頃 春日学園義務教育学校、 

学園の森義務教育学校他 

各校1名予定 学級編成資料・児童要録提

出、引継ぎ面談 

職員間交流 

年間 春日学園義務教育学校 

学園の森義務教育学校 

 毎月の学校通信、園だよりの

交換掲示 

職員間交流 

保護者支援 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

インクルーシブ環境の中で対象児の育ちを保障しながら個別の保育計画を立案し、全職員で具体的な

対応を共有する。保護者との面談を見直し、子どもの成長発達を同じ視点に立って見る。また、関係

機関との連携を図り、幅広い情報を得て支援にあたる。 

その子の発達の気になる部分を理解し、他児との関わりの中で成長の部分をさらに伸ばしながら、社

会で生きていくための手立てを支援するようにする。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：4名予定） 

4歳児1名（現時点）について、具体的に検証し課題と発達促進について担当者一人ひとりの目線か

らの意見を出し合い次の手立てとする。支援計画に基づいて実践と検証を繰り返し進めていく。 
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進級引継、および、小学校への引継 

現状の育ちと必要な支援や配慮事項を、看護師・担当保育者に引継ぎ、その記録を次年度の個別計

画に繋げる。小学校の引継ぎにおいて必要な場合は、保護者の同意を得て、教育委員会及びつくば市

支援センターへ相談し、安心して通える状況を構築する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（金）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：みはらし公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年６月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：12時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、当日出勤の職員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 次世代育成のためのチーム力の向上に重点を置き、子どもを真ん中にし

て継続的に柔軟に子どもの発達をスタッフ全員で見守る保育を展開す

る。こどもを捉える目線や保育の在り方を確かに自分のものとすること

で、自分の言葉で「乳幼児期の子どもが地域や人との関わりの中で育つ

ことの重要性」を示し、スタッフ全員が地域に貢献できるようになる。 

振り返り 園目標の統一を図り、その目線を合わせるための「振り返りシート」を

用いて、スタッフ一人ひとりがその進捗や課題を明確にした。また、昨

年度に続いてエピソード記録の蓄積を継続した。特に、地域や人との関

わりの中での子どもの成長は大きく、記録を用いた園内研修の話し合い

では、チームでの学びを共有しながら保育をすることの重要性を理解し

た。グループでの「遊びスキル」の研修では、隙間時間を上手な活用し

て実践し、人前での発表に自信をつけ地域の青空保育にも活用できた。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 保育実践の中で培ったスキルを人前で実践することで、自ら保育の楽し

さを発信しリードできるスタッフ集団となる。互いに高め合う土壌の

下、仕事に責任とやりがいを持って、子どもは基より利用者や地域へそ

の力を還元し、貢献する。 

重点施策 園内外の研修参加と学びの実践/子育て支援・地域交流・小学校交流・

次世代育成の実践 

2024年度 目指す姿 子どもを取り巻く環境の変化に対応した保育内容を常に考え、その実践

に基づく知恵を持った職員集団による地域社会への支援を目指す。保育

の多様性と向き合い、真摯により良い子育ての在り方を探ることで、ス

タッフが自身の仕事に自信と誇りと喜びを持って地域をリードする。 

重点施策 園内外の研修参加と学びの実践/子育て支援・地域交流・小学校交流・

次世代育成の実践/地域公開の実施 

2025年度 目指す姿 全スタッフが子どもにとって必要な体験は何かを問い、将来の望ましい

子ども像を育成することを目指す。スタッフも子どもも社会の一員とし

て周りの環境に生かされながら生きていることを意識し、自分たちの回

りの無駄を省き、環境を大切にしていく。その姿勢を持って、目の前の

子どもに常に安心・安全な環境を整え丁寧な保育を提供する。その実践

の継続により、スタッフが自信を持って地域が望む支援を考え、その手

立てを発信しながら社会貢献できる園運営を行う。 

重点施策 園内外の研修参加と学びの実践と発表/環境教育の実践/子育て支援・地

域交流・小学校交流・次世代育成の実践/地域公開の実施 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：つくばどろんこ保育園   施設長 瀧澤 佳子  
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２０２３年度 岩切どろんこ保育園 事業計画書 
 

 基本方針 
～成長を楽しむ～ 

乳幼児期の教育は、子どもの人格形成や思考力の土台となり生涯に影響する。次世代を担う子ども一

人ひとりの育ちを大事にした丁寧な保育を展開していかなければならない。また、今後AI社会で生き

る世代だからこそ「生きる力」「自分で考えて行動する」を育んでいく。一人ひとりの子どもの生涯

に影響する大事な時期であるからこそ、子どもを真ん中にした必要な体験の意義を理解し保育の質の

向上を目指していく。 

質の向上のためには、学び続ける職員集団であることが求められる。学びを深めながら、人として自

分自身を磨き続け、にんげん力を高めていく。 

 

以下５項目を本園の基本方針とする。 

① 一人ひとりの育ちを大事にする丁寧な保育 

② 子どもの生きる力を育む基本活動、環境教育の実践 

③ 子どもの「やってみたい」を実現する保育 

④ 学ぶ、考える、協同する中でのにんげん力UP 

⑤ 保護者の心に入り込んだ接遇、美観 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 基本活動の取り組みの確立 

実践予定内容 意義を理解したうえで日々取り組み、PDCAサイクルで検証と分析を繰り

返しながらアップデートし続け、子どもの現状に合わせながら活動の充実

を図る。 

2 計画・ねらい 養護を大切にした関わり 

実践予定内容 乳児は特に大人との信頼関係、愛着関係を基盤とし生活していくことが重

要である。重要性を理解し子どもの情緒の安定を図り生活できるよう丁寧

な関わりを学び続ける。丁寧な関わり、まなざしを持って保育を行う。 

3 計画・ねらい 小学校の丁寧な接続へむけて、保育指針、アプローチカリキュラムの理解

を深める 

実践予定内容 保育指針を読み込み、５領域や10の姿等をもとに０歳児から就学を見据え

逆算した保育カリキュラムの立案、見直しをする。自園のアプローチカリ

キュラム作成し、職員が理解したうえで就学への接続を丁寧に行う。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい すべての始まりは挨拶から 

実践予定内容 登降園時、子ども、保護者への第一声が挨拶である。明るく、元気に挨拶

をすることは基本中の基本であるが、どの保護者にも迎え入れる気持ちが

伝わる挨拶を徹底し、信頼関係や安心感につなげていく。 

2 計画・ねらい 落ち着いた誠実な保護者対応 

実践予定内容 保護者がほっと一息つける場所にしていく。そのためには、急がず、落ち

着いてゆとりを持った送迎時の対応を行っていく。 

立ち居振る舞い、言葉遣いなど接遇について学び、定期的に振り返りを実
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践する。 

3 計画・ねらい 保護者の気持ちに寄り添った保護者支援 

実践予定内容 園での様子、家庭での様子をこまやかに共有し合い、困りごとへのアドバ

イスや成長の喜びを分かちあいながら共に子育てをしていく存在として支

援を行う。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園庭開放等の子育て支援活動の広報拡大 

実践予定内容 ちきんえっぐだよりを配布する施設を増やし、広報活動を拡大していく。 

2 計画・ねらい 地域のネットワークの活用 

実践予定内容 ネットワークに参加することで児童館や子育てサークルと連携を図り、地

域での子育て支援を行っていく。地域の子育て世代と関わる機会を持つな

ど、地域に根付いた取り組みを行っていく。 

3 計画・ねらい 園紹介の作成 

実践予定内容 園の保育内容、取り組みの姿などをまとめた園紹介ポスターを作成し岩切

市民センターに掲示してもらうことで認知度を高める。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 法人の基本方針の理解を深める 

実践予定内容 日課や保育をする中でのマニュアルなど「ねばならない」から脱却し、な

ぜ実施するのかを理解する。自分の言葉で自分たちの保育を語れるように

なるために再確認し共通理解を深める。 

2 計画・ねらい 大人のにんげん力UP 

実践予定内容 様々な学びの場の情報を共有したり、園内で共に学ぶ場を作ったりしなが

らスキルを身につけていく。また、自身で学んだことを会議などでアウト

プットできる機会も設け、にんげん力を高めていく。 

3 計画・ねらい 次世代のリーダー育成 

実践予定内容 キャリアごとに定期的に振り返りをする。職員間で気づきを言い合える、

保育を語り合うことを繰り返し、指示を待つのではなく保育者として主体

的に能動的に働けるスタッフの育成を行う。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 生き物の糞による堆肥つくり、調理くずによるコンポストにおいて食の循

環や環境への意識を育む 

実践予定内容 生き物の糞から堆肥ができる、調理くずから肥料ができる、それを畑の肥

料として使うという循環について知る場を設ける、生き物の世話やコンポ

ストを実践していく。 

2 計画・ねらい 子ども自身が配膳することや食育体験、食育への取り組みを通し食べ物の

大切さを知り、残渣を減らす取り組みの実践 

実践予定内容 食べられる適量を把握したり、食の循環やSDGsについて興味関心が持て

るよう活動を取り入れたり食べ物の大切さを知りながら残渣を減らしてい
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く。 

 

 

チーム保育（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 同僚性を高める 

実践予定内容 コミュニケーション力の実態を把握し、ワーク等を取り入れながら職員間

の繋がりを強化していく。お互いに認め合いながら同僚性を高めていく。 

② 計画・ねらい Trial and errorからの学び 

実践予定内容 チャレンジ(試行)と何度も立ち止まって考える(錯誤)を繰り返し、実践の

中から学びを深めていく。同時に組織として課題に向き合いながら対話し

ＰＤＣＡサイクルを行う中でチームでの保育力を高めていく。 

3 計画・ねらい あたりまえの保育を見直す 

実践予定内容 特に乳児は生活、遊びのなかで今行われている保育をあたりまえとせず、

一人ひとりの内面に寄り添っていく。ゆったりとした丁寧な関わり、保育

の実践が出来ているか互いに見直し合いチームとして保育の質の向上を目

指す。 

 

 

接遇、美観（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 思いやり、誠実さ、謙虚さなど心を込めた立ち居振る舞い 

実践予定内容 保護者だけでなく、職員間でも思いやりを持った立ち居振る舞いを心掛け

る。忙しさで忘れてしまいがちな部分でもあるからこそ一人ひとりが意識

し根付かせていく。 

2 計画・ねらい 必要な物以外置かない美観の徹底 

実践予定内容 物がおかれた状態を一日のなかでリセットする時間を設け、常に必要な物

以外ない状態を定着させる。元の場所に片づける、散らかった状態を良し

としないなど大人が背中を見せていくことで子どもにも身の回りの整理整

頓の習慣を身につけられるようにしていく。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

9人 15人 18人 22人 22人 22人 108人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 18人 看護師 0人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 1人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 保育の振り返り 園内研修 

給食運営会議 月1回 食事の様子 アレルギー児の確認  食育活動の共有 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデントの分析 危機管理等の共有 

ケース会議 月1回 要支援児の現状と課題の共有  

週会議 週１回 各クラスの情報共有 行事計画等の確認、共有 

クラス会議 隔週 保育計画についての共有 子どもの情報共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人内の情報共有 事故防止委員会 

施設長勉強会 月1回 テーマに沿った研修、情報交換 

食育会議 年4回 食育や食の循環教育活動に関する研修 実践報告 

保健会議 年4回 衛生管理や感染症についての研修 

主任会議 月1回 テーマに沿った研修 主任の役割について 

子育ての質を上げる会議 月1回 テーマに沿った研修 実践報告、情報交換 

  

 

 

 



20221215版 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 健康管理、衛生管理、感染症流行時、発生時の対応 

安全対策係 施設内外の遊具、設備等の安全点検 職員の危機管理の共有 

防火管理者 災害を想定した訓練の実施 設備の点検 

食品衛生責任者 マニュアルに基づいた衛生管理 給食の提供 

畑係 畑計画の作成  年間を通した畑の管理 種、苗の購入 

生き物係 飼育の管理  堆肥作り エサの管理、購入 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 サポーターズと協同での企画、運営 地域を巻き込んだ行事の実施 

岩切市民まつり 岩切市民まつりのお手伝い  ブース展開 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・一人ひとりの欲求を満たし、情緒の安定を図る 

・新しい生活に慣れ、生活リズムを整えながら安心して過ごす 

・身近な大人との信頼関係のもと様々なことへの興味関心を育む 

下半期 

0～1歳児 

・自ら様々な事象に関わり、感性を豊かにする 

・身近な大人との信頼関係が構築され、自分の気持ちを安心して表出

する 

・一人ひとりの遊びを保障していく 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

・生活に必要な習慣を身に着けていく 

・興味関心を持ったことに自ら関わり主体的に遊びを進めていく 

・言葉や行動で自分なりに思いを伝えようとする 

下半期 

2～5歳児 

・話し合ったり、試行錯誤したり仲間と協働で遊びを進める力を育む 

・自己決定しながら主体的に生活する 

・自分で考えたり、工夫したり、判断したりしながら創造性を培って

いく 
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保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 畑仕事、食の循環、環境へ自ら関わろうとする意欲を育む 

加工する食育体験活動を通して食材に興味関心を持つ 

実践予定内容 堆肥作り、コンポスト等の取り組みを子どもたちと一緒に行いながら食に

対する意欲を育んでいく。素材そのものや、加工する過程を知る活動を行

うことで食材や食への興味関心を広げていく 

2 計画・ねらい 家庭的な雰囲気の中で大人も子どもと一緒に食べる 

一人ひとりに合わせた食事、食生活を整え食への意欲を育む 

実践予定内容 食べたい人と食べたいものをおいしく食べられる環境を整える。家庭と連

携を図りながら一人ひとりの食事の様子を把握し食に対する意欲を育んで

いく。 

3 計画・ねらい 四季や伝統行事の食を知る食育活動の実施 

実践予定内容 旬の食材や伝統行事の食事など食育活動を通して知らせ、季節を感じる機

会を持つ 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（4月・10月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い、うがい、歯磨きの指導 

流行が予測される感染症 
通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 
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1月頃･･･インフルエンザ 

 

12～1月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／職員室にて保管 

抗アレルギー薬･･･1名より預かり済み／職員室にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員●名については●月●日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

緊急時薬の更新確認  感染症発生時の情報共有 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／4･10月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 
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コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 整理整頓された居心地の良い場を作っていく。 

実践予定内容 使用後はもとの状況へ整理整頓して場を整えることを徹底して行い、居

心地の良い空間を作っていく。清掃チェック表、内部監査チェック表の

活用 

2 計画・ねらい 子どもが主体的に関わったり試行錯誤したりできる環境作り 

実践予定内容 子どもの発達や子どもの現状に合わせて遊びのコーナーを設定する。子

どもと一緒に環境を作っていくことで試行錯誤しながら遊びこめるよう

に場を整える。 

3 計画・ねらい 消毒、換気、室温湿度の管理の徹底 

安全管理の徹底 

実践予定内容 感染症蔓延防止における消毒、換気、室温湿度の管理を行う。 

手作り遊具は経年劣化を想定し点検を実施するとともに、必要に応じて

取り壊しを実施する。点検表を用いて毎日安全点検を実施する。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 岩切ビックウエーブ 園庭 毎日 

2 吊り橋 園庭 毎日 

3 小屋 園庭 毎日 

4 製作テーブル 1階保育室 毎日 

5 

ドリームハウス 1階保育室 毎日 

※経年劣化、環境改善の視点

から5月31日までに解体処分

をする 

6 乳児用雲梯 2階倉庫 毎日 

7 

レゴ台 1階保育室 毎日 

※経年劣化のため６月31日ま

で解体処分予定 

8 お一人様コーナー 1階保育室 2階保育室 毎日 

9 ベンチ 2階保育室 園庭 毎日 

10 丸太の平均台 2階保育室 毎日 
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11 ハイハイスロープ ２階保育室倉庫 毎日 

12 太鼓橋 2階保育室 毎日 

13 本棚 １階保育室 職員室 毎日 

14 カウンターテーブル ちきんえっぐ 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 園庭遊具、室内遊具とも手作りのものに関しては毎日点検を行う。潜在危

険に気づき、未然に怪我や事故を防げるよう危険認識を高く持つ。 

2 実践予定内容 毎月様々な災害を想定した避難訓練を実施することで非常時にも速やかに

対応できるよう訓練を実施する。 

3 実践予定内容 怪我や事故が発生した場合には、都度検証と分析を行い同じことが起きな

いよう職員間で共有する。自園、他園の事故記録簿の共有 

4 実践予定内容 会議にて光化学スモッグについて確認し発生時の対応の共通理解を図る 

5 実践予定内容 不審者侵入に備え、ピンクタスキの役割を定期的に確認する 

6 実践予定内容 ハザードマップ、ルートマップの見直しを実施 

7 実践予定内容 事故防止委員会での検証と分析の共有  危機管理の共通理解 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

今年度方針・テーマ 

保育に興味を持ってもらえるよう、中高生の職場体験を積極的に受け入れていく。実習生は保育の面

白さ、魅力を感じてもらえるよう責任をもって丁寧な指導を行う。安心して実習に臨める環境を整え

ることで次世代の人材育成につなげていく。 

1 実践予定内容 中高生の職場体験の受け入れ 

2 実践予定内容 実習生の受け入れ 

3 実践予定内容 養成校のボランティアの受け入れ 
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7．スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月20日 18:30～20:30 

①コンピテンシー自己採点 

②さくらさくらんぼリズム

研修 

③子どもの人権養護につい

て 

基本的なリズムの動作について学び

共通理解を図る。 

人権養護のチェックリストを用いて

子どもの人権の尊重、虐待防止につ

いて学ぶ 

5月18日 18:30～20:30 

①コンピテンシー自己採点 

②保育者としての心構え 

③SIDSについて 

 保育者として、社会人としての仕事

の仕方や接遇を学び心構えを知る。 

命を守る重要性を理解し、生存確認

の仕方をロールプレイしながら徹底

して確実に行う。 

6月15日 18:30～20:30 
①コンピテンシー自己採点 

②養護とは 

生命の保持、情緒の安定が保障でき

るよう保育指針における養護につい

て学びを深める 

7月20日 18:30～20:30 

①コンピテンシー自己採点 

②あたりまえの保育を見直

す 

一人ひとりに寄り添った保育がなさ

れているか日々の保育を見直し丁寧

な保育への共通認識を図っていく。 

8月17日 18:30～20:30 

①コンピテンシー自己採点 

②養護の学びを深め丁寧な

保育の実践について 

 同上 

9月21日 18:30～20:30 ①コンピテンシー自己採点 スムーズな接続に向けたアプローチ
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②就学に向けたスムーズな

接続について 

カリキュラムの作成における共通理

解 

10月19日 18:30～20:30 

①コンピテンシー自己採点 

②10の姿から子どもの育ち

を捉える 

 健康な心と体 自立心 協同性につ

いて学び、子どもの育ちを捉える 

11月16日 18:30～20:30 

①コンピテンシー自己採点 

②10の姿から子どもの育ち

を捉える 

 道徳性・規範意識の芽生え 社会生

活との関わり 思考力の芽生えにつ

いて学び、子どもの育ちを捉える 

12月21日 18:30～20:30 

①コンピテンシー自己採点 

②10の姿から子どもの育ち

を捉える 

 自然との関わり・生命尊重・文字等

への関心・感覚 言葉による伝え合

い  豊かな感性と表現について学

び、子どもの育ちを捉える 

1月18日 18:30～20:30 
①コンピテンシー自己採点 

②リスクマネジメント 

 ヒヤリハット、インシデントの分析

からの事故防止への共通理解 

2月15日 18:30～20:30 
①コンピテンシー自己採点 

②年間の振り返り 

クラスや係ごと一年の振り返りを行

い次年度へつなげる 

3月21日 18:30～20:30 
①コンピテンシー自己採点 

②次年度の計画 

 法人の理念、園目標をもとに子ども

にとって必要な計画を立てる。 

 

エリア研修予算内訳（仙台エリア4園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 研修テーマ 

12月12日 0円 講師代（交通費含む） 
0円 

※法人内研修 

「丁寧な保育 

～あたりまえを見直そう～」 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社
園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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内限定公開講座 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成

計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

する。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

近隣の施設、児童館等を中心に子育て支援の取り組みを発信し地域の子育て世代と交流が図れるよう

にする。また、園行事等に招待していく。高齢者や異世代の人との関わりを持てる場を作り交流を図

る。様々な交流から地域の状況を把握したり、園の取り組みを共に行ったりしながらつながりを作っ

ていく 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：一号公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人福祉施設訪問 

異年齢交流 近隣施設、小中学生との交流 

地域拠点活動 子育て支援ちきんえっぐ 園開放 岩切子育てネットワーク 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 

小学校の現状を知り、今後の保育につなげていくために授業見学や行事見学等様々な交流の場を設け

スムーズな接続に向けていく。また、アプローチカリキュラムを作成し保育を実践していく。情報交

換会などでは丁寧な引継ぎを行っていく 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を3月1日（水）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

7月頃 岩切小学校  ２２名予定 学校見学（岩切小） 子ども間交流 

6，9、

12月頃 

岩切小学校  

1年 
職員 授業見学（岩切小） 職員間交流 

1月頃 岩切児童館 ２２名予定 
児童館訪問（岩切児

童館） 
子ども間交流 

１月頃 岩切小学校 ２２名予定 授業見学（岩切小） 子ども間交流 

１月頃 近隣小学校 職員 
幼保小連絡会(近隣

小学校) 
職員 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

半期の計画を年度初めに作成し、月ごと一人ひとりの発達に合わせながら必要な支援計画を作成する 

月に１回ケース会議内で現状の課題や今後の支援について話し合い、保護者とも共有しながら計画を

見直し作成していく 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 

支援計画をもとに、一か月の子どもの様子や取り組みについて振り返りを実施する。現状を共有し今

後に向けた支援の共通理解を図る。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

幼保小連絡会の資料や保育児童要録を作成する。保護者とも綿密な連携を図り丁寧な引継を行う 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 
（月）～（土）9:30～16:30 
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子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：一号公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年6月30日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：12時00分 

自己評価終了予定時刻：15時00分 

自己評価実施予定者：全スタッフ 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 基本活動の取り組み 

丁寧な保育について 

振り返り 日課の基本的な流れができ定着しつつある。意義についても園会議にて

学び共通理解を図ってきた。引き続き日々アップデートしながら基本活

動に取り組んでいく。 

丁寧な保育についても園会議にて学ぶ場を持ち理解を深めてきた。養護

的側面においてはまだまだ学び続け力をつけていく必要があると感じ

る。次年度も引き続き学び、実践につなげていく。 
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当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・どろんこ会の基本方針の理解を深め、養護と教育を丁寧に実践する 

・スタッフが主体的に業務の遂行をする(リーダー層の底上げ) 

・丁寧な接遇が身につき利用者との安定した信頼関係を築く 

重点施策 ・基本活動やその他の取り組みの意義を理解し養護、教育を一体的に行

いながら子どもの最善の利益を保障する。 

・司令塔(自ら発信し主体的に動く)となる意識を育みリーダー育成を行

う。 

・基本は挨拶からをモットーに保護者、来訪者にとって気持ちの良い対

応を徹底し、安定した信頼関係を築く。 

2024年度 目指す姿 ・一人ひとりが質の高い保育を目指し、子どもにとって必要な体験を積

極的に実践する 

・リーダー的スタッフを主体的にしたチーム保育の実施 

・ホスピタル精神の構築をする 

重点施策 ・保育者一人ひとりが願いや思いを持ちながら保育実践にあたり保育の

質の向上に向けていく。 

・司令塔を中心にパスを出し合い職員間の繋がりを強化していく。スタ

ッフ同士で主体的に保育運営や語り合いがなされチームとして保育が実

践されている。 

・相手の気持ちに寄り添うホスピタル精神を身に着け、保護者、来訪者

すべての方が気持ちよく笑顔でいられる対応ができる職員集団となる。 

2025年度 目指す姿 ・チーム保育が構築されスタッフが主体、意欲的に保育を提案実践する 

・心のこもった接遇が身につき選ばれる園になる 

重点施策 ・保育者一人ひとりのにんげん力が育まれ、お互いを認め合いながら子

どもにとって必要な経験を提案実践する集団となる。チーム保育が構築

され保育の充実、質の向上を目指す。 

・相手に寄り添い、心のこもった接遇が身につき、保護者にとって安心

できる存在、場所となる。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：岩切どろんこ保育園 施設長 山本 明子 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ エスパル仙台ルーム 

事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
昨年度、ついに宮城県仙台市の待機児童が「0」になった。これまで数多の保育園事業が参入し、約

400園ほどの子育て施設が市内に建ち、保護者の方々も安心して子どもを預け、仕事に出られる環境

に近づくことができた。 

預け先が増えたが、少子化が進んでいる昨今において、より保育の特色、取り分け「子どもの主体

性」をどれだけ大切に、そして具体的に捉え実践しているかが、保育園がただ預かるだけではない、

子どもたちの未来を次世代へ繋げる担い手となるのではないか。 

その担い手となるべく、本園が開園して8年目を迎えられた今だからこそ、改めてどろんこ会の子育

て理念・Doronkoが構想する社会を見据えながら、本園が特に目指す2つのポイントに重点を置いて、

日々の保育実践に努めていく。 

 

1．日課を心から感じ「やってみたい！」を形に 

 子どもの「生きる力を育む」最短の近道は、基本保育活動にあり、どろんこ会において戸外活動9時

出発・午前午後の2回散歩・畑仕事・生き物の世話・長距離散歩である。 

 これらを生活の一部として位置づけ、子どもも保育者も心から日課を楽しいと感じ、取り組む姿勢

を大切にしていく。また、子どもたちの「やってみたい」事柄や事象に着目し、保育者とともに形と

することで、遊びの奥深さ、面白さを双方が感じられるようにしていく。 

 

2．どろんこ会の子育てを、地域の方々とともに 

 コロナ禍になって約3年、規制緩和が出てきたものの、人と人とが交わる機会はそれ以前より大幅に

減少し、制限も多くなっている。 

 だからこそ、感染対策をきちんと行った上で、安心安全な地域の憩いの場として、本園が活用され

る機会を積極的につくっていく。かつて、園庭開放で自由に遊び、お弁当を持ち寄り談笑する地域の

方々の笑顔を取り戻すために、様々な工夫を行い、園全体を活性化させていく。 

 また、小学校との連携も視野に入れ、保護者と小学生が自由に園舎を利用できるような仕組みづく

りも目指していく。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 定期的な日課・基本保育活動の見直しと実践 

実践予定内容 ・現在の子どもの姿と保育者側の日課の考え方とのすり合わせと修正 

・子どもの生活の流れと日課の整合性の確認 

・計画的な基本保育活動の形成、見直し 

2 計画・ねらい 週に一度は「やってみたい」を形にしていく実践を行う 

実践予定内容 ・日々の子どもの遊びをともに楽しみ、同じ視線でともに遊ぶ 

・その遊びの中で、子どもの「やってみたい」を引き出し、提案内容を考

える 

・提案と実践を繰り返し、週に一度の実践を目指す 

3 計画・ねらい 保育者同士の語り合いの場を定期的につくる 
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実践予定内容 ・週に一度はチームで保育を語り合う 

・定期的に問題提起と語りの場をつくっていく 

・園会議では、積極的な話し合いの場を必ず設ける 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 玄関対応にて必要な情報を正確・丁寧にお伝えする 

実践予定内容 ・日々の保育内容、子どもの成長した姿を丁寧に伝えていく 

・保護者の表情や態度を見ながら、受け止め、適宜伝えるタイミングを伺

いながら対応する 

・必要な情報を正確に発信していく 

2 計画・ねらい 子どもの発達において正確な情報を発信していく 

実践予定内容 ・発達に悩む保護者にむけて、正確で的確なアドバイス、情報を提供し、

悩みを共有する場をつくる 

・子どもの発達していく過程を保護者とともに楽しみ、その成長を喜び合

う 

3 計画・ねらい 年間行事など、必要な情報をこまめに発信 

実践予定内容 ・見通しをもった行事の発信 

・参加日や準備物など、子どもと保護者が余裕を持って当日を迎えられる

ような情報をこまめに発信していく 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ちきんえっぐの活動内容を積極的に発信 

実践予定内容 ・青空保育、園見学など地域の方々がいらしたときに積極的に活動内容を

発信していく 

2 計画・ねらい 園庭開放の充実を図る 

実践予定内容 ・園庭開放の催しを積極的に取り入れ、誰もが参加して楽しい時間・空

間・仲間がつくりやすい環境構成に努める 

3 計画・ねらい 誰もが参加したくなる活動を選択 

実践予定内容 ・地域の誰もが気軽に足を運び、癒され帰っていける場の提供を目指し、

子育て支援室の充実な環境をつくっていく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 園長大学®・保育士大学の講話を園会議で視聴、学びの機会をつくる 

実践予定内容 ・様々な講話内容からスタッフの状況に合わせた講話を選定し、自身が学

ぶ機会をつくっていく 

2 計画・ねらい 保育を語る場をつくり、自身の保育のリアルを伝える 

実践予定内容 ・月に一度、自身の保育を振り返り皆の場で話す機会を設け、今感じてい

ることを伝えられる機会をつくる 
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環境実施目標 

1 計画・ねらい 残食を軽減し、肥料として畑へ再利用する 

実践予定内容 コンポストの設置、残食について子どもたちと考える機会をつくる 

2 計画・ねらい 畑活動を通し、野菜への興味関心、収穫した野菜を食育へと繋げる 

実践予定内容 毎日の畑仕事(苗の水やり、土づくり、雑草抜きなど)、収穫した野菜を調

理して食べる 

 

 

積極的な現場の指示（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 適切な保育マネジメントを行う 

実践予定内容 ・保育の現場に入りながら、適切な保育の在り方を自身で見せたり、伝え

たりし続け、現場スタッフに考える機会をつくる 

2 計画・ねらい 具体的なアイデアを形にする援助 

実践予定内容 ・スタッフの「こうしてみたい」アイデアを抽出し、ともに作り上げる姿

勢、援助をしていく 

 

 

物事を俯瞰して判断する（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 一人で判断できないものは、仲間と共有する 

実践予定内容 ・一人で解決しようとするのではなく、頼れる仲間へ発信する癖を身に着

け、正確に判断し、現場へ還元していく 

2 計画・ねらい 様々な情報の中で、自身の芯なる答えを伝える 

実践予定内容 ・一番に職員を守ることを前提と置いた上で、物事に対し芯を持って答え

られる姿勢を保つ 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 18人 18人 18人 18人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分  
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スタッフ構成 (3月１日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 14人 看護師 0人 栄養士 3人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 
保育士 1人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 各部門から報告、園内研修、全体周知など 

給食運営会議 月1回 給食献立の振り返りと改善、食育の提案など 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハットやインシデントの共有、事故記録簿の共有 

ケース会議 
月1回 気になる子どもへの様子振り返り、今後の見通し、援助な

ど 

各学年週会議 各週1回 週の保育の振り返り、次週の保育計画など 

昼礼 週1回 業務連絡、全体周知など 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 業務連絡、事故防止委員会、運営状況報告など 

施設長勉強会 月1回 リーダー研修、業務連絡など 

食育会議 年4回 マニュアルの周知および学習、業務改善など 

保健会議 年4回 マニュアルの周知および学習、業務改善など 

主任・ミドルリーダー会

議 
月1回 マネジメント研修、業務改善など 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質を上げる研修、業務改善など 
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各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
子どもたちおよび職員の健康保持のために、施設内外の保健的環境の維

持、向上に努める。 

安全対策係 室内外の設備および用具の安全管理、点検の実施 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保と点検の実施 

食品衛生責任者 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応。 

畑係 年間を通した計画案作成の実施。畑の管理。 

生き物係 命の尊さや自然事象への関心を広める機会を設定。 

美化委員会 園内外の美化に努め、全職員の美化意識を育てる。 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの企画・運営、各内容・準備物の担当の振り分けなど。 

運動会係 運動会の企画・運営、各内容・準備物の担当の振り分けなど。 

生活発表会係 生活発表会の企画・運営、各内容・準備物の担当の振り分けなど。 

卒園式係 卒園式の企画・運営、各内容・準備物の担当の振り分けなど。 

入園式係 入園式の企画・運営、各内容・準備物の担当の振り分けなど。 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・新しい環境の中で生理的欲求が満たされながら、安心して過ごせる

ようにする。 

・保育者と信頼関係を深め、保育園が楽しい場所だと感じる。 

下半期 

0～1歳児 

・身の回りのことに興味をもち、保育者と一緒にやってみようとす

る。 

・戸外活動でたくさんの興味をもって保育者と楽しむ。 

幼児保育 上半期 

3～5歳児 

・基本的生活習慣において、自立へ向けて自分でできるように促す。 

・友だち関係において、相手の気持ちに触れながら協調性を学んでい
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く。 

下半期 

2～5歳児 

・様々な体験・経験を通して、友だちとの協調性を深める。 

・協調性を持ちながら、様々な事象に主体的に取り組めるようにな

る。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 温かい雰囲気の中で、子どももスタッフも食事の時間を楽しく過ごす 

実践予定内容 食事に入る際は、学年に関係なく子どもたちと何の食材が入っているの

か、好きな食べ物の話など会話を楽しみながら食事の時間を過ごす 

2 計画・ねらい 出汁の粉末をみそ汁に入れたり副菜に和えたりするなど、食材を再利用し

最後まで活かす 

実践予定内容 SDGｓを視野に入れながら、まだ使える食材を加工したり、再利用したり

しながら食の循環を意識し保育に取り入れていく 

3 計画・ねらい 自分の食べる量を、自分で決めていく 

実践予定内容 子どもたち自身が食べる量を盛り付け、配膳するにあたり、子どもたちが

自分の食べられる量がどの程度なのか、食事の過程の中で学んでいけるよ

う援助していく 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（4月・10月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 
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園児への保健指導・取組等 手洗い・うがい・歯磨き・鼻拭き・排泄後の始末指導など 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11～2月頃･･･インフルエンザ 

 

12月頃･･･感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
抗アレルギー薬･･･1名より預かり済み／職員室にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在21名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員●名については●月●日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／4･10月 

歯科健診 年1回／6月 
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運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 自発的に日課を取り組めるような環境づくり 

実践予定内容 日課を生活の一部として位置づけ、子どもが自発的に取り組めるように

雑巾の設置場所や空間、荷物などの片づけ方など、子どもたち自身で気

付き、行動できるような環境づくりに努める 

2 計画・ねらい 共同的な学びができる環境設定 

実践予定内容 「幼児期の終わりに育ってほしい10の姿」において、共同的な学びの中

で育つものが沢山ある。子ども同士の話し合いや考える機会を積極的に

つくっていく 

3 計画・ねらい 様々な遊びに仕掛けをつくる 

実践予定内容 戸外活動、室内活動、それぞれの遊び場に仕掛けを用意し、子どもたち

の反応ややり込み具合を見ながら、適宜援助していく 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 竹馬スタンド 屋上園庭 毎日 

2 木製キッチン 屋上園庭 毎日 

3 レゴブロック用テーブル 幼児室 毎日 

4 製作ワゴン 幼児室 毎日 

5 室内遊具(ボルダリング) 幼児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践予定内容 避難訓練(毎月)、総合避難訓練(年2回)の実施 

2 実践予定内容 事故防止(年4回)、設備点検(年4回)の実施 

3 実践予定内容 不審者侵入訓練(年2回)の実施 

4 実践予定内容 ビル全体避難訓練(年1回)の実施 
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 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

今年度は、実習やボランティアに来た学生の人たちが、子どもたちがつくりあげる世界や関係性、

ものの見方など、また、子どもたちと過ごす中で感じる奥深さや面白さを、短い期間の中で少しでも

感じてもらえるよう努めます。 

1 実践予定内容 積極的なボランティア、実習生の受入れ 

2 実践予定内容 近隣の養成校と連携し、保育に活かす 

3 実践予定内容 実習生との丁寧な保育実践の振り返り 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②怪我・ケーススタディ研

修 

③アレルギー対応・ケース

スタディ研修 

怪我・アレルギー対応時のフローチ

ャートの確認、模擬体験の実施 

5月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 遊ぶことの価値 第1話 

 園長大学®・保育士大学講話視聴、デ

ィスカッション 

6月23日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② プール活動の危険性 

③ 遊ぶことの価値 第2話 

プール活動の大切さ、危険性を知る 

園長大学®・保育士大学講話視聴、デ

ィスカッション 
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7月21日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 遊ぶことの価値 第3話 

園長大学®・保育士大学講話視聴、や

ってみたいをどう形にするか、チー

ムで話し合い・計画立案 

8月25日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② アレルギー、エピペン研

修 

③  遊ぶことの価値 第4話 

アレルギーの知識、エピペン使用の

方法を学ぶ 

園長大学®・保育士大学講話視聴、デ

ィスカッション 

9月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② こどもにとって豊かな遊

び環境とは 第1話 

園長大学®・保育士大学講話視聴、デ

ィスカッション、環境の再構成 

10月27日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  こどもにとって豊かな遊

び環境とは 第2話 

園長大学®・保育士大学講話視聴、デ

ィスカッション、環境の再構成 

11月24日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  こどもにとって豊かな遊

び環境とは 第3話 

園長大学®・保育士大学講話視聴、デ

ィスカッション、環境の再構成 

12月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 感染症、嘔吐処理、おむ

つ交換の再確認 

③ こどもにとって豊かな遊

び環境とは 第4話 

感染症流行に伴い、嘔吐処理・おむ

つ交換について再度学ぶ 

園長大学®・保育士大学講話視聴、デ

ィスカッション、環境の再構成 

1月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 全体振り返り 

4月から振り返り(コンピテンシー・

各目標(組織・個人)を含む)、次年度

に向けた課題(園・個人)を明確にす

る 

2月15日 18:00～21:00 
①コンピテンシー自己採点 

②第1回策定会議 

次年度に向け、自身のやってみたい

こと、園の目標、方向性を話し合う 

3月3日 9:00～18:00 
①コンピテンシー自己採点 

②第2回策定会議 

第1回策定会議を踏まえ、子どもにと

って必要な経験は何かを考え、年間

行事を決定していく 

 

エリア研修予算内訳（仙台エリア4園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 研修テーマ 

12月12日 0円 講師代（交通費含む） 
0円 

※法人内研修 

「丁寧な保育 

～あたりまえを見直そう～」 
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外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

職員個人別育成計画  

施設長が各職員と3ヵ月に1回のミーティングを行い、個人目標の進捗状況の確認、今後の見通しを

話し合いながら、各職員が意欲を持って業務を行えるよう指導・支援する。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

今年度は「身近にある憩いの場」をテーマに、子育てをしている地域の方々が気軽に園を訪れ、屋

上園庭で日向ぼっこや子育て支援室で友だちと談笑するなど、使い勝手の良い施設運営を目指してい

く。 
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具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：五橋公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 月1回   ハート五橋 

異年齢交流 職場体験やボランティア学生と交流 

地域拠点活動 ちきんえっぐ、行事への招待、地域公開講座、学生交流など 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

今年度は、小学1年生を知るために、職員や子どもたちだけでなく、スタッフが積極的に学びに行け

る機会を設け、逆算した保育を展開できるよう努めていく。 

そのためには、計画的な交流を行い、職員間、子ども間で関係性を築くとともに、双方が実りある

時間を過ごせるようにしていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を6月1日（木）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

7月頃 
榴岡小学校  

1年生 
18名予定 体育授業の見学 子ども間交流 

9月頃 
榴岡小学校  

1年生 
18名予定 音楽授業の見学 子ども間交流 

11月頃 
榴岡小学校  

1年生 
18名予定 

授業参観（榴岡小教

室） 
職員間交流 

2月頃 
榴岡小学校 

1年生 
18名予定 授業体験 子ども・職員間交流 

通年 
榴岡小学校 

1年生 

職員1～2名

予定 
授業見学 職員間交流 
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 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

各担当学年の会議で話し合い、要支援の場合は作成・適宜見直しを図る。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：5名～全スタッフ予定） 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

小学校への引継ぎ時は、細かな伝達を行うともに、様子を見に来て頂けるように調整を行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：五橋公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年２月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時30分 

自己評価終了予定時刻：11時30分 

自己評価実施予定者：施設長、職員代表 
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利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・ゾーン保育を通して、子どもたちがどのように成長してきたのかを

まとめ、園内・法人内で発信、共有する機会をつくる。 

・各担当チームが保育を語り合える場を確立し、職員一人ひとりが自

信を持って保育に臨める体制をつくる。 

振り返り ・ゾーン保育展開の前段階として、スタッフ一人ひとりが子どもたちの

成長や特徴、好きなことを親身に捉え、ともに楽しむ環境構成、関係づ

くりに努めた。 

・乳児・幼児チーム内で、保育を話し合う場をつくりながら、目的をも

って活動を考える仕組みづくりを行った。 

・反省点として、乳児・幼児チームでの確執が起き、連携や配置の補い

などが難しく、互いを思いやり、補っていく園全体のチームづくりがな

かなかできなかった。そのため、次年度は「語り合う」風土づくりに重

きを置き「保育を話し、実践し、また考える」園の雰囲気を作り上げて

いく。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・日課の大切さを感じながら、日頃の「やってみたい！」を子どもとと

もに楽しむ保育者集団 

・どろんこ会の子育てを、地域の家庭とともに楽しむ 

重点施策 ・子どもたちの現在の姿を鑑み、日課、生活の流れをつくり、子どもた

ちの姿に合わせて柔軟に取り組んでいく。また、それらをチーム内、園

全体で語り合える場の保障、誰もが気軽に話し合える保育者集団を目指

す。 

・ちきんえっぐの活動を地域に広め、本園が地域にとって「安心基地」

となる。また、どろんこ会の子育てを体感的に感じられる場を提供して

いく。 

・これらをより活かすために、定期的な保育の見直し、研修・実践を行

い、仕組化していく。 

2024年度 目指す姿 ・主体的な子どもの遊びに気づき、展開・発展できる保育者集団 

・地域に根差した保育の提供 

重点施策 ・子どもたちの遊びを真摯に受け止め、成長の兆しを感じながら子ども

の主体性が育つために力を注げられるような保育者関係の構築、及び全

職員の目標とする。 

・本園の保育が、地域に知られ沢山の方々が園を訪れ、ともに楽しめる
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環境を提案・実践していく。 

2025年度 目指す姿 ・自分たちの保育実践を、外部へ発信する 

・地域とともにつくる子育て支援の場を提供する 

重点施策 ・3年間、子どもと真摯に向き合い、悩み、考え、実践を繰り返してき

たからこそ、そこで得られた保育者としての心持ち、保育の大切さや難

しさなどを自分たちの言葉で語り、それを園内外で発信する場をつくっ

ていく。 

・子育て支援を本園からだけの発信ではなく、地域を巻き込んだ活動計

画を作成し、ともにつくりあげる地域関係づくり目指す。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日 作成者：メリー★ポピンズ エスパル仙台ルーム 施設長 中村 友紀 
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２０２３年度 東寺尾どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 ～子ども主体の保育園～ 
どんな子も皆、善く生きようとしている。その考えのもと、子どもたちの姿を捉え、受け止めるこ

とを、主体の基礎作りとする。そして、その子どもたちの主体性からの探求を含めた学びである「体

験活動」をTrial&Error中から育み、当園における体験活動を以下、どろんこ会グループとしての目指

す園の姿と併せて、子どもも大人もその成長を楽しみながら、自ら考え表現実施していく保育園を作

るものとする。 

 

1 続・原点回帰： 

① 子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施する 

戸外活動9時出発・午前午後2回散歩・畑仕事・生き物の世話・長距離散歩 

朝の日課 8:15～12:00をめいっぱい活動し日課・基本保育活動を行う。 

※基本保育活動とは：子どもの成長に必要な体験を日常的に繰り返すことで、本当の力を身に付

けるための活動 

② 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

・畑仕事を実施し、3大食育方針を推進し、その記録を社外に広報する 

・子どもが自らの体験を通して食材や食の循環・環境への意識を身に付ける活動の実行 

1．糞・ゴミの堆肥化 

2．種まき、間引く、獲る 

3．命をいただく（捌く、解体する、焼く、食べる） 

4．加工＝梅・味噌・たくあん・梅干し・ケチャップ・マヨネーズ等 

 

2 小1を知る 

小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

・実際に小学校1年生の授業を施設長・主任・リーダー・幼児担任を始めスタッフは自分の目で見

て、全体的な計画の「おおむね6歳」で就学準備を見据えて内容を工夫する。 

・「5歳児と1年生の年間連携計画」を軸に、各自治体・教育委員会・小学校長へ働きかけて生き

る力をより具体化し、教育課程全体を通しての育成を目指す 

・園児と児童の子ども間の交流を年２回以上で計画・実施して他者との協働の重要性を実感する 

・教職員間交流を年２回以上で計画・実施して子どもが主体的な判断の下に行動し，自立した人

間となるように意見交換をしていく 

 

3 大人のにんげん力アップ 

学び続ける文化の醸成 

・スタッフは保育業界やスタッフ、子どもたち・保護者のために役立つことを12か月かけて努力

と背伸びをして学ぶ。学んだことを年間一人1つ、施設内・課内・部内・法人で研修企画し、ア

ウトプットし自己変革につなぐ。 

 

4 接遇神対応  

相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接する  

【挨拶】 来訪者が施設に入った時に大きな声であいさつをする。手を止めて顔をあげてあいさつ

をする。  
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【お迎え対応】 すぐに保育士が応対に出る。一日の子どもの様子を保護者に手に取るように伝え

る。 複数の保護者がお迎えに来た際でも自ら満遍なく声をかける。 待った気がしないお迎え対応

ができる。待たされたと思わせない仕掛けづくりをする。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもが自己を十分に発揮し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねる。 

実践予定内容 生命の保持と情緒の安定を図る養護と、自発的・自主的活動を図る教育が

一体となった保育を強く意識して臨む。 

日々の生活の中心である「日課」を丁寧に実施する。 

2 計画・ねらい 子どもの個人差、子どもの姿を考慮しながら、保育内容を創意工夫する。 

実践予定内容 基本保育「私たちが育てる６つの力」を「目指す子ども像（１０の姿）」

を照らし合わせスタッフ間でよく話し合いながら実践し本園の子ども、保

護者、環境等を考慮した上で、保育内容を工夫し質の向上に努める。 

3 

 

計画・ねらい 保育の専門性を高め、自ら考える保育を実践する。 

実践予定内容 スタッフは専門職として、保育の資質向上を高め多様なニーズへの対応を

図るため、専門性と人間性の向上に努める。 

4 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 畑活動の充実。食べることのみを目的とせず、たい肥からの土作り、成長

過程を観察しながらの世話。酸度、土壌を考慮しながらの水やりと科学的

視野からも展開していく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 家庭へ子どもの姿や保育の姿の発信「こだわりの保育の可視化・見える

化」を推進 

実践予定内容 日誌、タイムライン等保育書類をエピソード記録・保育ドキュメンテーシ

ョン化することで、その連携を最小限にし、毎日の積み重ねを可視化でき

るように確立する。 

2 計画・ねらい いつでも、どんなことも、誰でも、子どものため共に考える場、相談でき

る時間を作る。 

実践予定内容 育児に携わるすべての人に対して、いつでも、どんなことでも話し、相談

できる保育園として、門戸を開き、随時育児相談できる支援体制にする。 

3 計画・ねらい 以上を①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝 を忘れず、おもてなし

の心を込めたサービスを提供します。 

実践予定内容 サービスは無料、無償のものではない前提を踏まえ、保育者と保護者様と

の礼節、敬意を以て、保護者支援に臨む。 

 

 

地域の子育て支援事業 

地域の具体的な福祉・子育てニーズを把握するための取り組みを積極的に行う。 

（園庭開放、保育体験、青空保育を実施するとともに、遊びの提供や相談事業を活発化させていく。

その中でニーズを把握し、地域の子育ての拠点としての機能が発揮されるよう努め、地域の行事にも

積極的に参加するなど主体的に活動する。 

 



20221215版 

1 計画・ねらい 子育て拠点としての役割を向上させる。 

実践予定内容 地域の子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機

関と連携及び強力を図りつつ、保護者に寄り添い希望があれば相談に応じ

る。障害がある子もない子も均しく子育て支援の輪を広げていく。 

2 計画・ねらい 交流をする機会と場として地域にある保育園となる。 

実践予定内容 保育所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能

や連絡方法を体系的に明示し、その情報がスタッフ間で共有されるように

する。 

3 計画・ねらい 地域交流事業(ちきんえっぐ)の認知度向上、交流のハブ組織を目指す。 

実践予定内容 おたより(ちきんえっぐ)を活用し、公園などで地域の方と言葉を交わした

ときに、「いつ」「どんなことを」行っているかなど、対話を通して、繰

り返し知らせていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 「子ども中心」の保育実践のための子ども観を育む。 

実践予定内容 エピソード、保育デザインマップなどを用いながら、日々の保育の中か

ら、日常的に振り返り、明日の保育を振り返り、子ども中心の保育を探求

し続ける。 

2 計画・ねらい 保育の連続性を追求する中で、チーム保育を充実させていく。 

実践予定内容 保育の連続性をPDCA、OODAでサイクル的に日常化するために、デザイ

ンマップ、ポストイット、保育web等を活用し、クラス会議、ケース会

議、園会議など、その時に有効な打ち合わせの中で検証していく中でチー

ム保育を作り上げる。 

3 計画・ねらい 大人のにんげん力を高めるため、積極的に研修に臨める。 

実践予定内容 多様なジャンルのある園長○R 保育士大学のeラーニングの活用。学びたい

ときに、専門的な学びをできる環境を周知、実用していく。 

4 計画・ねらい 相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるような神

接遇力を身につける。 

実践予定内容 スキル講座、コンピテンシーの活用と併せて、事務、スタッフ間で昼礼に

て常的に接遇の研修を日常的に行っていく。 

 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 子どもたちの姿を捉え、子どもと共に保育環境を作り上げていく。 

実践予定内容 子どもの最善の利益を大人視点で捉えるのではなく、子どもの目標、ねら

いを「見通し」として置き、その上で、一緒に、主体的に保育環境を作り

上げていけるようにする。 

2 計画・ねらい 子どもの姿から、直ぐに提案、仕掛けることができる保育の探求をしてい

く。 

実践予定内容 子どもの姿を中心に置き、そこから考える予測、そして、その予測から仕

掛けて、またその後の子どもの姿へと繋げていく保育デザインマップを活

用し、日常的に一歩一歩探求できるようにする。 
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3 計画・ねらい 自園だけでなく、地域、他園、全ての子どもたちにインクルーシブな保育

環境を探求する。 

実践予定内容 多角的に考えるためにリフレーミングの発想を持つことや、8つの窓リフ

レクションで考えながら、環境も考えも混ぜ合わせながら、環境開放を前

提に、環境を作り上げていく。 

 

 

小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

1 計画・ねらい 小学校教育と１０の姿の連続性を踏まえた保育を行う。 

実践予定内容 年長児クラスだけでなく、全年齢児クラスから、「主体的で対話的な深い

学び」へ繋がる必要な経験から、体験してほしい、学んでほしいことを見

通した上で、スタッフが主体的に計画を立案し、実践し繋げていく。 

2 計画・ねらい 主体的に対話的に深く学んでいくスタッフ集団になる。 

実践予定内容 立案した計画と実践を元に、各自リフレクションをした上で、チームでア

セスメントし、次に臨む。できた、できなかったという反省ではなく、で

きなかったことをとことん話し込んで分析していく。 

3 計画・ねらい 背中を見せるスタッフ集団になる。 

実践予定内容 保育士だけでなく、施設長、事務、用務、調理全スタッフが臨み、背中で

伝える。 

 

 

 

インクルーシブ保育の充実 

1 計画・ねらい 個別配慮というフレームアウトする保育にならないようにする。 

実践予定内容 1対1配慮の必要性を手帳やルーティンで計画するのではなく、子どもの姿

から、混ざった状態での保育できるケース会議を実施し、多くの保育者視

点を集めるための口頭だけでなく電子ツールを併用していく。 

2 計画・ねらい 個別配慮が必要な園児に対しては、様々な対応を検討する。 

実践予定内容 全体人数が多さで、個別配慮を要する子が安易に埋もれてしまわないよう

に、ケース会議で対象の子どもを広く浅く話すのではなく、一人の子ども

について、リフレクションをしながら多方面から子どもをとらえることに

より、他の子どもにも同じように必要な対応をみいだしていく。 

3 計画・ねらい インクルーシブでタイバーシティな保育の実践。 

実践予定内容 包括性だけでなく、多様性も考慮した保育に臨むために、日々の記録の中

での「エピソード化」をしていく。子どもの姿そのものとそこでの関わり

を日常の日誌で記録し、多様な姿、視点のエピソードを共有しながら、ケ

ース会議へ繋げていく。 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

15人 24人 25人 30人 30人 30人 154人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 14人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 1人 

事務 1人       

パート 

スタッフ 
保育士 15人 補助 2人 用務 2人 嘱託医  2人 

 

 

 

 運営方針 
 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 コンピテンシー、研修報告、保育の振り返り、共有事項 

給食運営会議 
月1回 給食内容の検討、マニュアルの確認、食育、アレルギー対

応 

事故防止委員会 月1回 安全対策、事故防止 

ケース会議 随時 ケース検討、気になる子へのアプローチ、支援計画 

週案会議 毎週 子どもの姿ベースで指導計画を立案する 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

 施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 業務報告、伝達事項 

施設長勉強会 月1回 保育園の課題検討をしながらスキルアップ 

食育会議 年4回 グループ全体で給食業務改善を目指し開催 

保健会議 年4回 各園の状況からの意識統一、園児健康管理業務改善 

主任会議 年６回 主任としての保育園の課題検討とマネジメント 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質を向上させるべく勉強会 

 

 

各種係の設置 

 係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
施設清掃と日々の点検 衛生的改善と疾病の予防処置 

感染症発症の予防策を実施 保育所の衛生全般の管理 

安全対策係 
全スタッフの安全に対する意識を高め、施設内において様々な安全点

検・対策に取り組む 

防火管理者 
防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務（防火管理業

務）を計画的に行う 

食品衛生責任者 食育会議の計画や実践、安全に対する管理や啓蒙 

畑係 畑の年間計画の推進と環境整備、植物の病気の予防 

生き物係 飼育動物の健康管理、環境改善 

 

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 
どろんこ祭りの企画、立案、計画とどろんこサポーターズとの連携。地

域、各関係機関への周知、安全対策 

子育て支援・相談担当 
子育てに関する相談業務、寺親屋開催、地域育児支援イベント、子育て

サロン、地域育児支援講座開催 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・言葉でのやり取りができない乳児期は周囲の大人との愛情やり取り

豊かなやり取り（応答的）で、互いの気持ちを響き合わせて、様々な

能力の基礎となる「信頼感」の発達を促す。 

・保健的で安全な環境をつくり、体の状態を観察し、快適に生活でき

るようにする。 

・一人一人の子どもの生活のリズムを重視して、食欲、睡眠、排泄な

どの生理的欲求を満たし、生命の保持と生活の安定を図る 

・優しく語りかけたり、喃語や発語に応答したりして発語の意欲を育

て、言葉を使うことを楽しむようにする。 

・安全な環境を整え、探索行動が活発にできるようにする。 

・身近な動植物に親しみ、関心や愛情が持てるようにする。 

・自然の中で、十分に体を動かして遊ぶ。 

下半期 

0～1歳児 

・子どもが何に興味を示しているのかを考えながら見守り、学びに向

かう意欲へとつなげていく。 

・安心できる保育士との関わりの中で、食事、排泄などの活動を通し

て、自分でしようとする気持ちを育む。 

・生活に必要な言葉が次第にわかり、簡単な喃語や言葉を使って自分

の意思を伝えようとする。 

・身の回りに様々な人がいることを知り、徐々に友だちと関わって遊

び、見立て遊びやつもり遊びを楽しむ。 

・身近な自然に触れ自然を使った遊びを楽しむ。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・子どもの主体性や意図を理解し、そこに子どもの個別の学びがどの

ように存在しているのかを考え、支援する。 

・保健的で安全な環境をつくり、快適に生活できるようにする。 

・一人一人の子どもの欲求を十分に満たし、生命の保持と情緒の安定

を図る。 

・友だちと一緒に食事をしたり、様々な食べ物を食べる楽しさを味わ

ったりするようにする。 

・自分でできることに喜びを持ちながら、健康、安全など生活に必要

な基本的な習慣を次第に身につける。 

・人の話を聞いたり、自分の経験したことや思っていることを話した

りして、言葉で伝える楽しさを味わう。 

・友だちとの関わりの中でそれぞれが自分の力を発揮して活動に取り

組む。 

・いろいろな体験を通して、五感が刺激され豊かな感性や創造性が育

まれる。 

・自然に興味を持ち自分から関わって遊ぶ 

下半期 

2～5歳児 

・子どもの様子を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の視点で

捉えるようにする。 
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・季節の変化に応じた健康的な生活に留意し、快適に過ごせるように

する。 

・食事をすることの意味が分かり、楽しんで食事や間食を取るように

なる。 

・自分でできることの範囲を広げながら、健康、安全など生活に必要

な基本的習慣や態度を身につける。 

・友だちへの親しみや思いやりを深めながら、人の役に立つことに喜

びを感じ、協力して取り組もうとする。 

・色々な体験を通して、五感が刺激され豊かな感性や創造性が育まれ

自由な発想でのびのびと表現することを楽しむ。 

・身近な動植物や自然に関心を持ち、その大きさ、美しさ、不思議さ

に気づく。 

・希友だちへの親しみや思いやりを深めながら、人の役に立つことに

喜びを感じ、協力して取り組もうとする 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２２年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

２年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 子どもが、クッキング、畑での作物つくり、伝承的な取り組みといった生

活の中で、意欲をもって食にかかわる体験を重ね、食事を楽しむ。 

実践予定内容  畑で作ったものを、その場で、そのままで食べ、素材の味を実体験できる

ように、保障する。 

一過性の行事を行うのではなく、生活の中の行事として、継続的且つ日常

的に楽しむ「行事」としての食育を目指す。 

2 計画・ねらい 全スタッフが専門性を活かしながら、子どもが自主的に食事をするように

食育を進めていく。 

実践予定内容 調理員・保育士・施設長と一緒に食べながら、会食することを楽しめるよ

うにしながら、食育を提案していく。その中で、互いが、課題を見出し、

給食会議で検討していく。 

子どもたちが配膳、下膳できるように環境設定する。 

3 計画・ねらい SDGsの観点からの調理過程の野菜くずや残食などを堆肥つくり(コンポス

ト)や飼育動物の餌作りなど、子どもと一緒に行いながら、持続的・継続的
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な保育の取り組みを行う。 

実践予定内容 調理前の野菜くずの一部を使ったコンポストだけでなく、調理後の残食も

活用したコンポストや、鳥類、魚類の餌作成(乾物)と、使用できる可能性

を全て使っていくことを子どもたちと考えながら実践する。 

その過程、成果をポートフォリオで見える化し、継続していく 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・11月） 

歯科検診 年２回（６月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

歯磨き指導…6月/11月 手洗い指導…6月/11月 

手洗い指導…6月/11月 目・耳の話…10月/2月  

衣服の調節…5月/12月 感染症についての話…12月頃 

流行が予測される感染症 

通年…新型コロナウイルス 

4～9月頃…手足口病・ヘルパンギーナ  

6～10月頃…マイコプラズマ肺炎 

7～10月頃…咽頭結膜炎・流行性結膜炎 

11～5月頃…水痘・Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 

11～3月頃…インフルエンザ・感染性胃腸炎 

1～6月頃…伝染性紅斑 

3～4月頃…麻疹・風疹  

1年を通して…突発性発疹・流行性耳下腺炎など 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･1名より預かり済み／スタッフ室冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在42名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ 名については３月23日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在42名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ 名については3月23日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

アレルギー食提供手順及び発生時の対応について/嘔吐物・下痢の処理

の仕方/おむつ交換手順/予薬ルールについて品質管理マニュアルに則

り、ロールプレイングしながら確認する。 

新型コロナウイルス感染症および他ウイルス感染予防のため、うがい

指導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

行政からの通知掲示 

スタッフの保健関係研修受講 
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各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年6回／5･7･9･11･１･3月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／６月・１１月 

歯科健診 年２回／６月・１１月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動す

る力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とする。 

1 計画・ねらい 室内・室外ともに子どもが自発的に関わる環境を設定し続ける。 

実践予定内容 子どもの姿を起点に、道具や材料などを随時仕掛けていき、クラス会議

において、発達にあっているかなどアセスメントしていく。 

異年齢児が混じりあう環境の中で、発達の差を考慮した環境設定になっ

ているか、子どもが遊びこんでいるかなど、webを用いながら考察展開

していく。 

2 計画・ねらい 安全な環境を作るのではなく、安全性を確認していく、維持していくこ
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とを基本とし、子どもたちの発達、個性に合った環境設定に仕掛けてい

く。 

実践予定内容 玩具の破損や材料の確認、設置場所の安全性など、各担当の係が中心に

なって、日常的に確認していく。 

玩具の設定がマンネリ化していないかを四半期に一度、検証していく。 

3 計画・ねらい 前述1、2の環境設定の共通理解や体制作りのスタッフ意識を強化する。 

実践予定内容 環境だけではなく、子どもの姿を踏まえて、保育中の事故防止のため、

施設内外の安全点検に努める。 

重大事故が発生しやすい場面を抽出し、子どもの主体性、自主性を大切

にしつつ、室内外の環境に配慮し、チーム保育に努めながら、ヒヤリハ

ットなど積極的にあげ、スタッフ同士が共有することを習慣化してい

く。 

事故防止チェック、設備点検など確実に行い、不備がある場合にはすぐ

に対応し、全スタッフに周知する。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 乳児室 毎日 

2 ロフト 幼児室 毎日 

3 渡り橋 幼児室 毎日 

4 トンネル 乳児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 防災対策 

災害や事故の発生に備え、危険個所の点検や毎月消防計画に基づいた避難

訓練の実施。また、「連絡体制の周知」と「行政等関係各所との連携」を

行い、災害発生時に各スタッフが迅速かつ適切な対応を取り、子どもの安

全を確保できる体制を整える。 

2 実践予定内容 ケガ事故防止対策 

保育中の事故防止のため、子どもの心身の状態等を踏まえつつ保育所内外

の安全点検に努め、ケガ事故発生時対応フローチャートを全スタッフに周

知する。フローチャートは更衣室・職員室に掲示し、全スタッフはいつで

も対応できる状態にする。 

ケガ、事故発生時またはケガに至らなかった記録（ヒヤリハット）を作成

し、報告・共有の上、時系列で検証、分析し今後同じような怪我・事故の

発生を防ぐ。 

3 実践予定内容 防犯対策 
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定期的な不審者侵入対策の他、日々の不審者対策として 

１．笛の携帯  

２．代理送迎者登録の更新及び代理送迎者の身分証明書の確認 

３．不審者情報の収集（各関係機関と連携を取り）不審者情報を随時収集

する。 

適宣、文書やメールでの共有・防犯速報の玄関への掲 示等を行う。 

4 実践予定内容 光化学スモック対策 

発令中は発令内容に看板・張り紙等の文書を掲示し、スタッフ・園児を屋

外へ入れ、原則屋外活動は行わない。（特に運動） 

5 実践予定内容 熱中症対策 

過度な水分補給による塩分、電解質不足による脱水症状を考慮した正しい

水分補給を理解した上で、子どもたち自らが水分補給できる環境設定をす

る。水分の損失が多い天候下では、活動そのものを随時検討する。 

6 実践予定内容 感染症対策 

マニュアル、規定での日々の消毒を徹底し、過度な消毒にも留意しなが

ら、感染対策していく。 

法人、園、自治体、保健所と連携を取りながら対策していく。 

7 実践予定内容 情報収集 

横浜市防災情報に登録。該当地域の情報を詳細に収集し、早期対応に努め

る。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

今年度方針・テーマ 

保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れに社会的責

任がある。そのため、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現場

で活躍する人材を育成するために、当園では実習生・研修生を積極的に受け入れていく。 

【種類】中高生の体験学習の受入／保育養成校の学生の実習受け入れ／一般および学生の各種ボラン

ティアの受け入れ／他随時相談  

実習生一般および学生の各種ボランティアの受け入れでは、ワークショップ開催し、随時いつでも受

け入れる体制と雰囲気を、横浜どろんこ保育園の筆頭になり確立していく。 

 

1 実践予定内容 中学生、高校生や実習生が安心して保育園で子どもたちと接することが

できるようにスタッフが暖かく対応するように心がけ、子どもとの触れ

合いから学びと楽しさを感じてもらえるように指導していく。 

2 実践予定内容 実習、ボランティアといった一過性で終わってしまうのではなく、その

後も継続的に交流で来てもらえるような体制作りをする。 

3 実践予定内容 保育以外の分野の受け入れ、インターンシップの受け入れ。保育専門で

の学生だけでないダイバーシティー(多様性)で受け入れていく。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

日ごろから、保育者が子どものことを話し合いお互いに勉強しあうことや、様々な方法で学べるよ

う、学ぼうとする意識や学びやすい雰囲気づくりを施設長や主任、リーダーが意識して工夫して作り

出していく。 

 外部研修 施設長は研修の機会を確保し、研修を個人的な体験に終わらせず、研修で得た成果

を職場で共有し、園全体の力にしていくよう努め、職場全体の実践力を高めていく。 

 園内研修 施設長は保育の質の向上に向けた課題に組織的に対応するため、保育の内容の改善

や保育者等の役割分担の見直し等に取り組むとともに、各スタッフが必要な知識や技能を見に

つけられるようにする。また、日常的にスタッフ同士が主体的に学びあう姿勢と環境を整え、

職場内での研修の充実を図る。 

 スタッフから園内研修について学びたいこと、検討したいこと等聞き取り反映させていき、ス

タッフが講師となり学びの場を設定する。その成果を実践報告として発表の場を設ける。 

また、外部に発表し保育士としての専門的知識と自信を身につけていく。 

 コンピテンシーのNo.３「計画・実行する」，４「判断する」については、チェックをするだけ

でなく、「日々の業務を遂行する」にあたり「子どもたちを真ん中に計画し、判断する」とは

何かを設問の実際のケースを取り上げ、スタッフ内で話し合い高め合う。 

 ２０２３年度、スタッフ一人ひとりがMBO目標を立て、半期ごとに施設長が確認することによ

り、実践を確実なものにしていく。 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② ケガ・ケーススタデイ 

事故検証と再発防止策。事故防止委

員の必要性を再確認する。 

5月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  SIDS 

午睡時間は事務時間？？ 

SIDS家族の会から学ぶ命の重さ① 

6月9日 18:00～20:00 ①  コンピテンシー自己採点 午睡時間は事務時間？？ 
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②  SIDS SIDS家族の会から学ぶ命の重さ② 

7月14日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  SIDS 

午睡時間は事務時間？？ 

SIDS家族の会から学ぶ命の重さ③ 

8月18日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの姿を捉える。 

保育を嫌いになりそうになった時の

処方箋① 

9月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの姿を捉える。 

保育を嫌いになりそうになった時の

処方箋② 

10月13日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの姿を捉える 

保育を嫌いになりそうになった時の

処方箋③ 

11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの姿を捉える 

保育を嫌いになりそうになった時の

処方箋④ 

12月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  表現活動 

「造形＝表現」の誤解子どもの感性

を解き放つのは、あなた次第① 

1月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  表現活動 

「造形＝表現」の誤解子どもの感性

を解き放つのは、あなた次第② 

2月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  表現活動 

 「造形＝表現」の誤解子どもの感性

を解き放つのは、あなた次第③ 

3月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  自ら学ぶ 

 園長大学○R 保育士大学から、各自選

んで学びあう。 

※４月、１０月に、虐待防止研修を実施 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

新型コロナウイルスの緩和に伴って、保育園来園の機会が以前に戻りつつあるが、核家族化や地域

のつながりの希薄化、国際化、子育て負担や不安、孤独感は引き続いているため、保育園・地域・家

庭が一丸となって、子育て支援を行い、子どもの健やかな成長を保障できるよう取り組む。地域の方

が自由に園を利用し相談しあえる仲間でいられるように、月1回「ちきんえっぐだより」を発行し、年

間計画のもと地域交流を行う。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：白幡公園ログハウスにて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事参加 老人施設訪問 どろんこ祭り 運動会 

園外保育 

異年齢交流 近隣の幼、保、小、中学校との交流他、教育施設及び保育士養成校

との交流 日常生活の中で異年齢保育の実施 

地域拠点活動 ちきんえっぐ、一時保育、寺親屋の開催 

銭湯でお風呂の日 月2回 〈3～5歳児〉人数多いため、分けて入浴 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行するためにも、就学を見通した保育がどのように行われ

ているか小学校と積極的に連携する。新型コロナウイルスの規制緩和に伴い、交流行事も復活してき

ている中、子どもたちと小学生の交流を確実に実施できるよう小学校との連携を深めていく。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月20日（木）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

６月頃 
上寺尾小学校  

1年 
30名予定 

授業参観（上寺尾小

校教室） 
スタッフ間間交流 

10月頃 
上寺尾小学校  

全学年 
30名予定 

運動会（上寺尾小学

校校庭） 
子ども間交流 

10月頃 
上寺尾小学校  

1年 
30名予定 

交流会（上寺尾小学

校教室） 
子ども間交流 

11月頃 
上寺尾小学校 

5年 
30名予定 

交流会（当園幼児保

育室） 
子ども間交流 

11月頃 
上寺尾小学校 

1年 
30名予定 

交流会（上寺尾小学

校教室） 
子ども間交流 

幼・保・小合同公開講座の開催（８月開催予定） 

「幼児教育から小学校教育へ  

アプローチカリキュラム‐スタートカリキュラム大切にしたいこと」 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

 保育の方法や内容について、個別支援計画を作成し日常的に保護者と話して理解を得ることや

子どもの発達状況・課題発達について情報を共有し、認識の相違をなくすように努める。 

 期毎、保護者の願いを聞き取り、保育園での姿を共有するため計画的に個別面談を実施する。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：4名予定） 

 医療機関や専門機関による療育方針・方法を共有する。 

 保育所の保護者全体に対しても障害児保育への正しい認識が持てるように配慮していく. 

 子どもの特性を理解し心と体の発達にあったより良い保育のため、発達支援ルーム「つむぎ」

と連携し、障害児保育研修を実施する。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

障がいのある子どもの生活の質が高められるよう、その子どもの特性を活かすよう支援の経過を伝

えると共に連携していく。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：白幡公園ログハウスにて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

開園３年目と以降５年に１回受審。第三者評価を受けることにより質の向上を図る。 

（２０１８年１２月受審） 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年３月２2・２４日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定で

ある。 

自己評価開始予定時刻：１３時００分 

自己評価終了予定時刻：１４時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、各担当リーダー、若手スタッフ代表 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指し

た姿 

重点施策 子どもの姿を捉え、子どもを中心に、室内環境や散歩先の環境に何が必

要か、遊びへの仕掛けをOODAサイクルしながら、環境を作り続けてい

く。 

戸外、室内と分けずに「遊び」としての継続にどのように連続性をもた

せていくかを子どもとともに考えながら環境を設定していく。 
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振り返り 子どもの姿は、ドキュメンテーションを通して、毎月園会議の中で振り

返ることができ、定着することができていったが、環境作りへ繋げ展開

していく体制の確立までは、不十分であったことが課題である。 

行事をきっかけに、子どもと一緒に考える場、子ども会議を行い臨むこ

とで、主体性を高めることができた。また、保育者は、連続性の重視か

ら、前中後を意識して、日常の遊びへ展開していくようになった。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 子ども中心の保育園  

子どもたち同士で話しあい、保育者と相談しながらその対話力を園外に

も広げる。 

重点施策 子どもの姿から、何が育ってきているか、何が課題なのかを考えながら

保育に取り組んでいく。 

言葉だけでなく、見て伝わる保育・教育のポイント、保育園が目指して

いる子どもの姿を、ドキュメンテーションを通して、保護者様に伝える

ことを増やし、総合的な対話をしていく。 

2024年度 目指す姿 子ども中心の保育園 

子どもを中心における「東寺尾どろんこ保育園」を、保育者自身の言葉

で語ることができる組織を目指す。 

重点施策 だれかではなく、自身が主体的に考え、言葉にし、周囲の大人が子ども

を中心に考える環境を外部発信できるスタッフ集団になる。 

主体的・対話的な深い学びの基礎となる背中を見せ続ける。 

2025年度 目指す姿 子どもが主体に動く保育園 

子ども主体における「東寺尾どろんこ保育園」を、保育者自身の言葉で

語り、伝えることができる組織を目指す。 

重点施策 大人もこどもも主体的・対話的な深い学びを探求し続ける。 

伝える語る力を伸ばす上で、主体的な学びの場を増やし、学ばなければ

いけないではなく、学びたい意欲を育てていく。 

 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：東寺尾どろんこ保育園 施設長 宮入 講一 
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２０２３年度 船橋どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

船橋市は千葉県で千葉市に次ぐ人口2番目の市であり、 

都心に通勤する保護者も多い市の中心部に位置する保育園として、 

整備された都会的な雰囲気と人口の多い雑踏の中であるが、 

以下のどろんこ会の基本方針をもって子どもたちを育み成長を見守る。 

      

子育て理念『にんげん力。育てます。』 

     子育て目標『センス・オブ・ワンダー』 

          『人対人コミュニケーション』 

             生活・遊び・労働を教えあう保育園生活を実践していく。 

 

1 続・原点回帰 

①子どもの「生きる力を育む」ために、基本としている日々の異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さ

くらさくらんぼリズム体操・散歩９時出発・生き物の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店

街ツアー・銭湯でお風呂の日・青空保育の意味を深めながら実践する。 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育を日々の畑仕事の充実体験の実践の上進める。 

2 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

アプローチカリキュラム(５歳児後半小学校進学を意識したカリキュラム)の作成と実践。 

3 大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成と全スタッフが目標設定をおこなう。 

4 接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接するこ

とにより、選ばれる園をつくる 

スタッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から愛され、評判がよい園

つくりの推進。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい プロジェクト保育・年間を通じてテーマ設定に沿って保育を進める 

実践予定内容 策定会議で決定した担当保育者のテーマに沿って異年齢保育・表現活動・

就学前教育などを担当保育者を中心に進めていく 

2 計画・ねらい 食育の充実・食育活動、畑作業、調理、廃棄物の活用の循環を意識する 

実践予定内容 畑にて野菜の生産をし、下拵え、クッキング、加工するなど食の循環を学

ぶ 

3 計画・ねらい 環境整備・心地の良い居場所づくり 

実践予定内容 各担当を中心に整理整頓・元に戻す・必要なものをきれいに設置する 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、子どもたちの成長を伝え合い、喜び合える関係を維

持していく。 

日々の挨拶、連絡帳やタイムライン・ポートフォリオの保育の見える化を進め保護者の理解を深めて
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いく。 

 

1 計画・ねらい 保護者の立場の理解・〈思いやり〉をもって個々に必要と思われる部分の

援助 

実践予定内容 保護者の勤務・生活状況を把握し、必要に応じて子育てのアドバイスを進

める。シッターノートやチャットの活用で情報の共有を進める。 

2 計画・ねらい 日々の成長を〈誠実〉に伝え共有する・児童の成長を共に喜ぶ 

実践予定内容 朝の受け入れ、連絡帳、タイムライン、お迎え対応を通じて〈謙虚〉に

〈感謝〉を忘れず、コミュニケーションを進める。 

3 計画・ねらい 保育参加・保護者懇親会・行事への参加・保護者面談を通じて保育園を親

子で親しむ 

実践予定内容 保育方針に共鳴してくださる保護者への園生活への参加を進める。保護者

の個人面談の設定を行う。 

 

 

地域の子育て支援事業 

見学者対応・体験保育・園開放・ちきんえっぐ・小中高生交流・世代間交流・ボランティア受け入

れ・子育て相談を継続し、地域子育て支援の拠点として保育園の役割を担う。 

1 計画・ねらい 子育て支援室の活用・地域の子育て家庭の安心安全な居場所となる。 

実践予定内容 定期的なイベント(子育て相談・誕生会・保健衛生)を実施する。 

2 計画・ねらい 青空保育の活性化・地域へのアピール 

実践予定内容 月1回の近隣公園での青空保育の予告(ポスター掲示など)と実践時の招集

活動の促進を行う。 

3 計画・ねらい 地域の商店や施設訪問・地域の保育園として親しまれる。 

実践予定内容 高齢者施設・公民館・商店・銭湯への挨拶、訪問を実施する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

保育のプロとしての役割と責任を意識し、未来を担う子どもたちの成長を見守るやりがいを感じら

れる保育者を育成する。 

1 計画・ねらい 子どもの人権・虐待防止の基本を理解する。 

実践予定内容 園内研修の実施。情報の共有。具体的な事例を知り、理解を深める。 

2 計画・ねらい 大人の人間力を育てる。一人ひとりの特技を磨く。 

実践予定内容 自分の得意を極める。自分自身の生きる力を強める。 

3 計画・ねらい 園事業計画を具現化する。自分の園の意識を高める。 

実践予定内容 事業計画に沿って、日々の保育内容の見直し、振り返り、ブログ、エピソ

ード記録などで保育内容の発信をしていく。 

 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 環境整備・施設の美しさを保つ・自信をもっての見学案内が出来る。 

実践予定内容 日常清掃・整理整頓の徹底・五感を働かせ保育環境を整える。 

2 計画・ねらい 人対人コミュニケーション・気持ちの良い挨拶の徹底 
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実践予定内容 大人が子どもの手本となる。笑顔を絶やさずコミュニケーション力を高め

る実践。 

3 計画・ねらい 協調性・平等性の意識を持つ。子どもにも伝えられる。 

実践予定内容 雰囲気を感じる力・今、相手が何を感じているか察知し対応する力を育て

る。 

 

 

子どもも大人も笑顔で穏やかな時間を過ごせる大きなお家 

1 計画・ねらい 笑顔があふれ穏やかな居場所となる。常に前向きな思考をする。 

実践予定内容 朝の受け入れから、笑顔を絶やさず、子どもたちの姿を全員で把握できて

いるように情報共有を進める。 

2 計画・ねらい 率先して動く。気づきに敏感な感性の育成。 

実践予定内容 自分に割り振られた担当を熟したうえで、周囲の状況も読み取れるような

経験を重ねる。コンピテンシーの活用による振り返りの実践。 

3 計画・ねらい 人間力を身に付ける。平等性・情報の共有。 

実践予定内容 様々な研修を意欲的に受講し、広い視野を持ち、客観的に自分を見ること

ができる人材の育成。 

 

 

有言実行 

1 計画・ねらい 期日を守る。提出期限・締め切りはあくまで最終日という事が意識出来

る。 

実践予定内容 保育担当チームによるタスク管理。 

2 計画・ねらい 有効な保育計画。子どもの成長に沿った保育計画を具体的に実践する。 

実践予定内容 保育計画の基本を意識した上で、臨機応変な対応をする。 

3 計画・ねらい 自己計画。自分の目標を立て実行していく。 

実践予定内容 事務室内に目標を掲示し周知・周囲との協同を進める。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

６人 10人 12人 26人 28人 28人 110人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
施設長 1人 主任 1人 保育士 ９人 事務 1人 

栄養士 3人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 ７人 看護師 １人 用務 1人 嘱託医  2人 

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 コンピテンシー・情報共有・研修・交流 

給食運営会議 月1回 給食の振り返り・食育について 

事故防止委員会 
月1回 安全確認・事故記録、ヒヤリハット、インシデント振り返

り 

ケース会議 月1回 支援の必要な児童について 

リーダー会議 週1回 日常の保育の振り返り・見通し 

行事会議 都度 行事についての計画反省 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人の確認事項など・月次報告 

施設長勉強会 月1回 施設長の連携・保育を深めるための勉強会 

食育会議 年4回 調理・施設長による食育全般について 

保健会議 年4回 看護師・施設長による衛生管理などについて 

主任会議 年4回 課内の主任による交流・勉強会 

子育ての質を上げる会議 月1回 各園のリーダーによる保育についての会議 
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各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生管理の確認 

安全対策係 安全対策の確認 

防火管理者 消防計画の作成・避難訓練の実施、確認・ 

食品衛生責任者 給食の安全管理 

畑係 作物の定期的な作付け・見守り・収穫など 

生き物係 生き物の世話 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画と実施 

船橋市市民フェスティ

バル係 
地域行事への参加 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る。 

・歩行の確立、言葉の獲得により盛んになる探索活動が十分に出来る

ようにし、友達との関わりの芽生えを促す。 

下半期 

0～1歳児 

・身近な大人との安定した関係のもと、一人遊びを十分に楽しみなが

ら、自我が芽生える。 

・生活の中の様々な遊びや人との関りを通して自我が育つ。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・毎日の生活や遊びの中で基本的習慣や運動が心地よい感覚として身

につく。 

・友達との関りを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現し熱中して

遊ぶ。 

下半期 

2～5歳児 

・自分の要求や思いを言葉や行動で相手に表現しながら他者を受容す

る感情が育つ。 

・生活や遊びの中で達成感や充実感を味わう経験し、目標に向かって
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友達と力を合わせて活動する。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２２年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

２年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

保護者とのコミュニケーション、保育者・調理など全職員が専門性を活かしながら、子どもの様子

に寄り添いながらの食育活動を進めていく。 

 

1 計画・ねらい 子どもたちの食材への意識を高める。素材を知り味わう。 

実践予定内容 素材への関心を高め、嚙む力を育て素材の味を味わう。 

2 計画・ねらい 食を楽しむ。子どもが自分たちで盛り付け・配膳をする。 

実践予定内容 自分で食べられる量を知り、自分の体を育てる意識を持つ。 

3 計画・ねらい 子どもと一緒に食べる。子どもの食事内容、食べ方を知る。 

実践予定内容 調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に給食を食べる事で、好きなもの

を好きな人と好きなだけ食べられる経験を促す。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・1月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き・手洗い・うがい指導 

流行が予測される感染症 
通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 
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６月頃･･･溶連菌 

１月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･2名より預かり済み／１階冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在24名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては5月31日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

 

本日現在24名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては5月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･1月 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 
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コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動す

る力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室外と

もに子どもが自発的に関わる環境を設定する。 

 

1 計画・ねらい 室内環境の整備 

実践予定内容 季節や興味を意識し、子どもたちの興味を促す環境の設定。 

2 計画・ねらい 保育園の出入り口の環境整備 

実践予定内容 子どもたちや保護者のスムーズな動線整備。随時見直す。 

3 計画・ねらい 散歩コースの環境整備・安全管理 

実践予定内容 子どもたちと共に、ハザードマップの作成を進める。 

 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 木製ベンチ 屋上 週3回 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 避難訓練(月1回)火災・地震を想定。通報訓練・引き渡し訓練・うちの子

アプリ保護者向け書き込み。 

2 実践予定内容 事故防止チェックリスト(年6回) 

3 実践予定内容 不審者対応訓練(年2回) 

4 実践予定内容 設備点検(年4回) 

5 実践予定内容 事故防止委員会 

6 実践予定内容 地域河川氾濫を想定した水防計画 

7 実践予定内容 光化学スモッグの対応 

 

 

 

 

 



20221215版 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れに社会的

責任がある。そのため、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現

場で活躍する人材を育成するために、当グループでは実習生・研修生を積極的に受け入れる。 

実習生、中高生の職場体験など積極的に受け入れ、オリエンテーションにおいて、しっかりと方針

や内容を伝え、不安のないように実践を進められるよう配慮する。実習終了後も交流を継続できるよ

うにコミュニケーションを進める。 

 

1 実践予定内容 保育専門学校などの実習生の受入れ 

2 実践予定内容 中高生の実習体験の受入れ 

3 実践予定内容 研修生の受け入れ 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②マナー研修 

③ケガケーススタディ・安

全指導・虐待防止 

 新たなスタートの月。原点回帰。 

事故記録簿などの見直し。 

5月19日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②安全教育 
 子どもの人権の理解。虐待の定義。 
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6月16日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②危機管理 
 子どもの命を守る。 

7月14日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②保護者対応 
 保護者の信頼を得る。 

8月18日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②保護者支援 
 保護者面談について。 

9月15日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②プロジェクト保育 
 上半期プロジェクト保育の進展 

10月20日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②異年齢保育 

③安全教育・虐待防止 

 異年齢保育の魅力。 

11月17日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②発達支援 
 インクルーシブ保育 

12月15日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②子ども観共有 
 エピソード記録公開 

1月19日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②来年度の目標 
 今年度の振り返りから来年度へ。 

2月2日 18:00～21:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議 
 事業計画及び来年度方針の作成 

3月３日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議 
 年間活動計画・保育計画の策定 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

リーダー育成 

リーダー会議での積極的な意見交換を重ね、具体的な対応を学ぶ。 

  様々な事例を検討し、先を見通せる力を培う。また常に現状を把握し、今目の前の子どもの最善

の利益を追求出来ているかを確認しあう。 

 学ぶ姿勢を継続する。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

船橋どろんこ保育園の存在を広く地域に知っていただくことで、子どもたちと地域の方々との交流

を深め、成長や安全を見守っていただけるようにしていく。また積極的に園を開放し地域の子育てに

貢献していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：天沼弁天池公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設訪問・中学・高校の体験学習の受け入れ 

異年齢交流 小中学校交流、大学生との交流。他園との交流。 

地域拠点活動 ちきんえっぐ・青空保育 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 
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 小学校との連携の計画 

今年度方針・テーマ 

就学を視野に入れ「幼児期の終わりまでに育ってほしい1０の姿」を意識し年長児の保育計画を立案

し小学校との接続がスムーズに行われるように配慮する。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 
市場小学校・八栄小学校  

1年１組 
５名予定 

運動会見学（市場

小・八栄小校庭） 
見学 

9月頃 
船橋小学校・八栄小学校  

1年１組 
19名予定 

授業参観（船橋小・

八栄小教室） 

スタッフ・子ども間交

流 

２月頃 
市場小学校・八栄小学校  

1年１組 
17名予定 

学校見学（市場小・

八栄小教室） 
子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

年度初めに個別支援年間計画を保護者と関係機関と相談しながら作成する。 

半期に一度保護者と関係機関と面談を実施し、見直しをする。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：5名予定） 

対象児の日々の行動記録を書き留めたものから考察し本児の成長・課題を共有し合い、次月の目指

す姿や保育者の援助を話し合う。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

進級引継ぎは書面と引き継ぎ会議で行う。 

小学校の引継ぎは児童指導要録、また各校の担当職員との面談によって行う。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 
（月）～（土）9:30～16:30 

 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月２回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月１回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：天沼弁天池公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年10月1日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：15時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、幼児リーダー、乳児リーダー 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 『やってみよう みんなが主役の明るいお家 心の根っこに大きな愛』

を保育目標に掲げ、異年齢交流・戸外活動・主体的に生活する。 

振り返り 新型コロナウイルスの影響で制約は生じたものの、年度の後半から2歳
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から５歳のグループでの活動が進められた。本園・分園２歳児合同保育

も積極的に実施出来た。プロジェクト保育の活動に関してはアイデアを

計画的に実践していく過程がもう少し丁寧に進められるようにする事が

課題である。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 原点回帰。日々の保育の基本を固め直し、大人も子どもも生活に余裕を

持ち、自分のやりたい事に向かう姿がある。 

整理整頓が行き届いている。自分が使う前より美しく。 

重点施策 保育の目標・ねらい・計画を丁寧に分かり易く記載し実践する。 

また月毎に振り返りをまとめ課題の抽出をする。 

子ども・スタッフ・リーダーとのコミュニケーションの強化。 

2024年度 目指す姿 チーム保育の確立。異年齢・インクルーシブ保育の推進。 

重点施策 個人とチームでの目標設定。必要なコミュニケーションを全員が意識

し、インターネット等を活用し発信していく。 

2025年度 目指す姿 どろんこ会の保育方針がすべての人々に理解され、 

保育園＝どろんこ保育園のイメージを確立する。 

『大きなお家』ここなら安心いつでも快適。 

どろんこ保育園旗艦園となる。 

重点施策 どろんこ会の保育方針の浸透、実現が進められている。 

思いやりの心・誠実な行動・感謝の気持ち・謙虚な姿勢が全ての関係者

に行き渡っている。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：船橋どろんこ保育園 施設長 齋藤 みどり 
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２０２３年度 浦安どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 

① 日課・基本保育活動へのこだわり 

畑仕事・座禅・雑巾がけ・散歩（自分の脚で歩く）を日課とし、太陽が出ている時間は、目一杯屋

外で活動する。日常の生活、遊び、労働から子どもの成長に必要な体験を日常的に繰り返すことで

「生きる力」を身につけていく。 

 

② 「TRY＆ERROR」失敗したっていいじゃない 

毎日のゾーン保育を通して、子どもが自分で活動を選択し様々な経験をし、自分の目標に向かって

頑張る力を培う。保育者は教えるのではなく環境設定し、背中を見せて一緒におこなう。 

 

③ 食材・食の循環、環境への意識を育む 

子どもが自らの感覚や体験・労働を通して、自然・ものの性質・生命・食材・食の循環、環境への

意識を身につけていく。 

 

④ 選ばれる園づくり 

基本活動に基づく保育を実践していくことで、保護者も子どもも安心して過ごせる環境を整える。

保育者は実経験や研修から知り得たことをアウトプットし自己変革する。主体的に考え行動する集

団を目指し、保護者、地域との信頼関係を築いていく。 

 

⑤ 小１を知る 

「５歳児と１年生の年間連携計画」を軸に、就学を見据えた保育の実施を目指す。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課の充実 

実践予定内容 戸外活動9時出発・午前午後2回散歩・畑仕事・生き物の世話・長距離散

歩・座禅・雑巾がけ・裸足保育・園側給食・商店街ツアー・銭湯でお風呂

の日・さくらさくらんぼリズム・青空保育の意味を理解し、実践するなか

で、できないことを洗い出し、年度末に向けて完全実施を目指す 

2 計画・ねらい ゾーン保育の充実 

実践予定内容 「生きる力」を育むため、子どもの成長に必要な体験を数多く体験し、日

常的に繰り返すことができる環境つくりと保育内容の充実を図る 

3 計画・ねらい 戸外体験活動 

実践予定内容 戸外活動を通して、土や自然に触れて免疫を獲得し、安全に過ごすための

体の使い方を学ぶ 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者の気持ちに寄り添った接遇 

実践予定内容 清掃と整理整頓でいつみても気持ちのいい園内環境と、明るく元気な挨拶

を心がけ、保護者の方が安心して預けられる環境を整える。 

2 計画・ねらい 全員が MBO 目標として「お迎え対応」を掲げる 

実践予定内容 スタッフ一人ひとりに応じた「理想のお迎え対応」を具体的に設定するこ

とで、全員が、気持ちの良い挨拶、丁寧な対応ができるようにしていく。 

リーダー、主任は、他スタッフの見本となるようさらに上の目標を設定

し、取り組んでいく 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育の参加者増 

実践予定内容 開催時間、開催場所の再検討とともに、内容を吟味し地域の方が参加した

くなる活動を実施する 

2 計画・ねらい 地域の子育て支援の拠点となる 

実践予定内容 園の行事やちきんえっぐのイベントに、地域の方が参加していただけるよ

うポスター掲示や、浦安市の子育てサイトで周知していく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 学び続ける保育士集団になる 

実践予定内容 一人ひとりがテーマを決め、それに沿って学びを深め、講師となり園内研

修を行う 

2 計画・ねらい 園長大学®・保育士大学の動画視聴を奨励 

実践予定内容 月に1本、園で決めた動画を全員が視聴し、その感想を園会議などで共有

する 

3 計画・ねらい 背中を見せられる大人になる 

実践予定内容 畑仕事や生き物の世話、裸足保育、縁側給食をはじめ、さくらさくらんぼ

リズムなど日課を子どもと一緒に行い、自分の仕事を責任もって最後まで

やりとげる、約束を守るなど、子どもの憧れの存在になる 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 自己選択できる環境作り 

実践予定内容 クラス年齢にかかわらず興味関心の赴くまま遊びこめるよう、活動の選択

肢をひろげ、わかりやすく表記をすることで、子どもが自分で選択し決定

できるよう環境を整える 

2 計画・ねらい SDG’s への取り組み 

実践予定内容 17の国際目標を一つひとつ丁寧に紐解き、何ができるかを考え、取り組ん

でいく。 

3 計画・ねらい 食物残差の減量化 

実践予定内容 調理と連携しながら、現状の20％減を目指す 
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小１を知る 

1 計画・ねらい 教育課程を知る 

実践予定内容 実際に、1年生の授業を参観し、就学前までに身に着けておかなければな

らない内容を把握し、保育活動に落とし込んでいく 

2 計画・ねらい アプローチカリキュラムの作成 

実践予定内容 小学校接続を見据えた、アプローチカリキュラムを作成する 

 

 

食の循環を知る 

1 計画・ねらい 育てる、食べる、活用する 

実践予定内容 自園の畑で育てたものを収穫し、食べることを通して、はたけ仕事の楽し

さを味わう。また、加工の際出たごみをコンポストで堆肥にして作物を育

てる際に利用する 

 
 
 

 施設運営  

 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 10人 12人 14人 14人 14人 70人 

 

 

開所時間 

7時00分～20時00分   

 

 

スタッフ構成 (3 月 1 日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 12人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 3人 事務 1人 嘱託医 2人 
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 運営方針 
 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 施設長会議内容共有、子育ての質を上げる会議内容共有、

子どもの様子の共有、園内研修、グループワーク 

給食運営会議 月1回 アレルギー確認、食育・給食の振り返り 

事故防止委員会 月1回 事故・インシデント・ヒヤリハットの振り返りと再発防止 

ケース会議 月1回 要支援時の課題の共有、個別計画の振り返り 

昼礼会議 
月・火 

木・金 

各部署からの連絡、伝達、事故・インシデント・ヒヤリハ

ットの共有 

リーダー会議 月1回 園全体の課題共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人からの伝達事項 

施設長勉強会 月1回 施設長としてのスキルアップのための研修 

食育会議 年4回 マニュアル見直し、各園の取り組み発表 

保健会議 年4回 
感染症の共有と対策、マニュアル見直し、各園の取り組み

発表 

主任会議 年12回 各園の状況共有、課題検討 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育者のスキルアップ研修 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園内全般の衛生管理、職員の健康に留意した職場環境の見直し 

安全対策係 
設備点検、事故防止チェック、事故・インシデント・ヒヤリハットの分

析 

防火管理者 消防計画の作成、避難訓練計画の作成 

食品衛生責任者 食品の取り扱いに関する業務、給食設備の衛生管理 
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畑係 畑の環境整備、植え付け・収穫管理 

絵本係 絵本の管理と入れ替え 

写真係 うちのこ管理画面におけるアルバム内写真整理 

卒アル係 卒園アルバムの作成、発注にかかわる業務全般 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズとの連絡窓口、どろんこ祭り運営サポート 

MY 浦安係 園行事やちきんえっぐのイベントをサイト内に書き込む 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 上半期 

0∼2歳児 

健やかにのびのびと育つ、身近な人と気持ちが通じ合う、身近なも

のと関わり感性が育つ。 

園生活に慣れ安心して過ごせるよう環境を整える。 

 基本的生活習慣を身につけることができるように丁寧な関わりを

心がける。 

 睡眠や食事など個々の生活リズムを考慮し、無理なく園生活のリ

ズムに慣れるようにする。 

 手づかみ食べにより、一口量を知り、自分で食べる喜びを感じら

れるようにする。 

下半期 

0∼1歳児 

異年齢児や友達とのやり取りを通して、好きなあそびが楽しむ。 

階段の上り下りなどを遊びの中で積極的に取り入れ、園内を自由に

行き来する。 

 食事や身のまわりのことをする喜びが感じられるよう、環境を整

え丁寧に関わる。 

 自分の食べられる量を知り、多い、少ないなどを身振りや動作で

伝えられるようにする 

幼児保育 上半期 

3∼5歳児 

園生活に慣れ好きな遊びを楽しむ。 

 基本的生活習慣の確立に向けて丁寧な関わりを心がける。 

 バイキング給食に慣れ、準備から後片付けまでを、自信をもって

行えるようにする 

 保育室の移動の際には保育者間で声を掛け合い、園内のどこにだ

れがいるのかを把握する 
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 さくらさくらんぼリズムや雑巾がけなどの日課による、けがをし

ない強い体を育てると共に、午前中目いっぱい体を動かして遊ぶ

ことでお腹が空くリズムを整える 

下半期 

2∼5歳児 

異年齢児や友達との関わりが深まり、共通のイメージを持ち好きな

遊びを十分に楽しむ。 

 身についた生活習慣を確認しながら共に成長を喜び合い、進級に

期待を持てるような関わりを心がける。 

 洗う、ちぎるなど給食で使用する食材に触れる機会を通して、食

への興味関心を深める。 

 年長を中心に食事や片付けの時間を自分たちで決め、1日のおお

まかな流れを決められるようにする 

 幼児の終わりまでに育てたい10の姿を意識して活動を振り返り

、保育内容の充実を図る 

保育参加 4∼3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食の循環を知る 

実践予定内容 ・年間スケジュールを作り、畑仕事に意欲的に取り組む 

・コンポストを活用し、堆肥を作成する 

・魚の解体をみて、命を頂くことの大切さを知る 

2 計画・ねらい 食材に触れる 

実践予定内容 ・野菜の皮むきや米とぎ、包丁で野菜を切るなどの下処理を行う 

・三色ボードを使い、栄養素を知る 

・朝の食材紹介をする 

3 計画・ねらい 食べる意欲を育てる 

実践予定内容 ・異年齢児で食事をし、年上児が年下児のお世話をする 

・炒める、煮る、焼く、計量する、を経験する 

・こめ組と一緒に献立を考え、必要な食材や栄養バランスについて知る 

・行事食の由来を知り、食べる 

・食に関する絵本や、食材クイズを準備し、給食を楽しい時間にする 
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保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導・歯磨き指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月頃･･･手足口病 12月ごろ･･･胃腸炎 2月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･預かり可能。冷蔵庫にて保管。 

抗ヒスタミン剤･･･1名より預かり済み/事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては4月30日までに受講予定 

AED 使用できるスタッフ 

 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては4月30日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

行政からのお知らせ掲示 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年 4 回/4･7･10･1 月の 25 日  

事故防止チェック 年 4 回/4･7･10･1 月の 25 日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年 2 回/6･12 月の 25 日 

避難消火訓練 毎月 1 回/15 日 

不審者侵入訓練 年 2 回/6・12 月の 25 日 

情報セキュリティチェック 年 2 回/5・11 月 

虐待防止 年２回/4・10 月 

安全指導 年２回/7・12 月 

衛生管理 衛生管理点検表/毎日 毎日 
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衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表/毎月 毎月 25 日 

個人衛生点検簿/毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月 1 回/5 日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認/保険証期限確認 

年 2 回/4･10 月 

身長体重測定 毎月 1 回/20 日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回/６･11 月 

乳児健診 0 歳児のみ生後 6 か月未満 月 1 回 

歯科健診 年２回/６・11 月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年 2 回/4･10 月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月 1 回/園会議冒頭 5 分間 

利用者アンケート調査 年 1 回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたちが活動を選択し、生き生きと遊べる環境作り 

実践予定内容 子どもたちが一緒に遊びたい場所や人を自己決定できるようにする。 

2 計画・ねらい 魅力を感じる環境作り 

実践予定内容 午前・午後、活動場所に関係なく、保育者は子どもたちが魅力を感じる

ような環境作りに努め、生きる力を育んでいく。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 荷物掛け 幼児室 毎日 

2 歯ブラシケース 乳児室 毎日 

3 棚 幼児室 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

 

1 実践予定内容 毎月の消防避難訓練、消火訓練の実施、水防訓練の実施 

2 実践予定内容 防災設備対策の実施（自動火災探知機、煙感知機、誘導灯等） 

3 実践予定内容 年２回の不審者侵入訓練 

4 実践予定内容 ヒヤリハット、インシデント、事故記録簿記載による事故防止と、事故

防止委員会による検討会議 

5 実践予定内容 園内外のハザードマップによる危険個所の確認と安全確認の周知 

6 実践予定内容 門扉を施錠状態にすることで外部侵入者の立ち入り禁止 

7 実践予定内容 光化学スモッグ発生時には、市役所などの情報機関が発信する情報をチ

ェックし発生時には屋外での活動を控える 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域に根ざした保育園として、地域の中高生の体験学習や、保育養成校の実習受け入れ、その他学生

ボランティアなどを積極的に受け入れていく 

1 実践予定内容 中高生の体験学習受け入れ 

2 実践予定内容 養成校の実習受け入れ 

3 実践予定内容 学生ボランティア受け入れ 

 
 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 
 
 
 



20221215 版 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②虐待防止研修 

③マナーについて 

保育士による虐待：子どもへの言

葉がけについて考える 

5月26日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②怪我ケーススタディ 

昨年度のケガ・インシデントの振

り返り・共有 

6月23日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点点 

②救命救急基礎レッスン 

社内講師： 

本部の有資格者に依頼予定 

7月28日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②さくらさんらんぼリズム 

③安全運転管理者研修 

 リズムの基礎を学ぶ 

8月25日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②食中毒 

家庭で食事を作るときに防ぐため

の食中毒予防を学ぶ 

9月22日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②保育所保育指針 

保育所保育指針を読み解き、自園

の保育に生かす 

10月27日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②調理実習(和食) 

③虐待防止研修 

調理員より給食室の使い方・包丁

の取り扱いなどを知り、スタッフ

で調理実習をする 

11月24日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②配慮が必要な児への関わり 

 社内講師： 

つむぎ北千住ルーム奥秋勇太先生 

12月22日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②嘔吐処理 

③安全運転管理者研修 

 感染症が流行る前に嘔吐処理の仕

方をもう一度確認する 

1月26日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②わらべうた 
 昔から伝承されているわらべうた 

2月23日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②バレー 
 スタッフみんなで身体を動かそう 

3月22日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②日々の保育の中で楽しかっ

た、面白かった、悲しかった

エピソードの共有 

 1年間で共有したいエピソードを

それぞれ発表する 
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外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 

 

今年度方針・テーマ 

子育てへの不安、孤独感を和らげる一助となり、ホッとできる場所として保育園を開放し、園児とと

もに過ごす機会を設ける。少し未来のわが子の具体的な姿を知ることで、見通しを持てるような子育

て支援を行う。 

月１回「ちきんえっぐだより」を発行し、年間計画のもと地域交流を行う。 

 
 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：しおかぜ緑道にて 

商店街ツアー 週1回  

世代間交流 こうゆうデイサービスとの交流、小中高生の体験学習の受け入れ 
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異年齢交流 青空保育、南小、東野小、堀江中との交流 

地域拠点活動 青空保育、園庭開放、ちきんえっぐイベント、子育て相談 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

環境の違いに戸惑わないようスムーズに就学できるよう小学校と連携を取っていく 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月10日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 
東野小学校  

5年生 
13名予定 （東野小教室） 子ども間交流 

12月頃 東野小学校  13名予定 （東野小学校） 子ども間交流 

11月頃 
南小学校  

1年生 
２名予定 

授業参観 

（南小学校教室） 
スタッフ間交流 

 

 

 

 要支援児計画 

 

個別支援計画の作成・見直し 

要支援児だけでなく、気になる子として繰り返し園会議や共有の場で名前が挙がる児や保護者が支

援センターなどに相談に行っている児に対して個別支援計画を作成し、月１回の会議の際、情報を

共有し見直しする。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計12回開催予定 参加者：15名予定） 

毎月の会議で子どもの様子や対応について共有・報告・検討を行う 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

小学校への進級に際し、保護者の同意を得て支援センターや学びサポートなどの関係機関への相談を

行い、安心して通える状況を作る。 
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養護教諭や発達支援担当スタッフ、教務主任など小学校スタッフへ引き継ぎがスムーズに行えるよ

う、該当施設を経由して行う。 

 
 

 

 子育て支援事業 

 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（金）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 隔週（月）10:00～12:00 

どろんこ自然学校 隔週（月）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月 1 日発行 

青空保育 月 1 回 公園名：しおかぜ緑道 

 

 

 

 園運営の向上 

 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

2023年6月15日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：13時30分 

自己評価終了予定時刻：14時30分 

自己評価実施予定者：山崎、森、小野、坂本、飯島 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：8月25日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 ・地域交流が盛んになり、在園児と在宅児が共に過ごす 

・地域に向けて、自演の保育や研修を公開する 

・スタッフをゾーン別に配置することで、遊び十分に保障する 

振り返り ・新型コロナウイルスの感染状況が落ち着かず、地域の在宅児がちきん

えっぐ等に参加することはほとんどなかった 

・午前中は、0～5歳児が入り混じって戸外散歩に出ることができた

が、給食～夕方にかけては異年齢での関わりがあまり持てず、クラス単

位での活動になってしまうことが多かった 

 

 

当年度以降の 3 カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・原点に立ち返り、基本活動を丁寧に取り組む 

・子どもの興味・関心に合わせた、子ども中心のゾーン保育を実践する 

重点施策 ・全スタッフが基本活動の目的や意味を理解しながら日課、基本活動を

丁寧に取り組む。大人同士がお互いの考え方、価値観の違いを認めて面

白がり、誰でも生き生きと挑戦できる環境を作る。TRY＆ERROR を大

切にしながら、一人ひとりの強みや特性を生かした保育を行う 

・登園してからの流れが身に付き、1日を通して自分の行きたいゾーン

で過ごす 

2024年度 目指す姿 ・チーム保育の確立。保育者は指示をせず、子ども自身が自分で考えて

行動する姿を見守る集団となる 

重点施策 ・保育に必要なコミュニケーションを取り、大人同士がお互いの考え方

価値観の違いを認め、誰もが生き生きと挑戦できる環境を作る 

・1日を通して自分で考えて行動できるよう、保育者は環境を整え、好

きな遊びを十分に楽しみながら過ごせるようになる 

2025年度 目指す姿 ・保護者、地域との繋がりを深め、選ばれる園、愛される園を目指す 

・ドキュメンテーションを通じて、児一人ひとりの様子を全員が把握

し、自分の言葉で伝えられるようになる 

重点施策 ・大人も子どもも、主体的に考えて行動する集団になる 

・学年、クラスに捉われず、子どもを多角的にみることで、全ての子ど

もの育ちをすべての保育者が把握し、その家庭環境や背景までも、共有

して対応する 

 

 

以上 

 

作成日：2023年3月15日  作成者：浦安どろんこ保育園 施設長 吉野 美和子 
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２０２３年度 ふじみ野どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 基本方針 
  

「成長を楽しむ」 

子どもも大人も成長を感じられる施設運営を目指します。 

 

〇自分でできることを自分でする 

〇感じたこと・考えたことを表現する 

〇すべての人との関わりから判断・行動を身につける 

〇活動を選択し、自分で考えて行動する 

 

① 子ども一人ひとりの育ちに合った適切な環境の中で、保育士が子どもの自ら学ぶ機会を排除する事

なく、時には大人がやってみせ、生きる力のある心も身体も逞しい子どもを育てていく。また、ヤ

ギの世話や畑仕事、焚き火などのホンモノの体験である原体験を通して、自分の力で健康で安全な

生活をつくりだす力を養う。 

② 保育所保育指針、保育理念、方針に則り、人との関わりを大切に子どもの様々な思いや表現を受容

し、認め、共感する事を大切にしていく。子どもの内面の豊かさを育むため、自ら興味・関心のあ

るものを選び、主体的・自発的に生活や遊びを展開できる環境、安心し、集中して遊びこめる空

間・時間の環境を創っていく。 

③ 子どもも大人も安心して集える温かく愛に溢れる場所を目指し、すべての人や物に感謝の気持ちを

大事にしていく。  

④ 大人の子どもへの関わり・言葉掛けが子ども達の内面の発達に影響する事を意識し、丁寧に関わり

をもつ。関わり合いの中でのぶつかり合いや失敗体験を通し、思考・工夫し、感情のコントロール

をする、非認知能力を育む環境づくりをしていく。 

⑤ 一人ひとりの個性を大事にした保育実践を行ない、様々な人と関わりながら自分を認め、自己肯定

感を育む場所となるよう、併設園を活かした多様なインクルーシブ保育を実践していく。 

⑥ 子育て情報の発信・保育園の開放・育児相談等、保護者の立場にたち、利用者一人ひとりの目線に

おりた関係をもち、皆で子ども達を育んでいく。子ども・保護者・職員・地域に愛され選ばれる園

を目指します。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい 保護者と共に子どもを育て、人との関わり・日々の生活の中での発達の成

長・育みを保障していく。 

実践予定内容 日々の保育実践を共有していく。ポートフォリオやドキュメンテーション

の活用。 

2 計画・ねらい 子どもの気持ちに寄り添い、個を認め、見守り、主体的に活動できるよう

最後まで見届ける保育をしていく。 

実践予定内容 子ども一人ひとりを人間として捉え、人権を大切にし、安全に生活を送る

ことのできる様、危機管理意識をもつ。常にアンテナを張り、心を置き、

流さない思考を大事にする。 
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3 計画・ねらい 心身発達の理解を深め、活発な対話のできるチームで一つのものを創り上

げる保育実践を行なっていく。 

実践予定内容 自分たちで学び、発表していく、アウトプットを繰り返し行う。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

 

1 計画・ねらい 保育の見える化 

実践予定内容 日々の保育、園内外での子ども達の様子・成長が伝わるような視覚的な情

報の発信、送迎時の対応を通し、関係づくりに全職員で努めていく。 

2 計画・ねらい 子ども達を共に育てる 

実践予定内容 「子どもを真ん中に」を捉え、子どもにとって何が大切か考え、共有し合

える関係、関わり合うことを大切に互いに子どもを育むパートナーである

事を意識し、関係づくりをしていく。 

3 計画・ねらい 利用者のニーズに合わせた選ばれる施設を目指す 

実践予定内容 いつでも気持ちの良い施設を維持する。保護者の目線に降りた対応を心掛

ける。 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 地域の憩いの場の提供。 

実践予定内容 地域のニーズを捉え、子育て世代の方同士の繋がりや多世代の憩いの場と

なるよう、園に留まらず、園外へ向かう支援を行なっていく。 

2 計画・ねらい 子育て支援の相談や情報収集できる場。 

実践予定内容 保育園行事への参加・交流等、大人も子どもも様々な体験ができる拠点と

し、子育て支援の場としての役割を果たしていく。保育園と地域が共に支

え合える、安心できる風通しの良い保育環境を構築する。 

3 計画・ねらい 支援内容の発信と利用しやすい環境構成。 

実践予定内容 ちきんえっぐ、つむぎカフェ、園の保護者の方々の見えるスペースに活動

内容を掲示することや、ブログの発信を行う、つむぎのパンフレットを関

係機関に置く 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

職員一人一人が自分の持っているスキルの向上を図ると共に、チーム力の向上を目指します。職員全

員が自分事としての意識を高めることで、共に育ち、影響し刺激しあえる人材育成を行います。 

1 計画・ねらい 子どもの心の動き、気持ちに気付く事のできる職員集団となるため、子ど

もの様子を日常で共有できる「対話的で個を尊重しあえる」環境を構築し

ていく。チーム保育の実践。 

実践予定内容 あそびに夢中になれる環境をチームで考察し、保育者同士が積極的に情報

共有・意見交換することで多面的に子どもを捉え、個々の理解を深める 

2 計画・ねらい アウトプットを意識し「振り返り」をしっかり行いファシリテーション能

力を高める。個々の学びを深めると共に、園全体の質の向上を目指す。 
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実践予定内容 実践報告会や発達の学びを個々に行う。聞くだけの研修から、誰もが学ん

で伝える研修意識していく。 

3 計画・ねらい 職種（保育士、看護師、調理師、用務、事務）、経験、年齢にとらわれ

ず、全職員が保育者として一人ひとりの子どもに向き合うことを基本とす

る。それぞれの専門性を存分に生かし、子どもの主体性を引き出す保育を

行う。 

実践予定内容 各専門分野を理解した上で、色々な角度からの関りを実践していく。 

 

 

環境実施目標 

 

1 計画・ねらい 食の循環・環境への配慮、意識を育む保育 

実践予定内容 畑仕事（種まき・育てる・間引く・収穫）・食材の加工（梅・味噌・ケチ

ャップなど）生き物の世話・命をいただく活動 

2 計画・ねらい 食材の循環サイクルの実行 

実践予定内容 給食調理における破棄を減らす、残渣やヤギ糞鶏糞の再利用など、「捨て

る」ではなく「有効活用」の視点を持つ、コンポスト設置 

3 計画・ねらい 陸の豊かさを守る活動の実施 

実践予定内容 木育として木材を利用した活動の実施、園庭改良、木陰を感じる空間の維

持、ペーパーレス化 

 

 

リズムあそびの充実化 

 

1 計画・ねらい 計画：園会議毎にリズム研修を行う 

ねらい： ケガをしない丈夫な体つくりを行う 

実践予定内容 基礎となるリズムの習得、集団リズムの習得を図る。 

実践し振り返りを行う 

2 計画・ねらい 計画：スキル講座の主催をする（リズムを行うモデル園となるよう） 

ねらい：主催する側となることで、手本となることを経験する（自身とル

ームのスキルＵＰにも繋げる） 

実践予定内容 園会議での園内リズム勉強会を行う。 

実践と振り返りを行っていく。 

3 計画・ねらい 計画：集団リズムを取り入れていく 

ねらい：ケガをしない丈夫な体つくりを行う中、他者と関りながら体を動

かす楽しさを経験する 

実践予定内容 幼児を中心に集団リズムを取り入れていく。 

乳児はわらべ歌や、触れ合い遊びを取り入れていく。 
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ふじみ野の伝統を園と共につくる 

 

1 計画・ねらい 荒馬踊り、太鼓を活動に取り入れていく 

現在子どもたちがとても興味をもって取り組んでいる民舞のため、更に学

びを深めふじみ野の特色となっていくよう活動に組み込んでいく 

実践予定内容 リズム体操の後に荒馬踊りを取り入れる。 

現在は馬役を子どもが行っているが、跳人役やお囃子をする役も設け、自

分の得意分野で参加できるようにしていく 

2 計画・ねらい 運動会や地域の方に向けて披露する機会を設ける 

披露することで自身に繋がる場の提供を行う 

実践予定内容 運動会での披露、地域の方を呼んで披露等、披露する場を作る 

ブログで活動の様子を発信していく 

3 計画・ねらい すべての職員が太鼓、笛、踊りのいずれかの知識を深める 

職員全員が子どもに対し伝承者となれるようにする 

実践予定内容 園内勉強会として盛り込む。 

習得した職員が次の職員へ教えていけるよう、伝承していくことを大切

に、知識を深めていく 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 18人 18人 20人 20人 20人 102人 

 

 

開所時間 

     

７時00分～20時00分   

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 14人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 -人 

パート 

スタッフ 
保育士 3人 補助 -人 調理 -人 事務 2人 

用務 1人 
再雇用スタ

ッフ  
-人 嘱託職員  -人 嘱託医  2人 
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 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 行事の振返り実践報告、ディスカッション、研修計画に基

づいた園内研修 

給食運営会議 月1回 食育会議、食に関するエピソード共有、ディスカッション 

事故防止委員会 月1回 自園の事故やケガの検証、他園の事故やケガの共有 

ケース会議 
月1回 子どもの様子・状況の共有、対応について 

つむぎとの連携・情報の共有 

リーダー会議 
月1回 園長・リーダーによる園運営・各クラスの連絡・課題の抽

出及び検討 

各係・担当会議 随時 業務の見直しと改善、行事の進め方や進捗状況 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での運営課題の解決・連絡・共有 

施設長勉強会 月1回 園運営改善の為のディスカッション・学び合い 

食育会議 年4回 
法人全体での給食業務改善・検討 食育計画の振返り・実

践報告 

保健会議 年4回 衛生面・感染症マニュアルの確認・検討 各園の実践報告 

主任会議 年6回 
各園の課題改善アクションプランの進捗確認と共有、マネ

ジメント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 
コンピテンシー実践の共有、テーマに即した実践の共有と

振り返り、エリア内での情報交換 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
園内の衛生管理や備品管理 安全管理 

感染症予防・対策 管理点検 
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安全対策係 
避難訓練・消火訓練・不審者訓練の計画・実施・振返り 

防災実施点検の管理・設備点検・事故防止点検の実施・振返り 

防火管理者 
災害対策・消防計画に則り避難訓練の実施・自主点検の実施 避難訓練の

計画・実施・振り返りを行う 

食品衛生責任者 給食・提供食材の安全・衛生管理 

畑係 
年間畑計画に則り、子どもと共に行う畑活動の実施・計画の 振り返り及

び検討 畑の管理 

生き物係 
飼育動物の健康管理・飼育活動の意義の理解・計画の検討 

飼育環境整備 

美化係 園庭・室内の清掃整備の計画・伝達 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 
保護者と共に計画・実行を行う 

地域との連携・連絡窓口 

保育環境整備係 
園庭・室内の環境整備・どろんこサポーターズとの連携・整備作業の計

画・実施 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求に応え、保育者情緒的な安定した信頼関係を築く 

・個々の発達を把握し、充分な探索活動が出来る環境を保障し外界へ

の興味に繋げていく 

下半期 

0～1歳児 

・子ども自らが、主体的・自発的に活動し、様々な体験を積み重ねる 

・身近な人との応答のある安定した関わりの中で、充分に身体を使

い、満足感 の得られる遊びを充分にしていく 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢の関わりの中で自分の思いを十分に表現し、相手の思いに気

づく 

・自ら興味関心のもてるような環境の中、発見や工夫を楽しめる遊び

を充分に保障していく 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢の関わりの中、達成感・充実感を味わう活動を行い、友達と

力を合わせたり、助け合ったりする様々な経験ができる環境を整えて

いく 
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・関わりの中、様々な葛藤を経験し、自分で考え、工夫し自ら行動で

きる様、また自分たちで約束事やルールを決め、活動できるようにし

ていく 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・2023年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「2023年度

年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

 

1 計画・ねらい 好きな物を、好きな場所で好きな人と食べる 

食を通して、皆で食べることの楽しさの体験を、食を通しての」コミュニ

ケーションを図る 

実践予定内容 縁側給食を通して、四季を感じながら食べる場所の提供 

自分の食べたい物を自分で配膳できる環境設定 

2 計画・ねらい 食の循環 

０からの食を学ぶことで食を通して学ぶ 

実践予定内容 畑で野菜を育て、収穫、調理、食す、加工品をつくり調理に使用する等 

畑仕事、調理活動を活動の中に取り入れていく 

3 計画・ねらい お腹が空いたという経験通して食への意欲を高める 

食事の時間だから食べるのではなく、お腹がすいたことを感じることで食

に対する意欲を高められるようにする 

実践予定内容 リズム、散歩、園庭遊び畑仕事、ヤギの世話など、９：００からの活動に

参加し沢山体を動かす 

 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・11月） 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 
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スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い・うがい・歯磨き・性教育（年長児）等、実施 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～9月頃･･･プール熱・手足口病・ヘルパンギーナ・とびひ・溶連菌

感染症 

11～2月頃･･･インフルエンザ・流行性胃腸炎・RSウイルス感染症 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ・エピペン･･･現在預かりなし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在24名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については3月24日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
本日現在25名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 

園会議にてロールプレイなど、学習会 年間2回 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 
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健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

環境整備 

自分で考え、自分で選択し、自分で行動できるよう、環境を整えられるよう、常に職員で環境構成を

話し合い、振り返り、改善を行っていく。また、来所されるすべての方が心地良いと感じられる環境

を保つ。 

1 計画・ねらい 計画：園庭、室内の整理整頓を徹底する 

ねらい：子どもたちが自然と片付けの習慣が身につくような環境を整え

る 

実践予定内容 大人が片付けている姿勢を見せていく 

物の場所が分かるようにする 

2 計画・ねらい 計画：環境整備委員会の設定 

ねらい：美化意識を高められるよう、組み立てを行う 

実践予定内容 園庭、室内の環境整備や安全に考慮した環境を整えられるよう話し合

い、全体に周知していく 

3 計画・ねらい 計画：必要な物を揃える 

ねらい：必要な物を考え、揃え、管理する姿勢を皆が持つことで過ごし

やすい環境を作る 

実践予定内容 必要な物を揃える、定期的な環境点検 

教材の見直しを適宜おこなっていく 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション １歳児室、幼児室 毎日 

2 ジャグ台 縁側、幼児室 毎週土曜日 

3 飼育台 玄関 毎週土曜日 

4 ベンチ・テーブル 園庭 毎日 

5 かまど 園庭 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成、避難訓練・消防計画を行う。火

災・地震発生時の避難方法を確認。アプリを使用し、園児の情報を発信す

る 

2 怪我・事故防止 事故防止チェックリスト・設備点検チェックの実施。怪我発生時、対応フ

ローチャートに従う。ヒヤリハット報告書・インシデント報告書の検証を

し、再発防止策に重きをおき、怪我や事故、保育の見直しを行う。職員同

士の対話を大切にし、情報の伝達・共有を職員皆で行っていく。上級者救

命救急資格取得・消防職員による園内講習（ＡＥＤ・応急手当・エピペ

ン・ダイアップ）を行う 

3 防犯 年２回不審者訓練の実施、笛の携帯・送迎者の把握及びつむぎルーム・子

育て支援 センター利用者へ言葉掛け・インターフォンでの確認を行い、

地域との連携をし、安全・防犯への意識づけをしていく 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・注意報等を把握し、発生時には

発生時対応を行政連絡、対応をする。園児・職員は室内で過ごす、健康状

態の確認をする 

5 その他 遠足時、バスを利用する際の児童の発達の把握をし、乗車が適切であるか

の検討・計画の立案をし、乗車時のルールの確認や意識づけをする。 

リスクマネジメント会議・各リーダー会議・事故防止委員会を中心として

行う 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

1 実践予定内容 ・地域の中の保育園という意識や次世代育成の観点から積極的に受け入

れを行い、実習生や生徒一人一人の様子に合わせた温かい受け入れの体

制を整えていくことを職員全体で意識の底上げを図る。 

2 実践予定内容 ・コミュニケーションを取り、社会の中で関わりが持てるよう、育成を

していく。 

3 実践予定内容 ・中学・高校の職場体験を受け入れ、事前に学校との連携を図り、体験

活動を通し、子どもとの関わりの中で、様々なことを感じてもらえるこ

とのできる様にする。また、今後も繋がれる環境をつくっていく。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

① コンピテンシーNO3.「計画・実行する」、NO.4「判断する」を、年間を通して実施し常に

より良くするために振り返ることと、学び・努力するプロセスを大事にする。 

② 各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法や教材教

具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援や発達についてのポイントを全体で共有す

る。 

③ 発表力・表現力・伝え方を実践の中で学び、発信力を園全体で高めていく。 

 

 

2023年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 危機管理 

③ 食育研修 

 ・子どもの安全な環境づくりに特化

し、法人マニュアルの理解・確認を

し、基本に沿った対応が全職員でき

る様にする。 

・小グループによるディスカッショ

ン及び発表 

5月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  発達研修発表会 

 ・発達を理解した上で、保育実践し

ていけるよう各自学びの発表・ディ

スカッションをしながら皆で学びあ

う。 

6月9日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 水の事故・プールあそび 

③ さくらさくらんぼリズ

ム・民舞 

 ・マニュアルの確認・理解をし、プ

ール遊びの役割分担・保育の見直し

を図る 

・日本の伝統文化の伝承として民舞

に触れる機会を設けていく 
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7月7日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② Web研修 

・園長大学®･保育士大学の研修動画

を用いた研修を行う。 

8月4日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育実践の振り返り 

 ・発達を理解した上で保育実践して

いけるようディスカッションをしな

がら皆で学び合う。 

9月8日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② テーマに沿った勉強会 

 ・事前に課題や学びたいテーマを出

し合い、小グループによるディスカ

ッションをしながらインプットアウ

トプットを意識して学び合う。 

10月6日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  民舞 

③さくらさくらんぼリズム 

 ・日本の伝統文化の伝承として民舞

に触れる機会を設けていく 

11月10日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② テーマに沿った勉強会 

・事前に課題や学びたいテーマを出

し合い、小グループによるディスカ

ッションをしながらインプットアウ

トプットを意識して学び合う。 

12月8日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② テーマに沿った勉強会 

・事前に課題や学びたいテーマを出

し合い、小グループによるディスカ

ッションをしながらインプットアウ

トプットを意識して学び合う。 

1月13日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②保育実践の振り返り 

・自園の弱みを改善するためのディ

スカッション 

2月９日 18:00～20:00 次年度に向けて 運営方針・策定会議 

3月８日 18:00～20:00 次年度に向けて 策定会議 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社
園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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内限定公開講座 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域との関係を深め、町会との関係を密にして地域の行事にも積極的に参加し、地域の中の保育園

を目指す。又、近隣園や近隣施設との交流の機会を持っていく。 

オンラインを利用し、交流の幅を広げ、経験・交流の機会を多く持っていく。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：亀久保西公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・高齢者との交流（発達支援センター訪問・世代間交流開催・伝承

遊び会実施） 

・中学校体験学習受入れ 

異年齢交流 ・小学校・他保育園・子育て支援センター利用者との交流 

・つむぎとの交流 

地域拠点活動 ・青空保育・ちきんえっぐ・子育て支援拠点・子育て相談等 

・町会の交流（防災避難訓練参加など） 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 小学校との連携の計画 

今年度方針・テーマ 

就学時の成長発達の情報共有・就学後の繋がりも見据え、アプローチカリキュラムを基に、話し合

いの機会をもっていく。 

要録持参時に丁寧に細かく連携をもつようにし、小学校行事参加をし、交流を図っていく。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月10日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 
三角小学校  

1年 
20名予定 

校庭交流（三角小校

庭） 
子ども間交流 

6月頃 近隣小学校 20名予定 
どろんこ祭り（当園

幼児保育室） 
子ども間交流 

1月頃 

東原小､三角小､西原小 、

鶴ヶ丘小、亀久保小、福

岡小、大井小、西小、さ

ぎのみや小 

1年 

各2名予定 
授業参観（各小教

室） 
職員間交流 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

子どもの様子・発達状況を把握し個別計画の立案、具体的且つ個の発達を大切にした関わりを職員全

体で共有していく。個を認める保育・異年齢保育・インクルージョン・主体的活動を繋げ、計画の立

案をしていく。個々のよいところに気づくことのできる関わり合い、自己肯定感を育む環境つくりを

し、人との関わりの中で人と支えあい、社会参加することのできる力を育む環境・保育実践を行う。 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：10名予定） 

丁寧な関わりを必要とする発達が緩やかな子への関わりを中心とした計画を立て、実践で有効なＰＤ

ＣＡを取り入れ、職員皆での共通理解・情報の共有を行い、保育を展開していく。 

 

進級引継、および、小学校への引継 

就学児の様子状況を学校、校長を中心に養護教諭・発達支援担当・１年担当教諭へ細かな引継ぎを行

う。（手立て・家庭状況等）教育委員会・連携施設通所が必要と判断した場合、保護者の了承を得

て、関連機関との相談を行い、連携をもつ。 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（木）10:00～12:00 
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どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：亀久保西公園にて開催 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

2023年10月25日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻： 14時00分 

自己評価終了予定時刻： 16時00分 

自己評価実施予定者： 施設長、主任 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 併設園としてインクルーシブ保育の実践を行ってきた。混ざり

合い、話し合いを重ね、子どもたちが遊び込める環境の充実。

保育のねらいの共有。 

振り返り かまどを中心とした活動の中で、多様な関わりができた。遊び

込める環境の充実、保育園、つむぎのどちらかに偏らない計画

や保育実践が更に求められると感じる。 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ○自園の強み・特徴を生かした、にんげん力のある職員集団となる。 

〇インクルーシブ保育実践、リズム実践・民舞実践のモデル園となる。 

重点施策 子どもたちが、じっくり集中して意欲的に遊び込むのに必要な環境を構

成し、常に振り返れる環境を構築する。 

実践・振り返り・学びの共有をシステム化していく。 

深掘りした発達の学びができる環境を構築する。 

2024年度 目指す姿 〇専門性を共有し、園全体の底上げをする。 
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〇大人も子どもも楽しめる環境構成を整える。 

重点施策 個々に学んだことをアウトプットし、常に学び続ける。 

計画・実行・振り返りを繰り返していく。 

2025年度 目指す姿 〇担当の壁を越えた保育計画・実践を構築し、地域の子育ての拠点とし

て、子育ての楽しさを伝える園となる。 

〇インクルーシブ保育の実践をし、交じり合いの最高品質を構築する。 

重点施策 併設園でしかできない事に挑戦し続け、専門性を学び合い担当の壁をな

くしていく。 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：ふじみ野どろんこ保育園  施設長 内田あゆみ 
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２０２３年度 武蔵野どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

・子育て理念「にんげん力。育てます。」 

・子育て目標「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

・インクルーシブ保育・つむぎ武蔵野ルームとの連携。「一人ひとり丁寧に」「みんなと一緒に生活

する」ことを目指す。 

・Doronkoの子育てで見に付く6つの力 ①「ケガをしない強い体を育てる」 ②「自分でできること

を自分でする」 ③「全ての人との関わりから、判断、行動を見につける」 ④活動を選択し自分

で考えて行動する」 ⑤「生死を知る 食の循環を知る」 ⑥「感じたこと・考えたことを表現す

る」を育める保育を実践していく。 

・どろんこ会グループの日課 8時15分より「さくらさくらんぼリズム」「座禅」「雑巾がけ」、

「戸外活動9時出発」「畑仕事」「生き物の世話」を実践する。 

・保育の質を上げる、大人のにんげん力UP。園内研修の充実を行いインプットしたことをアウトプッ

トしていく場を企画し自己変革に繋げていく。コンピテンシー追求を行いながら保育のスキルを上

げていく。 

・保護者・来訪者がいつ見ても整理整頓されている保育園作りをし、相手の気持ちに寄り添い対応が

できるスッタフ集団にしていく。 

・畑改革。発達支援 つむぎ 武蔵野ルーム、就労支援武蔵野 つむぎルームとの連携をとりながら1年間

畑を活かし、食の循環に繋げていく。 

・小学校とのつながりができるよう、計画、実施をする。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい インクルーシブ保育…個性の違いを認め合い、その違いを踏まえたうえで

どのような関わり方をするのが望ましいか生活の場で学び、今後の社会で

生き抜くうえで必要な力の基盤を育てる。 

① 他者との協同 ②感情コントロール ③目標の達成 ④成長を楽しむ 

実践予定内容 つむぎスタッフ交えたケース会議 

子ども観の共有（子どもについて話しあう） 

子どもの成長の共有（成長を楽しむ） 

2 計画・ねらい 続・原点回帰：どろんこ会グループの日課・基本活動へのこだわり 

子どもたちが自ら活動を選び行動し毎日充実した日々を過ごしている。 

実践予定内容 日課８：15開始、戸外活動９：００出発を行う。 

園会議（日課、基本活動の学びを深める） 

子どもたちが自分でできる環境作りを行う。 

3 計画・ねらい 大人のにんげん力UP。 

コンピテンシーの追及。 

スタッフ一人ひとりスキルアップ。 

実践予定内容 コンピテンシーの実施。 

スタッフ面談の充実。（目標に対しての進捗の確認） 
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園長大学®・保育士大学講座視聴。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 朝の受け入れ・お迎え対応の充実 

実践予定内容 保護者の立場に立ち、笑顔で受け入れ、お迎え対応ではエピソードを伝え

ていく。（タイムラインの充実） 

2 計画・ねらい 個人面談実施（随時・月間） 

実践予定内容 保護者一人ひとりの気持ちに寄り添い、話し合える機会を作っていく。 

7～８月頃個人面談月間を設けていく。 

3 計画・ねらい 保護者同士の交流を深める。 

実践予定内容 保護者懇談会、どろんこ祭り、運動会、生活発表会等で、保護者交流が活

発にできるように仲立ちをしていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 発達支援つむぎ  武蔵野ルーム、発達支援つむぎ 田無ルーム、就労支援つ

むぎ 武蔵野ルームとの連携 

実践予定内容 インクルーシブ保育。「一人ひとり丁寧に」「みんなと一緒に生活する」

ことを実践していく。 

近隣園との関わりを持っていく。 

2 計画・ねらい 保育所体験、自然食堂、自然学校、芸術学校、寺親屋、青空保育の実施。 

実践予定内容 毎月の地域子育て支援を周知して、立ち寄りやすい保育園を目指してい

く。保育所体験では保護者と一緒に保育園生活を体験してもらい、自園の

良さを知ってもらう。 

3 計画・ねらい 小中高生職業ボランティアの受け入れ実施。 

実践予定内容 保育士の仕事をみてもらう機会を設けていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 発達について 

実践予定内容 発達支援つむぎ 武蔵野ルームのスタッフが講師になっての勉強会（毎月）

を行う。 

2 計画・ねらい Doronkoの子育てで見に付く「6つの力」の勉強会を園会議内で行う。

（毎月）個人またはクラスで担当する。 

実践予定内容 「6つの力」を考え、掘り下げて具体的なアクションプランを話し合い、

実践していく。 

3 計画・ねらい 園長大学®・保育士大学講座勉強会 

実践予定内容 講座を視聴し、ディスカッションをおこなう。 

 

 

環境実施目標 
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1 計画・ねらい 畑―1年間を通しての活用。 

実践予定内容 畑改良を行った区画で野菜や花を育てる。 

2 計画・ねらい 室内環境整備「毎日きれいな保育室の持続」。 

実践予定内容 内部監査チェックリストを用いて毎月チェックする。 

 

 

続・原点回帰 「日課にこだわる」（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい さくらさくらんぼリズム8：15開始。 

実践予定内容 全クラスで行う。年上児が見本を見せていく。 

2 計画・ねらい 散歩9時出発 

実践予定内容 アクションプランを立てて実践していく。毎月振り返りを行いトライ&エ

ラーをしながら9時出発を目指していく。 

3 計画・ねらい 畑仕事 

実践予定内容 「毎日畑に行き畑仕事をする」ことを習慣化していく。 

子どもたちから「畑仕事に行く」と行動ができる環境設定を行っていく。 

発達支援つむぎ 武蔵野ルーム、発達支援つむぎ 就労支武蔵野ルームと連携

していく。 

 

 

子育てで身に付く「6つの力」（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 「6つの力」③「全ての人との関わりから、判断・行動を見に付ける」の

体験活動 

実践予定内容 インクルーシブ保育 

2 計画・ねらい 「6つの力」①「ケガをしない強い体を育てる」の体験活動 

実践予定内容 日課の習慣、長距離散歩 

3 計画・ねらい 「6つの力」⑤「生死を知る」「食の循環を知る」の体験活動 

実践予定内容 食の循環を知る（畑仕事、クッキング体験、魚の解体ショー） 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 
児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 15人 18人 20人 20人 20人 99人 

 

 

開所時間 
７時００分～２０時００分   

 

 



20221215版 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 １2人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 1人 

施設長 1人 主任 1人 
用務・バス

運転手 
1人   

パート 

スタッフ 
保育士 4人 用務 1人 事務 1人   

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育の懸案事項、園内研修、コンピテンシー、行事内容の

確認、ディスカッション等 

給食運営会議 月1回 喫食状況、食育計画、アレルギー児確認、献立振り返り等 

事故防止委員会 
月1回 事故記録簿、インシデント、ヒヤリハットの検証、再発防

止策検討等 

ケース会議 月1回 支援計画（振り返り、来月の支援計画） 

各クラス会議 週1回 クラス運営について（週案、月案の立案） 

昼礼 週1回 各クラス懸案自王共有、各連絡事項の共有 

リーダー会議 週1回 スタッフからの課題の抽出 

乳児会議 毎日 申し送り事項の情報共有、午後の活動の確認と共有 

各係、行事会議 随時 各係、行事企画等の詳細検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 本部より園運営に関する事項の確認 

施設長勉強会 月1回 施設長としての保育における課題点のディスカッション 

食育会議 年4回 園の栄養士、調理師、施設長による食育の質をあげる会議 
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保健会議 年4回 看護師、施設長による保健活動の質をあげる会議 

主任会議 年4回 
各園の課題改善アクションプランの進捗確認と共有。マネ

ジメント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 園代表スタッフによる保育内容に関する研修 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

美化衛生管理係 施設内の衛生状況の確認、および徹底 

環境係 保育環境の検討、整備、確認 

防火管理者 火災予防と有事の際の避難訓練計画及び実施 

食品衛生責任者 食材の発注および品質管理 

畑係 年間計画をもとに畑の管理、必要物品の手配 

生き物係 生き物世話全般の計画、実施、餌等の必要物品の手配 

図書係 園内の図書の管理、必要図書の購入 

卒園アルバム係 卒園アルバム内容の検討、実施、作成 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 
どろんこ祭りの計画、実施。保護者への呼びかけ。どろんこサポーター

ズ募集。 

運動会係 運動会の計画、実施。 

生活発表会係 生活発表会の計画、実施。 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・保育士とゆったりとした関わりの中で、安心してひとりあそびを充

分に楽しむ。 

・よくあそび、よく食べ、よく眠る。 
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・戸外活動を充分に行う。 

下半期 

0～1歳児 

・室内や戸外で好きなあそびを存分に楽しむ。 

・保育士との信頼関係のもと自我が芽生え、自分の要求や思いを伝え

ようとする。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・友だちとの関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現しなが

らあそぶ。 

・自分で活動を選択し、自分で考え行動しながら、好きなあそびを存

分に楽しみ達成感を味わう。 

下半期 

2～5歳児 

・自分の要求や思いを言葉や行動で表現しながら、友だちの要求や思

いを受け入れようとする。 

・自分で考え行動しながら、何事も意欲的に取り組み、達成感を味わ

う 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 
・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食べることの楽しさと食への意欲を育てる。 

実践予定内容 ゆったりとした食事時間にできるように、環境を整える。 

2 計画・ねらい 噛む力や食べる意欲を育てる。 

実践予定内容 子どもたちの食べる姿を見て、食材の大きさや固さ、盛り付け方を配慮す

る。 

3 計画・ねらい 空腹のリズムを確立し、食に対する意欲を育てる。 

実践予定内容 お腹が空いた状態で帰って来られるように、散歩９時出発を目指し、午前

中めいっぱい活動する。 

4 計画・ねらい 食材の大切さや感謝の気持ちを育む。 

実践予定内容 畑仕事を通して食の循環の直接体験を行う。 
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保健計画 

園児健康診断 年２回（５月・１１月） 

歯科検診 年１回（●月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導・歯磨き指導・熱中症対策・生活リズムについて・性教育 

流行が予測される感染症 

通年®®®新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい®手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

７．８月頃®®®伝染性膿痂疹、手足口病、流行性角結膜炎、咽頭結膜

熱、ヘルパンギーナ、水いぼ、ヒトメタニューモウイルス 

７～３月頃®®®RSウイルス感染症 

１１～３月頃…ウイルス性胃腸炎(ノロ・ロタウイルス感染症)、イン

フルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ®®®１名より預かり済み／事務所にて保管 

エピペン®®®１名より預かり済み／事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在全員が、研修受講し、修得済み 

未受講のスタッフ１名については９月３０日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

AED設置なし（武蔵野徳洲会病院にあり） 

本日現在１名が、研修受講し、修得済み 

未受講のスタッフが６月３０日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

園児の健康状態を把握。既往歴・予防接種歴の把握。 

水あそびの際の安全・衛生管理。 

健康保険証・乳児医療証の有効期限確認。 

身体測定毎月２０日。 

園会議にて職員への保健関係の情報提供・指導。 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、手洗い指導を

行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4®7®10®1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4®7®10®1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6®12月の25日 
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避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6®12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5®11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4®10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／5®11月  0歳児は年12回 

歯科健診 年1回／●月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4®10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 乳幼児の育ちを捉え、環境設定や環境構成を具体的かつ意図的に整え、

継続的に、点検・整備・改善を行い必要に応じて新たに製作していく。 

実践予定内容 ・環境会議の実施。（毎月）・園会議で子どもの発達について学ぶ時間

を設ける。 

2 計画・ねらい 子どもが自ら環境に関わりながら、好きな場所で好きな仲間と遊び込む

経験ができるように環境つくりをする。 

実践予定内容 ・子どもの姿をテーマにした会議（毎月） 

3 計画・ねらい 必要なものが必要な場所、必要な量、整理整頓されている状況を維持

し、必要な時にそれが使えるようにする。 

実践予定内容 ・整理整頓の視える化 ・衛生管理、清掃の役割分担 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 
手作り遊具・家具一覧 
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No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 各保育室 毎日 

2 園児荷物かけ 幼児保育室 毎日 

3 製作棚 幼児保育室 週１回 

4 ベンチ 調理室前 週１回 

5 大きな家の枠組み 乳児保育室 毎日 

６ ままごと棚 園庭砂場 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 避難訓練 毎月一回避難訓練を実施。火災、地震発生時の避難方法を確認検討 

2 ケガ事故防止 ハザードマップの更新をしながら、常にケガや事故防止に努めていく。 

ヒヤリハットでの気づきを持ち、ケガにつながる前に防止できるよう、危

険察知能力のスキルをあげていく。 

インシデント報告書、事故記録簿は、全職員が直ぐに確認し、再発防止が

出来るようにしていく。 

事故防止委員会で話し合った内容の確認は、直ぐに行い、他園や他クラス

で起こったことを他人ごとととられないように、再発防止に努めていく。 

3 防犯 年2回不審者侵入訓練を実施。不測の事態に備える。保育者の動きや合言

葉の確認をする。 

4 光化学スモッグ 西東京市の情報をもとに、園児の室内待機・保護者へのお知らせ等徹底し

ていく。 

5 情報共有の徹底 全ての事項の情報共有を強化していく。（昼礼、園会議、緊急事故防止委

員会、事故防止委員会） 

 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

積極的に受け入れを行い、実習生や小中高生の一人ひとりの様子に合わせて丁寧に援助や指導を行っ

ていく。 

 

今年度方針・テーマ 
次世代育成の観点から、積極的に受け入れを行い、実習生や生徒一人ひとりの様子に合わせて具体的

に援助・指導を行う。 

1 保育士養成校の実

習生受け入れ 

 

オリエンテーションを細かく実施し、実習への参加意欲を高める。 

担当は決めるが、誰に質問してもいいような雰囲気つくり、また、それ

に対応できるようにスタッフがスキルを上げていく。 
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2 小中高生の職業体

験受け入れ 

保育の仕事の楽しさややりがいが伝わり、将来の職業選択肢の一つとな

るように受け入れ、勧めていく。 

3 各種ボランティア

の受け入れ 

地域に開かれ、根差した保育園となれるように可能な限り受け入れ地域 

の方々とのつながりを深めていく。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

④ 虐待防止研修 

① 自己採点の共有とともに課題点を

抽出し、アクションプランをたてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

④ 虐待について理解を深められる

よう研修する。 

5月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

① 自己採点の共有とともに課題点を

抽出し、アクションプランをたて

る。 

② ケース会議を行い子ども理解に努

める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

6月23日 18:00～20:00 ① コンピテンシー自己採点 ① 自己採点の共有とともに課題点
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② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

7月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

① 自己採点の共有とともに課題点

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

8月25日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

① 自己採点の共有とともに課題点

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

9月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

① 自己採点の共有とともに課題点

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

10月20日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

④ 虐待防止研修 

① 自己採点の共有とともに課題点

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

④ 実際の事例を挙げながら虐待の

実態についての理解を深められ

るようにする。 

11月24日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

① 自己採点の共有とともに課題点

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に
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③ 6つの力研修 努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

12月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

① 自己採点の共有とともに課題点

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

1月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達支援つむぎ 武蔵野

ルームとのディスカッシ

ョン 

③ 6つの力研修 

① 自己採点の共有とともに課題点

を抽出し、アクションプランを

たてる。 

② ケース会議を行い子ども理解に

努める 

③ 6つの力について研修実施し理解

を深め実践できるようにする。 

2月22日 18:00～21:00 策定会議   

3月3日 9:00～18:00 策定会議   

 

 

外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園 長 大 学 ® ® 保 育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学®®保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 
地域の方と積極的に関わり、いつでも来てもらえる保育園を目指していく。 

小中校生の職業ボランティアを積極的に受け入れていく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：おおぞら公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人施設と交流を深める。 

発達支援 つむぎ武蔵野ルーム（就労支援・課後デイ）、 

発達支援つむぎ 田無ルームとの交流を深める。 

異年齢交流 小学生との交流。 

小中高生の保育所体験受け入れ。 

地域拠点活動 実習生の受け入れ、職業体験、研修生の受け入れ。 

ボランティアの受け入れ。 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

小学校と相談しながら就学先となる小学校と連携する活動を積極的に行えるようにしていく。 

またアプローチカリキュラムを保育計画に取り入れて、小学校への進学がスムーズにできるようにし

ていく。 

 

今年度方針・テーマ 
近隣の就学先小学校との連絡を取りながら、就学に向けて保育園側から発信していく。 

園児、保護者が安心して就学できるように、アプローチカリキュラムを作成、実施をしていく。 
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具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を４月１７日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 上向台小学校  2名予定 上向台小学校 
学校側との話し合い 

スッタフ間交流 

5月頃 向台小学校  2名予定 向台小学校 
学校側との話し合い 

スッタフ間交流 

10月頃 上向台小学校 
20名予定+

保育者 

学校見学（上向台小

学校） 
学校を知る 

10月頃 向台小学校 
20名予定+

保育者 

学校見学（向台小学

校 
学校を知る 

2 ～ 3 月

頃 
上向台小学校 

20名予定+

保育者 

校庭で交流（上向台

小校庭） 
子ども間交流 

2 ～ 3 月

頃 
向台小学校 

20名予定+

保育者 

校庭で交流（向台小

校庭） 
子ども間交流 

 
 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 
全職員が要支援児の情報を共有し、適切な支援が出来るようにしていく。 

毎月の園会議、クラス会議で子ども達の様子を伝えあい支援計画を常に見直していく。 

発達支援つむぎ 武蔵野ルーム連携をとり、アドバイスをもらいながら作成見直しをしていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 
（４～３月に計１２回開催予定 参加者：担任、乳児クラス、幼児クラス、つむぎスタッフ、主

任、看護師、施設長 7名予定） 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 
小学校の引継ぎは、児童指導要録、また各小学校の担当者との面談を行っていく。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 
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実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月2回10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

 

 

 

 病児保育事業（体調不良児対応型） 
 

児童が保育中に微熱を出す等、体調不良になった場合において、安心かつ完全な体制を確保すること

で、保育所における緊急的な対応を図り、かつ保育所に通所する児童に対して保健的な対応等を図

る。 

また、地域の子育て家庭や妊産婦に対して相談支援を実施する。 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 
受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 
２０２３年１２月１５日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１４時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、乳児リーダー、幼児リーダー、事務、調理 

 

 

利用者アンケートの実施 
施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 日課、保育内容、環境設定、表現、長距離散歩、さくらさくらんぼリズ

ムなどの見直し。 

振り返り 異年齢保育で、幼児と乳児との関わりを持ち、あそびと生活がいつでも

出来るようにした。 

環境設定を変えながら「あそび込める」保育室作りをした。 

表現活動では、身近な素材を通しての表現を楽しんでいた 

保育内容では、散歩9時出発引き続き来年度も取り組んでいく。 

環境設定は、幼児と乳児で考えてすすめることが出来たが、発達と共に

設定を変えていけることが課題だった。 

長距離散歩は、年度末にはクラスの予定散歩先まで行くことが出来た。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・インクルーシブ保育・つむぎ連携2年目。スタッフが児童発達を学び

スキルアップした集団として保育を行っている。 

・大人のにんげん力UP。コンピテンシー追求、全スタッフでアクショ

ンプランをたて実践し、よりよい保育を行っている。 

・子どもたちは、異年齢の関わりを自ら選び行動し、楽しく過ごしてい

る。 

・地域の方からは、「どろんこ保育園であそびたい」と園見学、保育所

体験に来てもらえる園になっている。 

重点施策 ・児童発達について自ら学び、インクルーシブ保育の実践を日々行い、

スタッフ間での話し合いも日々行っている。 

・コンピテンシーを活用し、同じ目標に向かい園全体でよりよい保育を

行っている。 

・子どもたちは、自分で選択し好きなあそびを楽しんでいる。 

・地域での子育て支援拠点として、たくさんの方があそびに来てくれる

保育園にしていく。 

2024年度 目指す姿 ・インクルーシブ保育・発達支援つむぎ 武蔵野ルーム連携3年目。子ど

もたちが動を選び体験やあそびを楽しんでいる。大人は子どもたちにた

くさんの提案をしてたくさんの体験ができる環境作りをしている。 

・大人のにんげん力ＵＰ。コンピテンシー追求。「理想の自分」になり

質の高い保育を行っている。 

・子どもたちは「6つの力」を身につけて、5歳児がリーダーとなり毎

日楽しく過ごしている。 

・地域の方が、園見学、保育所体験と毎月来てもらえる園になってい

る。 

重点施策 ・インクルーシブ保育では、子どもたちの選択出来ることを増やし、楽

しくあそび、過ごせるようにしていく。 

・スタッフの質あげる為、園内研修、勉強会、外部研修と自らが積極的

に行っている集団になっている。 

・地域の子育て支援の園として活動し、毎月たくさんの方が来てあそべ
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る園にしていく。 

2025年度 目指す姿 ・インクルーシブ保育・発達支援つむぎ 武蔵野ルーム連携4年目。つむ

ぎルームスタッフと連携をとりながら、子どもたちが自ら選んでやって

みることができる環境作りをしている。 

・大人のにんげん力UP。コンピテンシー追求。学び直し学び続けるス

タッフ集団になっている。 

・近隣学校から職業体験の受け入れ、子育て支援など地域との繋がりを

強めていく。 

重点施策 ・インクルーシブ保育では、日々楽しく過ごし、一緒に長距離散歩にも

挑戦していく。 

・学び直し、学び続けるスタッフ集団になっている。アウトプット出来

る環境を増やしていく。 

・近隣小中学校からの職業体験の受け入れを行う。保育園での役割を伝

えていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：武蔵野どろんこ保育園 施設長 今村 眞里 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ市川ルーム 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

みんなが楽しく 

当保育園に関わる子ども、保護者、園スタッフ、地域の方々が日々を楽しく過ごし、各々が心身共

に成長、心が豊かになるような園運営を目指す。 

 

1. 子どもたちが「自由に行き来する大きな家」の充実を図る 

保育者は、ワンフロアの環境を活かし、異年齢の子どもたちが園内を自由に行き来する環境を作る。 

保育者は、個々の発達段階を理解し、援助していく。 

年上児が年下児の面倒を見て、年下児は年上児の行動に憧れが持てるようになる。 

 

2. 原点回帰 

保育者は、子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施する。 

保育者は、日々の活動の中で、子どもが選択する生活・遊び、大人が伝える危険回避力、社会生活と

の関わり、環境への意識等を理解し保育を行う。 

子どもたちは、多くの原体験から生きる力を育む。 

 

3. 多くの体験の中で、子どもたちが主役になり、自ら考えて生活を作る 

保育者は、子ども自らが興味関心のあるものを選択し、主体的・自発的に生活や遊びを展開できる環

境を作る。 

保育者は、必要以上に介入せず子どもたちを見守る。興味を持つ・継続する・最後までやり抜く・気

持ちをコントロールする非認知能力の育成を目指す。 

保育者は、子どもたちを主役にして、多くの動植物、自然事象、水・土・火に触れる機会を可能な限

り多く作る。 

室内・戸外・年齢を問わず、子ども自らが活動を選択し、自分で考えて行動する子になる。 

 

4. 園に関わる人が日々を楽しみ、成長し、心豊かになる。 

保育者は、園に関わる全ての人が日々楽しみ、心身共に成長することが出来るように努める。 

保育者は、子どもと共に学び続けることを常に意識し、自らの人間力アップ、知識・技術の向上に努

め、保育の質の向上を目指す。 

子どもたちは、日々の生活を通して心身共に成長する。 

 

5.相手の気持ちに寄り添った接遇 

保育者は、大人にも子どもにも、相手に敬意を払った接遇を心掛ける。相手にとって気持ちの良い挨

拶、応対をする。 

保育者は、保護者が待った気がしないお迎え対応を工夫する。 

保育者は、気持ちよく生活出来る園にするために、整理整頓に努める。 

子どもたちは、大人の接遇を見て気持ちの良い挨拶をし、社会性を身に付ける。 

 

6. 食に触れ、食に興味を持ち、食の循環を知り、食に感謝し、食を楽しむ子を育てる 

保育者は、子ども達が食べ物に触れ、調理したり、残菜の堆肥化をしたりすることで、食への興味関
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心を高め、環境教育を実践する。 

子どもたちは、様々な体験を通し、食材や食の循環を知り、食べることに感謝し、食べることを楽し

む。 

 

7.子どもの未来の姿を見据え、小学校との連携を図る。 

保育者は、子どもの未来の姿を見据え、小学校との交流活動、小学校見学を行う。小学校学習指導要

領を紐解き、学習指導要領スタートカリキュラムとの接続が出来るように努める。 

子どもたちは、保幼小の連携した関りの元、自己を発揮し生きる力を育む。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 室内・戸外を問わず、子どもが中心となり遊びや行動を選択できる環境作

りを常に考え実践する 

実践予定内容 その時々の子どもの発達状況を考慮し、担任週会議、園会議で環境につい

ての話し合いを行う 

2 計画・ねらい スタッフ個々が、園長大学®・保育士大学講座を使い、設定した目標に向け

て専門的な知識と技術を高め、常に自己研鑽を重ねていく。園内研修で知

識を共有する 

実践予定内容 園会議に於いて、得た知識を発表する機会を多くし、園全体のボトムアッ

プを図る 

3 計画・ねらい 子どもの発達状況を理解した上で、連続性がある保育計画を作成する 

実践予定内容 担任週会議、園会議等の日程を考慮した計画作成のスキームに基づき、前

月の子どもの姿を踏まえた次月の保育計画の作成を行う 

発達状況を理解し、発達の連続性を保つことが出来るような計画を作成す

る 

4 計画・ねらい 保育者、子ども、保護者と一緒に安全教育を進める 

実践予定内容 避難訓練の内容を保育者と子どもと一緒に考え実施する 

保護者に、子どもの安全についての知識を発信する 

5 計画・ねらい エピソード記録やポートフォリオを作成し、自園の保育姿勢を発信する 

実践予定内容 エピソード記録を保育者の経験値別に作成し、スタッフ間で共有し玄関に

掲示する。経験値別にドキュメンテーションを意識した作成をする。 

月１回以上、ポートフォリオを作成し玄関に掲示する。作成したエピソー

ド記録を玄関に掲示し、保護者が待った気がしないお迎え対応に活かす 

6 計画・ねらい 日本の伝統行事を知り、理解を深める 

実践予定内容 正月、節分等、我が国の伝統行事を知り、導入に力を入れる。絵本、手遊

び、歌等を多く取り入れ、行事への理解を深める 

7 計画・ねらい 挨拶、応対、環境を念頭に置き、気持ちの良い接遇を行う 

実践予定内容 園内研修で接遇に関して学ぶ機会を増やし、連絡帳、保護者対応、待った

気がしない玄関環境等を話し合い、都度改善していく 

挨拶運動を行う 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、子どもたちの成長を喜び合うことの出来る関係作りを

していく。 

子どもの様子が目で見て分かり、保育者の保育への考えが伝わるようなタイムラインやエピソード記

録、ポートフォリオ、子どもの作品等を発信し、保育の見える化に努める。 

1 計画・ねらい 保護者の立場に立った接遇を心掛ける 

実践予定内容 日々の連絡帳やタイムラインを施設長・主任がチェックし、内容の充実に

努める。園内研修で内容の共有等を行う 

2 計画・ねらい 常に整理整頓を心掛け、環境設定に必要なものをしっかりと揃え、気持ち

の良い、選ばれる施設を作る 

実践予定内容 清掃責任者による点検を実施していく 

3 計画・ねらい 保護者とコミュニケーションをとり、安心して子育てが出来る環境を作る 

実践予定内容 保護者対応の方法を園会議で事例検討していく。保護者面談の機会を作

り、安心してコミュニケーションが取れるような環境を作っていく 

 

 

地域の子育て支援事業 

体験保育、出前保育、園解放、小中高生交流、世代間交流、ボランティア受け入れ、無人フリーマー

ケット、子育てサロン、随時子育て相談等に引き続き取り組み、地域子育て支援の拠点として保育園

の役割を果たす。 

日頃活動している内容を地域に発信し、園が地域の子どもたちにとっても原体験の宝庫となるように

努める。地域の子どもたちと共に活動を楽しみ、成長し、地域の子育て拠点となる。 

1 計画・ねらい 園解放の機会を地域にアプローチしていく 

実践予定内容 園見学にいらした方や、訪問する商店街の方に園解放の機会をお伝えし、

いつでも園に遊びに来ることが出来ることを知らせていく 

2 計画・ねらい 地域の方が楽しむことが出来るような活動を提供する 

実践予定内容 年間のちきんえっぐ活動計画を、地域の方が足を運びたくなるような魅力

的なものとする 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

経歴、能力、得手不得手を考慮しながら、常に学び続け、スタッフ個々が成長していく集団となる。 

1 計画・ねらい ・経験の浅いスタッフについては、法人ルール・方針の理解・日々の業務

の習得を目指す。 

・子どもと可能な限り関わり、子どもを知る、子どもの思いを感じること

を目指す 

実践予定内容 保育品質マニュアルの読み込み、園長大学®・保育士大学の講座受講を年間

10回目指す。２ヶ月に一度以上エピソード記録作成する。 

2 計画・ねらい 中堅スタッフについては、法人理念・園目標の具現化に必要な事を考え、

実践することを目指す 

実践予定内容 ・日々の保育についての振り返りを行いチャットで共有する。年に１回の

園内研修講師役を務める。園長大学®・保育士大学の講座受講を年間10回

目指し、受講内容を会議で発表する 

・日々の保育について、月１回のドキュメンテーションを作成する 
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・経験の浅いスタッフのフォロー、指導を担う 

3 計画・ねらい リーダースタッフについては、運営本部mission・園事業計画の実現・十

分な安全管理を念頭に置き、園全体の様子を把握し、スタッフを統率する

ことを目指す 

実践予定内容 ・自身のスキルアップのため、年に４回の園内研修講師役を務める。園長

大学®・保育士大学の講座受講を年間10回以上目指し、受講内容を会議で

発表し、園全体のボトムアップを目指す 

・行事についてのドキュメンテーションを作成する。新入スタッフ、中堅

スタッフのフォロー、指導を担う（年２回の中堅スタッフとの面談） 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 園内の整理整頓に努め、気持ちよく過ごすことが出来る園を目指す 

実践予定内容 清掃チェック担当者を決め、園内の整理整頓に努める 

2 計画・ねらい 子どもの発達段階を理解し、安全に十分配慮した環境構成を行う 

実践予定内容 子どもの発達段階を個々が学ぶと共に、担任週会議、園会議で環境構成に

ついて話し合い、日々の環境構成を行う。 

3 計画・ねらい 生き物、畑に触れられるような環境を作る 

実践予定内容 係りを中心に、当園の環境を活かした畑活動を行う。飼育可能な生き物を

常に考え、子どもたちと共に飼育する。 

4 計画・ねらい あいさつ、気持ちの良い接遇が出来る環境 

実践予定内容 保育者が、子ども、保護者、地域の方等に率先して挨拶することに加え、

日々挨拶運動を実施し、気持ちの良い挨拶を日常にする 

 

 

学ぶ集団となる 

1 計画・ねらい 園長大学®・保育士大学の講座を年間10回以上受講する 

実践予定内容 園長大学®・保育士大学の講座を年間10回以上受講し、経験値別にその内

容を園内で共有し、園全体のボトムアップを図る 

2 計画・ねらい 日々の事象に対する疑問を、子どもと一緒に解決していく 

実践予定内容 日々の事象で出会う自然、食べ物、行事、出来事等々に関する不思議を子

どもと一緒に調べ、学ぶ 

3 計画・ねらい 行事に関しての理解を深め、保育に活かす 

実践予定内容 行事に関しての理解を深め、子どもたちに発信し、行事が単なるイベント

にならないように努める 

 

 

子どもの発達段階を学び、子どもの様子の理解を深め、生きる力を持った子ども

を育てる 

1 計画・ねらい 各年齢の子どもの発達段階の理解を深める 

実践予定内容 ・園内研修、園長大学®・保育士大学の講座を通し、子どもの発達段階の理

解を深め、日々の保育に活かす 

・離乳食や、アレルギー食への理解を深める 

2 計画・ねらい 子どもの様子を共有する機会を多く作る 
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実践予定内容 エピソード記録の作成を進め、内容を園会議で共有し、子どもの姿を園全

体で捉えていく 

3 計画・ねらい 様々な原体験、様々な人と交流する機会を多く持ち、生きる力を持った子

どもを育てる 

実践予定内容 多くの体験の機会を用意し、子ども自身が、自分で出来ること、やりたい

こと、夢を他者に伝えることが出来るようになる 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 8人 10人 12人 12人 12人 60人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 8人 栄養士 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 6人 補助 1人 事務 1人 嘱託医 2人 

 

 

 

 運営方針 
 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 各クラスの様子、行事進捗、園内研修 

給食運営会議 月1回 クッキング内容の共有、アレルギー対策、食育 

事故防止委員会 月1回 当月の事故怪我の振り返り、分析、再発防止策話し合い 

ケース会議 月1回 要支援児の姿、個別計画、振り返り 
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昼礼会議 毎日 子どもについての伝達、インシデント、ヒヤリハット報告 

担任会議 週1回 担任同士の情報共有、相談、計画立案 

リーダー会議 週１回 園全体の問題の共有、課題検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 各書類提出や運営についての確認事項 

施設長勉強会 月1回 保育園の課題検討をしながらスキルアップを目指す 

食育会議 年4回 マニュアルの見直し、園の取り組み発表 

保健会議 年4回 感染症対策、衛生管理 

主任会議 月1回 主任としてのスキルアップ、園運営の課題検討 

子育ての質を上げる会議 月1回 各課題について事例検討、講義 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生改善と疫病の予防措置、保育所の衛生全般の管理 

安全対策係 設備点検、インシデント、ヒヤリハットの分析 

防火管理者 
防火管理に関わる消防計画の作成、防火管理上必要な業務を計画的に行

う 

食品衛生責任者 食品の取り扱いに関する業務、施設の衛生管理 

畑係 畑の環境整備、植付け・収穫管理 

生き物係 生き物の飼育、管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

地域との連携係 地域との連携および子育て支援に関することを立案し実践 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りのサポート 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る 

・個々の生活リズムを大切にし、園生活に慣れるように丁寧に関わる 

・歩行、身体バランスの安定により盛んになる探索活動を楽しむこと

が出来るようにする 

・様々な行動や欲求に適切に応え、身近な大人と情緒的な絆を形成す

る 

・身近な大人や年上児、友だちとの日常の中で、見て学び、感情を十

分に表現し、大人に見守られながら健やかにのびのびと育つ 

・生活の中の様々な遊びや身近なものとの関りを通して感性が育つ 

・園児同士の関わり合いの中で、身近な人との気持ちが通じ合う。 

下半期 

0～1歳児 

・異年齢活動を通し感性を豊かにし、創造性が芽生え、活動に楽しみ

や喜びを感じる 

・生活や遊びの充実を図るための環境設定をする 

・生活に必要な言葉が分かり、身のまわりのことを自分でしようとす

る 

・簡単な言葉で気持ちを表現し友だちや保育者と関わる 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢の中で、友だちとの繋がりを深め、楽しむ場を作り、協調性

や自主性を育む 

・遊びが十分にできる環境の中で一人ひとりが充実して遊び、仲間意

識や集団行動の楽しさを知る 

・リズム体操、表現遊び、歌遊びなどで自分を表現する意欲や協調

性、社会性を育てる 

・童話や絵本、紙芝居の読み聞かせを通して聞く力や想像力を伸ばす 

・動植物を飼育栽培し、体験を通して自然物や生き物の命の大切さを

養う 

・興味関心を持った事に主体的に関わり、発見を楽しむ 

下半期 

2～5歳児 

・自分たちで考えた遊びや活動に意欲的に取り組む 

・自ら考え、工夫判断して行動する 

・目的を持ち継続性のある遊びを楽しむ 

・自分のイメージしたものを自分なりの方法で表現する 

・自然の中で発見や不思議さを体験し、豊かな感性を育てる 

・年下児や仲間に思いやりをもって接する 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

 随時、希望する保護者に対し実施 

「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご意

見ご提案シート」を活用 
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年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

全スタッフが食育についての知識を高め、日々の取り組みを充実したものとしていく。家庭と連携を

取り、プロとしての専門性を活かしながら、共に食を営む力を作る。全ての職員が子ども達と一緒に

食事を摂り、食事を楽しむ。 

 

1 計画・ねらい 食事作りや準備に関わり、子どもの食への関心を広げる 

実践予定内容 ・野菜の下処理、米とぎを子どもと一緒に行う 

・食事の配膳当番を決めたり、年上児が年下児の配膳のお手伝いをしたり

して、食への関心を高める。バイキング給食を取り入れることにより、自

分が食べることができる量を知る 

2 計画・ねらい 十分な遊びから自然とお腹が空く子ども、意欲的に食べる子を育てる 

実践予定内容 午前中の活動の充実をはかり、十分に遊び、お腹が空くような状況を作る 

3 計画・ねらい 残菜をコンポストに取り入れ、再生土を利用し自ら栽培したものを食する

事で、食に対しての愛着や感謝の気持ちを抱き、自然の恵み、命の大切さ

に気付く 

実践予定内容 スタッフがコンポストや野菜栽培についての知識を高め、活動が充実した

ものとなるように努める。畑係を中心に野菜の栽培、収穫計画を立て実行

する 

4 

 

計画・ねらい 離乳食、アレルギー、口腔発達、食具の利用の仕方等について、適切な援

助を行う。噛む力を育てることが出来るような援助を行う 

実践予定内容 スキル講座、園内研修を利用し、スタッフ個々が必要な知識を学び、適切

な援助を行う 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月･11月） 

歯科検診 年2回（6月･11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 うがい手洗いの励行､歯磨き指導､温度湿度管理 

流行が予測される感染症 
通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 
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6月頃…手足口病 12月頃…胃腸炎 

1月頃…インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン･･･１名より預かり済／衛生室にて保管 

抗ヒスタミン薬･･･１名より預かり済／衛生室にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在19名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ3名については4月14日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

 

本日現在19名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ3名については4月14日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

行政からのお知らせ掲示、保健関係研修の受講 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年2回／6.11月 
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運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

全年齢の子どもたちが自由に行き来できる環境構成を常に念頭に置く。 

子どもの発達段階を理解し、発達を促すことが出来るような保育材料を準備し、自分で活動を選択し、

協調性や創造性を育むことが出来るような環境設定に努める。 

1 計画・ねらい 整理、整頓、清潔を意識し、子どもがいつでも気持ちよく生活出来るよ

うにする 

実践予定内容 清掃担当を中心に、園内の清掃状況をチェックする 

2 計画・ねらい 子どもの発達段階を理解し、発達を促すことが出来るような画材・紙・

素材・楽器などを準備し、個々の興味関心や発達に応じて制作できる環

境を作る 

実践予定内容 担任週会議、リーダー会議、園会議を利用して子どもの姿を共有し、そ

の時々に必要な環境を設定する 

3 計画・ねらい 子どもたちがいつでも休養できる環境を整備する 

実践予定内容 子どもが必要な時に体を休めたり、静かに本を読んだりすることが出来

る環境を設定する 

4 

 

計画・ねらい 戸外でも制作活動が出来るように準備する 

実践予定内容 自然物を利用した制作活動や、日頃室内で行っている描画活動等を戸外

でも行い、子どもの発想を満たすことが出来るような活動を意識し、

日々準備をして出かける 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 トンネル 乳児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 毎月の消防避難訓練、消火訓練の実施、水防訓練の実施 

2 実践予定内容 防災設備対策の実施（自動火災探知機、煙感知機、誘導灯、排煙等） 

3 実践予定内容 年２回の不審者侵入訓練 

4 実践予定内容 ヒヤリハット、インシデント、事故記録簿記載による事故防止と、事故防

止委員会による検討会議 
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5 実践予定内容 園内外のハザードマップによる危険個所の確認と安全確認の周知 

6 実践予定内容 オートロックで外部侵入者の立ち入り禁止 

7 実践予定内容 光化学スモッグ発生時には、市役所などの情報機関が発信する情報をチェ

ックし発生時には屋外での活動を控える 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

実習生、中高生の職場体験、小学生ボランティア等を随時積極的に受け入れ、未来の保育士育成に

尽力すると共に、在園児が近未来の自分の姿を想像できるように交流をはかる。受け入れた方に、子

どもとのふれあいから様々な事を感じてもらうように努める。乳幼児に対してどのように接してよい

かわからない場合もあることを考慮し、安心して体験学習を行うことが出来るように配慮する。実

習、職場体験後も交流が継続し、保育士の職業としての魅力も伝えられるように努める。 

 

1 実践予定内容 実習生を随時積極的に受け入れる。実習生が不安にならないように温か

く指導する 

2 実践予定内容 中高生の職場体験も積極的に受け入れ、子どもとのふれあいから様々な

事を感じてもらうようにする 

3 実践予定内容 小学生のボランティアを随時積極的に受け入れる 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
毎月の園会議にてコンピテンシーの追及を行い「プロになる」「保護者の立場に立つ」について特に

深めていき、子ども観の振り返りや伝達の質等、子どもの成長を保護者に伝える工夫について考えて

いく。 
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２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月7日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  確認事項共有 

③  虐待防止研修 

  接遇、エピペン使用法、散歩時の安

全管理、子どもの人権、ケガ・ケー

ススタディ研修、調乳・母乳扱い、

おむつ替え手順、虐待の早期発見・

日々の関わりについて 

5月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  基本知識 

日課・法人理念、離乳食について、

基本のリズム体操、光化学スモッグ

対応、座薬挿入方法 

6月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  各指導法  

のびのび・体操・音楽・リズム指導

について、救命救急（ＡＥＤ使用方

法） 

7月7日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  夏の指導法 

水遊び指導法、夏の感染症、保育環

境、熱中症 

8月4日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  安全教育、エピソード 

安全教育、エピソードとドキュメン

ト、子どもの姿の捉え方 

9月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  上期保育振り返り 

上期保育の振り返り、 事業計画振り

返り、ハザード見直し、薄着につい

て、SIDS 

10月6日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  小学校連携 

③  虐待防止研修 

小学校指導要領、保幼小連携につい

て、嘔吐処理、虐待の早期発見・

日々の関わりについて 

11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  自己評価 

自己評価、感染症、接遇、感染症、

うがい 

12月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  今年度振り返り 

今年度振り返り・次年度に向けて、

見守る保育、清掃・消毒について 

1月12日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  養護と教育 

進級に向けてのクラス連携、養護と

教育、SIDS 

2月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

次年度行事案、園運営方針、保育計

画の立て方 

3月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育環境 

次年度に向けて、ハザード見直し、

保育環境 
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外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

核家族化や地域のつながりの希薄化、子育て負担や不安、孤独感が高まってきているため、保育園・

地域・家族が一丸となって子育て支援を行う。保育園が原体験の宝庫になるように、活動を工夫し地

域に発信する。月１回「ちきんえっぐだより」を発行し、年間計画のもと地域交流を行う。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：平田公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事参加 高齢者施設訪問、小中高生の体験学習の受け入れ 
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異年齢交流 青空保育時や近隣小学生との交流 

地域拠点活動 青空保育､子育て相談 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。小学校との交流活動、小学校見学・

運動会未就園児プログラムへの参加を通じて小学校との交流を図る。保育者は、就学、子どもの未来

を見据えて小学校教育について学び、交流をし、日々の保育に活かす。職員研修の中で小学校学習指

導要領を紐解き、学習指導要領スタートカリキュラムとの接続が出来るように努める。また、卒園児

の小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育所保育要録送付、児童情報申し送りの面談を実

施する。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 平田小学校  12名予定 校庭見学 子ども間交流 

9月頃 平田小学校  2名予定 授業参観 スタッフ間交流 

12月頃 大和田小学校  12名予定 校庭見学 子ども間交流 

2月頃 平田小学校  12名予定 交流会 子ども間交流 

3月頃 
平田小学校、八幡小学

校、大和田小学校他  
2名予定 小学校への引継ぎ スタッフ間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

個別支援計画を作成し、月１回の会議の際、情報を共有し見直しする。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：13名予定） 
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毎月の会議で子どもの様子や対応について共有・報告・検討を行う。 

 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

小学校への進級に際し、養護教諭や発達支援担当スタッフへ引き継ぎを行う。 

また、通所など必要と感じられた場合、保護者の同意を得て関係機関への相談を行い、安心して通え

る状況を構築する。小学校への引継ぎは、その間該当施設を経由して行う。 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：平田公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年某日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時００分 

自己評価終了予定時刻：11時００分 

自己評価実施予定者：鈴木絵美香、鳴尾凪沙、竹田美咲 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 「子どもを中心に」ということを常に念頭に置き活動を進めた。個々の

発達状況をスタッフ間で共有し、０～５歳児各々が自分の意志で活動

し、主体性を育むことに注力した 

・異年齢での活動が常態化し、年上児が年下児のお世話をし、年下児が

年上児の姿に憧れを抱く姿が見られた 

・スタッフの保育スキル向上のため、各スタッフを新人、中堅、リーダ

ー層に分け、各々の目指す姿を具現化し、園全体のボトムアップを目指

した 

振り返り 

・日々の活動内容の選定、玩具の選定等を子ども自身で行うことが定着

した。年齢問わず、自分の思いを伝える児が多く見られた 

・スタッフについては、個々が自身の立ち位置、求められるスキルを考

え、日々の保育を行った。個々がステップアップを考え、学び続ける姿

が多く見られ、園全体がボトムアップ出来た 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・他者との共同生活の中で、子ども自身が共通の目的に向かって活動を

計画し、実践していく 

・大人も子どもも向上心を持ち、日々の生活の中から常に何かを感じと

っている 

・地域と共に子育てを実践していく集団となる 

重点施策 ・運動会や発表会等の大きな行事を、年上児を中心に進め実践する 

・多くの原体験で感じたことを発表、共有する機会を多く作り、大人も

子どもも感受性豊かな集団となる 

・繋がりを深めた保護者、地域と共に子育てを楽しむ機会を設け実践す

る 

2024年度 目指す姿 ・保育者の少しの見守りや支援で園運営が成り立つような、親・兄弟が

共に暮らす「大きな家」になっている 

・ワンフロア下での保育モデルとなるような保育を展開する 

・地域活動を増やし、地域に開かれた保育園となる 

重点施策 ・年上児が年下児の世話をし、共同で日々の生活を送る集団となる。保

育者は、年上児のリードで活動が成り立つような集団となるよう援助を

する 

・ワンフロアの環境を最大限活かした活動、保育を他園にも共有する 

・地域と共に活動する場を増やし、地域子育ての拠点となる 

2025年度 目指す姿 ・異年齢で交流すること、子どもが中心となり活動を作っていく生活が

常態化し、子どもが園生活を作っていく集団となる 

・日々学び続けボトムアップしたスタッフが、法人内や地域に知識や情

報を発信できる集団になる 
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・未来を担う子どもたちを地域の方と一緒に育てる拠点となる。法人の

方針や活動内容を発信する 

重点施策 ・異年齢で活動することの意義をスタッフ間はもちろんのこと、保護者

にもその意義を発信していく。法人の活動理念を理解される方が増える

ように努める。日々の活動選択について、子ども任せにするのではな

く、個々の発達を促すことができるような促しを意識し、発達の手助け

をする 

・スタッフは常に学び続けることを意識する。周囲に発信することによ

って自身の知識を再確認し、園全体のボトムアップを図る 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 市川ルーム 施設長 抜井 佳代子 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ アトレ川崎ルーム 

事業計画書 
 

 

 

基本方針 
生涯にわたる『生きる力』を培い、『次の時代を生き抜く子を育てる』為に以下を基本方針とし、養

護と教育を一体的に進めていく。 

・『にんげん力』を身に付けるために、遊びや野外体験、基本活動を通して経験を重ね、自分で考え

行動する力を育む。 

・子どもが自発的・意欲的に関わることのできる環境を構成し、主体的な活動や子ども相互の関わり

合いを尊重する。 

・自分のしたいことを満足するまでやり、思いを表出し、それを受け止めてもらうことのできる環境

を構成し、一人ひとりが安心して生活できる場となる。 

・子育てに関わる全てのスタッフは、子ども一人ひとりを尊重し、命を守り、情緒が安定した中で、

乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう、その育ちを保証する。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どものありのままを認め、安心できる環境の中で、自分の思いを表だ

し、他者と協同しながら育ち合える関係を援助していく 

実践予定内容 ・応答的な関わりを心掛け、子どもに寄り添い、気落ちを受け止めるこ

とで安心して自分の思いを表出せる環境を構築する。 

・週会議や園会議をはじめ、スタッフ間で子どもの姿や子どもを真ん中

にした保育について話し合う場を持ち、子どもの興味関心に合わせた子

ども主体の活動を行う。 

2 計画・ねらい 異年齢の子どもが混ざり合い、子ども同士が繋がる保育の実践 

実践予定内容 ・保育園を一つの大きな家と捉え、全スタッフで全園児をみることを目

標とし、好きな場所で、好きな遊びを、満足するまで遊び込める環境と

異年齢で混ざり合い、子どもが自分で選ぶ活動の選択制を行う。 

3 計画・ねらい 生活や遊びの中で連続性を保証する 

実践予定内容 ・週日案や個別記録を使い、子どもの姿を継続して記録する。立案時に

は振り返りながら、長期的な見通しを持ち生活や遊びの連続性が保たれ

るようにする。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 共育て～保護者の立場になって考える～ 

実践予定内容 ・朝の受け入れ、お迎え対応では子ども、保護者と目線を合わせて話を

し、家庭での様子、園での一日の姿の伝達を丁寧に行う。特にお迎え対

応では、その子の姿をお伝えし、保護者の心に寄り添い、保護者も安心

できる関係作りを継続して行う。 

・保育参加の呼びかけを積極的に行い、園でのお子様の姿や子ども同士
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の関わり、異年齢生活やインクルーシブ生活を実際に見たり、体験した

りすることで、理解を深めてもらう。 

2 計画・ねらい 園生活の様子や子ども同士の関わりが、手に取るように伝わる掲示や共

有を行う 

実践予定内容 ・連絡帳やタイムラインでの伝達に加え、ドキュメンテーションを用

い、連続的な子どもの姿や、異年齢での関わり合いの様子、食育の様子

など園生活の様子を掲示し、保育の見える化を継続して行う。又、子ど

もの姿が伝わる写真や掲示を意識し、保育者は言葉ではなく、写真から

情景が思い浮かび、様子が伝わるよう子どもの姿を見抜く力を培ってい

く。 

3 計画・ねらい 整理整頓の行き届いた環境 

実践予定内容 いつ誰が見ても、いつ誰が訪問しても気持ちがいいと感じる、整理整頓

と清掃が行き届いた環境を継続する。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の親子の憩いの場となる地域に根付く保育園 

実践予定内容 ・園庭開放や青空保育では集団遊びや伝承遊びを取り入れ、園児との交

流を深めたり、園生活の様子や保育の中での取り組みを伝えたりする場

となるようしていく。又、来園時には簡易アンケートを行い、利用者の

ニーズに合わせた支援内容の計画へと繋げていく。 

2 計画・ねらい 実体験のできる場の提供 

実践予定内容 ・園庭の畑を利用して、苗の植え付け（種まき）、栽培、収穫、加工体

験を年間で行い、実体験が伴う支援を行う。 

3 計画・ねらい ・子どもの育ちや日々の不安などを気軽に話せる育児相談の場となる 

実践予定内容 ・ちきんえっぐだよりや園だよりの掲示場所を増やしたり、散歩先の公

園で配布したり、入居するアトレ川崎と連携しHPや館内に掲載して頂く

など、園での取り組みを知ってもらう機会を増やす。 

・栄養士による離乳食相談会や子育て経験者、子育て支援員資格所持者

による子育て相談、系列の発達支援施設つむぎと提携し発達支援相談会

を行い、子どもの発達や子育ての悩みを専門家に相談できる場を設け、

子育て支援事業としての役割を広げていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 一人ひとりが自走する 

実践予定内容 ・スタッフ一人ひとりが自分で決めた課題、目標を適宜振り返りPDCAを

回し続けながら、取り組んでいく。 

・誰かがやってくれるのを待つのでなく、それぞれの担当業務の進捗を

確認し合い、支援したり支援してもらったりしながら、園全体の業務を

自分事として考えられるようになる。 

2 計画・ねらい 保育者は援助者 

実践予定内容 ・子どもの思いに寄り添い、受け止め、子どもを動かすのではなく、子

どもの心を動かせる保育者となる。 
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・子どもの心を動かす、子どもの気持ちを引き付けるため、素話や手遊

び、歌遊び、シアターや絵本の読み方など、法人内の研修を利用し、保

育の引き出しを増やしていく。又、学んだものを園内研修としてアウト

プットすることで理解を深めるとともに、園内の保育の質の向上に繋げ

ていく。 

3 計画・ねらい チーム保育を牽引するリーダーの育成 

実践予定内容 ・保育の質向上の為、園内研修を主導し、保育スキルの共有や日課や基

本活動の意義を伝え、園内での理解を深めていく。 

・子どもの姿を共有し、話し合い、意見を出し合い、互いの価値観を伝

え、認め合う場を積極的に作り、子どもを真ん中にして語り合いなが

ら、同僚性を培っていく。 

 

 

私たちが育てる6つの力より 

1 計画・ねらい 活動を選択し、自分で考えて行動する 

実践予定内容 やりたいこと、やってみたいこと、思い通りにならないことを経験し、

実体験を通して、自分で考えて行動する力を育む 

2 計画・ねらい 全ての人との関わりから判断、行動を身につける 

実践予定内容 様々な体験活動、異年齢保育、インクルーシブ保育を実践し、『混ざ

る』と『自己決定』を前提とした環境構成を行う。 

3 計画・ねらい 感じたこと・考えたことを表現する 

実践予定内容 ・経験したことや感じたこと、考えたことを自分の言葉で表現し、相手

に伝えようとしたり、相手の話を聞いたりすることで言葉による伝え合

いや、表現力を育む。 

 

 

 

施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

６人 １０人 １１人 １１人 １１人 １１人 60人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 8人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 
保育士 5人 補助 1人 事務 1人   

 

 

 

運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120

分 

園内研修、子どもの姿の共有、保育討議、行事について 

給食運営会議 月1回 献立の振り返り、食育活動の立案・検討他 

事故防止委員会 

月1回 ヒヤリハット・インシデント・事故記録簿から傾向分析

と対策の共有。子どもの姿に合わせた園内外のハザード

の確認と配慮点の共有。 

ケース会議 月1回 気になる子・配慮を要する子の状況と関わり方について 

週案会議 
週1回 子どもの興味に合わせた活動の選定と安全に配慮した職

員配置。環境構成の見直し。 

リーダー会議 随時 体制や仕組みについての検討、園運営に関わる振り返り 

各行事会議 随時 各行事の計画、立案、進行、振り返りとまとめ 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 運営事項確認、事務連絡（書類関係他） 

施設長勉強会 月1回 
各園の課題を共有しながら、それぞれが選ばれる園にな

る為に、スキルアップを図る 

食育会議 年4回 給食・食育活動の各園の取り組み内容や情報の共有 

保健会議 年4回 
感染症予防や保健衛生に関する各園の取り組みや情報の

共有 

主任会議 年4回 次期施設長としての意識を持ち、保育・園運営に第一線
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で携わる立場としての在り方やスキルを多角的に学ぶ 

子育ての質を上げる会

議 
月1回 

各園の課題を共有し、子どもの姿の捉え方や応答的な関

わり方、保育の実践力の向上に向け、多角的に学ぶ 

 

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
園内清掃、衛生管理、感染症予防対策、備品管理、子ども・スタッフそ

れぞれに向けた保健指導の実施 

安全対策係 
避難訓練、不審者侵入訓練の計画と不審者などの情報掲示、園内外のハ

ザードマップの作製と更新 

防火管理者 
消防計画を作成し、これに基づく消火・通報訓練及び避難訓練の定期実

施 

食品衛生責任者 食育会議への参加、給食運営会議の計画や実施、食品の安全管理 

食育・畑係 年間の畑計画、プランター計画の主導と管理、子どもと行う作業計画 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズ活性化の推進、計画、立案、とりまとめ、進行他 

行事係 計画、立案、とりまとめ、進行他 

幼保小連携係 幼保小接続研修・小学校交流の取りまとめ、連携・接続の計画と立案 

 

 

 

保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・特定の保育者との関わりの中で、信頼関係を築き、受容されること

で、自己肯定感を育み、安心して園生活を送れるようにする。 

・一人ひとりの子どもの置かれている環境や発達過程などを把握し、

子どもの欲求を満たしながら応答的な関わりや言葉がけを行う。 

・清潔で安全な環境の元、見る、聞く、触れる、嗅ぐ、味わうなど探

索行動を充分に行う。 
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下半期 

0～1歳児 

・一人ひとりの興味関心を受け止め、応答的・受容的な関わりを通じ

て、自己肯定感を育む。 

・身近な物や人、環境に親しみ、触れ合う中で様々な事に興味関心を

持ち、主体的に関わる。 

・生活や遊びの中で、必要なことを身振り手振りや簡単な言葉にして

伝えようとする。 

・身近な自然に触れたり、季節を感じたり、自然物での遊びを楽しん

だりする。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・集団生活の中で、一人ひとりが自己を発揮し、保育者や友だちと関

わり合い認められる中で、存在感や自己肯定感を育む。 

・身近な環境に主体的に関わり、発見を楽しんだり、考えたり、選択

したり、それを遊びや生活に取りこんだりしながら、自分で考え行動

できるようになる。 

・様々な経験を通して、自分でイメージすることや自由に表現するこ

とを楽しみ、創造性を豊かにする。 

・身近な自然に興味を持ち、自ら関わって遊ぶ。 

下半期 

2～5歳児 

・友達との関わりの中で、一緒に活動する楽しさを味わい、協働して

遊びや生活を展開していく経験を通して、仲間意識を高めていく。 

・異年齢で過ごし、刺激を受け合うことで、相手の気持ちに気づき、

互いを認め合えるようになる。 

・経験したことや感じたこと、考えたことを自分の言葉で表現し、相

手に伝えようとしたり、相手の話を聞いたりすることで言葉による伝

え合いや、表現力を育んでいく。 

・生活の流れに見通しを持ち、遊びや生活を進めていく中で、その場

に応じた行動や、善悪の判断をしながら行動できるようになる。 

・畑仕事や身近な動植物との関わりを通して、命を感じ、その尊さに

気づく。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望

への対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 



20221215

版 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい どろんこ会の3大食育方針 

実践予定内容 『調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる』『噛む力を育て、

素材を味わえる状態で提供』『子どもが自分で盛り付け・配膳して食べ

る』を実践する。 

2 計画・ねらい 育てる、収穫する、調理、加工する体験を通して、食や食材に興味を持

ち、食の循環を知る 

実践予定内容 自分で育て、収穫し、調理、加工することが一連の体験となるよう年間

で畑・食育計画を行う。又、全スタッフが子どもと共に体験し実体験を

通し、子どもに伝えていく。 

3 計画・ねらい 食の循環、環境への意識を身につける 

実践予定内容 給食の残食をコンポストで堆肥にし、再利用することやゴミを減らすこ

とで身近にできることから、SDGｓを知るきっかけを作る。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 
０～１歳児 年６回（４月・６月・８月・１０月・１２月・２月） 

２～５歳児 年３回（５月・９月・１月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組

等 

手洗い・うがいの徹底、歯磨き指導・水分補給や休息の大切さについ

ての話、衣服調整の仕方、年長児性教育 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６～８月頃･･･手足口病・アデノウィルス 

１１～３月頃･･･インフルエンザ、感染性胃腸炎（ノロウイルス、ロ

タウイルス） 

発作・痙攣等の対応のた

めの薬の預かり 
ダイアップ･･･１名より預かり済み／調乳室冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタ

ッフ 

研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については４月１日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

乳児は適宜検温を行う。 

登園時の視診、園児の健康状態の把握と健康管理 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 
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各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェッ

ク 

年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の

確認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科検診 

０～１歳児 年６回（４月・６月・８月・１０月・

１２月・２月） 

２～５歳児 年３回（５月・９月・１月） 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関

するチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 自由に行き来できる一つの大きな家 

実践予定内容 ・好きな場所で好きな遊びを楽しみ、安心して過ごせる環境の構成 

2 計画・ねらい 自然に触れて過ごし、実体験の伴う環境 

実践予定内容 ・畑仕事では栽培の充実化を図り、生長を通して季節の変化を身近に感

じる。 
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・戸外活動では、季節の変化を感じたりや四季に触れて過ごしたりでき

ることを踏まえ、散歩先の公園や散策先の設定をする。 

3 計画・ねらい 経験の中で学び、身に付ける 

実践予定内容 ・子どもが実体験の中で危険を感じ、危険を予測した身体の使い方を身

に付けていかれるよう、スタッフは子どもの姿を予測し、必要時には手

助けができる位置で見守りながら、安全に配慮された環境を整えてい

く。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具なし 

 

 

 

危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 避難訓練 ・消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し、年間避難訓練計画に沿って

消火訓練・避難訓練を行う。 

・年2回通報訓練と保護者と連携した児童引き取り訓練を行い、非常時は

アプリを利用し、保護者へ情報発信を行う通知訓練を合わせて行う。 

・入居するアトレ川崎の合同避難訓練に参加し、連携を図る。 

2 洪水計画 ・消防計画に基づき、大雨洪水警報の発令等、必要時には速やかに情報

収集をし、被害の未然防止の為、対策を行う。 

3 事故防止委員

会 

・園内に事故防止委員会を設置し、ヒヤリハットやインシデントを活用

し、再発防止と共に危険管理・危険予測をし、事故を未然に防ぐよう努

める。 

・半期毎にリスクマップを活用し、園内外のハザードの見直しを行い、

ハザードマップの作成と園内での意識の共有をする。作成したマップは

子どもの姿に合ったものであるように定期的に見直しながら、安全配慮

に努めていく。 

4 不審者侵入訓

練 

・園の置かれた環境、社会情勢を反映させた不審者侵入訓練を年2回実施

し、安全・防犯への意識づけをする。 

・入居するアトレ川崎の防災センターとの連携を図り、緊急時の体制を

整える。 

5 光化学スモッ

グ 

川崎市メール配信システムを活用し、発令があった時は速やかに対応、

室内で過ごし健康状態の確認を行う。 

6 救急救命講習 新年度キックオフミーティングにてエピペン講習、AED講習を行い必要

時には全職員が正しい知識の元で使用できるようにする。 

7 事故防止、設

備点検チェッ

ク 

年4回の事故防止チェック・設備点検チェックはクラス会議内で見直しを

しながら行い、新たなハザードやリスクは事故防止委員会を通して園内

で共有する。 
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実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

保育・福祉の現場で次世代を担う人材育成の為、積極的に実習生・中高生の受け入れを行う。子ど

もと関わり触れ合う中で様々な経験を通し、子ども理解を深めていかれるようにする。又、保育者は

実習生と向き合うことで自身の保育を振り返り、保育のプロとして子どもへ関わりや対応について考

える機会とする。 

 

1 実践予定内容 実習生の受け入れや近隣の養成校への訪問を行い、交流を深めるととも

に、保育のプロとして保育の仕事のすばらしさを次世代へ繋げていく。 

2 実践予定内容 地域に根付く保育園として、近隣の中高生の受け入れを行い、小さい子

どもと触れ合う機会の少ない学生に対しては、子どもとの関わりや触れ

合いに喜びが持てるようにする。 

 

 

スタッフ育成と研修計画 

 

・全スタッフが、保育を始めとする日々の園業務を自分事として捉え、他者任せにせず責任を持ち行

う。 

・年度当初に立てる各自の目標は簡単に実現できるものではなく、学び続け、走り続けた結果成せる

ものとし、理想像に向け日々学び、自身や自身の保育を高めていく。 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月7日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

② 虐待防止研修 

③危機管理（SIDS） 

 ・園児の情報共有と理解 

・子どもの人権、虐待の定義 

・乳幼児突然死症候群 
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5月12日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

② 保護者対応 

③子ども理解 

・保護者の立場に立つ 

・ドキュメンテーション、タイムラ

イン～子どもの姿を見据えた写真 

6月2日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

② 危機管理・保健衛生 

・プール事故防止訓練・水遊び時の

リスクを想定した危機管理。夏の遊

びと熱中症対策 

7月7日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②続・原点回帰 

・日課・基本活動を通して子どもの

育ちを考える 

8月4日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②性教育 
・幼児期から行う性教育 

9月1日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②子ども理解 

・幼児期の終わりまでに育ってほし

い10の姿～小1を知る 

10月6日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

② 虐待防止研修 

③利用者アンケートの振り

返りと次年度に向けて 

 ・虐待の定義～応答的な関わり、

自己肯定感を育む丁寧な保育 

・利用者アンケートから課題と改善

策への取り組み方について 

11月10日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②  子ども理解 

 子ども主体の保育、自分で考えて

行動する保育がなされているか。3

月の姿を見据えて、考える。 

12月1日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②  保育所児童要録 
 ・子どもの育ちの連続性 

1月5日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②  年間の振り返り 

・各研修、会議からの報告と年間の

振り返り 

2月22日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

年間策定会議① 
 次年度へ向けて 

3月3日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

 年間策定会議② 
 次年度へ向けて 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 
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法人支援制度の活用・出席 

  4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

業 務 改 善 研 修

（子育ての質を

上げる会議） 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

施設長勉強会 
１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

１

回 

園長大学®･保育

士大学講座およ

び社内限定公開

講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研

修 
選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

スタッフ一人ひとりが自走する 

スタッフ一人ひとりがアトレ川崎ルームの顔として、日々の保育はもちろん、保護者対応や地域交

流を自分事として捉え、園としてのねらいや課題を理解しながら実践できるようになる。 

又、園内では行事や研修をスタッフ主導で進めていくことで、自身で調べ得た情報をアウトプットす

ることで、より理解を深めるとともに他者に伝える伝え方を引き続き学び、自らそのＰＤＣＡを回す

ことで、変化し続けていく。 

 

 

地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

・実体験の伴う地域支援 

・園の置かれた駅前で利便性が良いという環境を最大限に活かし、地域の子育て支援拠点として地域

の子育て家庭が集う場を目指す。 

・入居するアトレ川崎や近隣の商業施設、同法人内に川崎西口ルームと連携を図り、地域に求められ

る子育て支援を実施する。 
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具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：スカイコートにて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・高齢者施設の定期訪問や公園、銭湯の日や商店街ツアー、公共の

場での交流 

異年齢交流 幼保小接続の中での定期的な小学校との連携、地域の中高生による

園訪問などのボランティア活動を行いながら、子ども達が年齢の枠

を超えて関わり合う。その中で、社会性・協調性・思いやりの気持

ちなど人と関わる力を育む。 

地域拠点活動 ・入居するアトレ川崎や近隣の商業施設、同法人内の川崎西口ルー

ムとの連携を図り、駅型保育園の立地を活かした地域子育て支援拠

点としての土台を作る。 

・アトレ川崎屋外広場や散歩先の公園では地域の親子を巻き込んだ

出張保育を行い、地域支援として実施している子育て支援講座の紹

介、活性化を図る。 

・ちきんえっぐや園庭開放では利用時にアンケートを取り、子育て

支援内容として求めるものを聞き取り、ニーズに合わせた講座の開

催へと繋げる。 

・駅前ビル型保育園だが、園庭・屋上があるという自園の環境を最

大限に活かし、苗の植え付け（種まき）、栽培、収穫、加工体験を

年間で行い、実体験が伴う支援を行う。 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

小学校との連携の計画 

 

小1を知る 

・小学校1年生の姿を見て知り、逆算した保育を遂行する。年長児を担当する保育者だ

けでなく、全スタッフは、小学校との接続研修や授業参加、子ども間交流に積極的に

参加し、入学後の姿を実際に見て知り、知り得た情報をもとに、子どもの育ちの連続

性が保証された接続を目指す。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月7日（火）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 旭町小学校  2名予定 運動会見学（旭町 職員間交流 
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 小校庭） 

6月頃 
幼保小連携研修/意見交

換会 
1名予定 研修/意見交換会 職員間交流 

1 2 月

頃 

川崎小学校・旭町小学

校 

1年 

2名予定 
授業参加（川崎・

旭町各小学校） 
職員間交流 

1 2 月

頃 

幼保小連携研修/意見交

換会 
1名予定 研修/意見交換会 職員間交流 

2月頃 
川崎小学校  

1年 
14名予定 

交流会（川崎小教

室） 
子ども・職員間交流 

2月頃 
川崎小学校 

1年 
12名予定 手紙交換 子ども間交流 

3月頃 川崎小学校 14名予定 
小学校の施設利用 

（川崎小） 
子ども・職員交流 

 

 

 

要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

子どもの状況や発達を理解し、ケース会議の中で共有・振り返りを行い、週案・月案の作成次期及

び個々の変化や成長に合わせた見直しを都度行う。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：4名予定） 

・園会議・クラス会議・週案会議などを利用し、個々の様子を共有しながらその子にとって必要なこ

とを考え、支援へとつながるような理解を深めていく。 

・配慮の必要な子だけでなく、集団生活の中で気になる子や成長・発達の過程で配慮を要する子につ

いても共有し、一人ひとりに合わせた丁寧な対応を検討、実践していく。 

・定期的につむぎからの訪問巡回や合同ケース会議の場を持ち、専門家の視点から見た集団の中での

関わり方や支援の手立てを学んでいく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

・進学先の小学校や必要に応じては各種関連機関と連携しながら、児童要録・引継ぎ面談での子ど

もの育ちの詳細伝達を行う。 

・進級時は園内での細やかな引継ぎを行い、個々の育ちや背景を配慮した丁寧な関わりへと繋げてい

く。又、日ごろから全職員で全園児を見ることで、担当するクラスの子意外にも目を向け、信頼関係

を築きながら、養護と教育が一体となった保育が絶え間なく提供できるよう努めていく。 
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子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回開催 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月1回開催 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主

催） 
月1回   アトレ川崎屋外広場：スカイコート 

 

 

 

園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年３月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１４時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、保育士代表1名、事務員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 ・生涯にわたる『生きる力』を培い、『次の時代を生き抜く子を育て

る』為に、養護と教育が一体化された保育の実践に努めた。 

・子どもが自分で経験、体験をすることを大切にし、自分で考え行動

できる環境の為に、子ども主体の保育、子ども相互の関わり合いを尊
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重した。 

・一人ひとりが自分のしたいことを満足するまでやり、思いを表だ

し、それを受け止めてもらうことのできる環境の為に、全スタッフは

応答的な関わりを心掛け、子どもに寄り添い、気落ちを受け止め、安

心して生活できる場であるよう努めた。 

・保護者支援の原点、相手の立場を知る、保護者の立場に立つという

ことを心掛け、丁寧なお迎え対応や保育の見える化に注力した。地域

支援では、開園以来、初めてのちきんえっぐ来訪があり、青空保育や

園庭開放を中心に徐々に来訪が見られ始めた。 

振り返り 新型コロナウイルス感染症による、新しい生活様式を踏まえながら

も、情勢の変化により、園として模索しながらできることを増やして

いかれた年度であった。 

・事業計画5柱の一つである子ども主体の保育では、大人の指示出

し、一斉保育の傾向にある保育を見直し、子どもの立場になって考え

る、自分で考えて行動する、主体的に働きかける環境構成を年間通し

て考え、振り返り、変化し続けていくよう努めた。スタッフ一人ひと

りの保育の度量や視野、安全配慮に対する意識には課題があるもの

の、異年齢保育やチーム保育を進めることで、クラスの枠を超えた保

育への意識へと繋げてきた。次年度は、一人ひとりが自走することを

意識し、頼るのではなく、助け合える一歩進んだチームへと邁進して

いきたい。 

・保護者対応では、ドキュメンテーションの作成や食育の配信、丁寧

なお迎え対応を心掛けることで、スタッフ自身の意識の変化と保護者

のニーズが合致し、徐々にご理解を得ることが増えた。スタッフは経

験を通して、相手の立場に立つことの大切さが身に付いた。選ばれる

園を目指し、更に丁寧な対応と整理整頓のされた清潔な環境を兼ね備

えた園作りを継続していく。 

・地域支援では、開園以来初のちきんえっぐ来訪があり、新しい生活

様式の中で、地域に根付く園として求められることに課題を感じる。

園児だけでなく、地域の子ども達も実体験を通して、生きる力を育む

為に、体験型の支援と自園の置かれた環境を最大限に活かし、地域の

家庭が集う場を目指す。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

２３年度 目指す姿 ・子どもと子どもを繋ぐ 

・地域支援の拠点となる土台の確立 

重点施策 ・クラスの枠に捉われず、全スタッフで全園児をみるチーム保育を行

い、子ども同士を繋ぐことで、異年齢児が混ざり合い、刺激し合い、

育ち合う環境を構成する。 

・地域の親子の憩いの場となる為に、利用者のニーズに合わせた支援

の実施と自園の置かれた環境を最大限に活かし、体験型地域支援を実

践する。 

２４年度 目指す姿 ・自立した集団、専門性の高い保育集団となる 

重点施策 ・保育のプロとして、子どもを動かすのではなく、子どもの心を動か
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せる保育者集団になる。その為に自ら学ぶ機会を作り、学んだものを

アウトプットしながら、変化し続け、園として集団としての質を高め

ていく。 

25年度 目指す姿 ・にんげん力、生きる力が育つ園 

重点施策 ・自分で考え、選択して行動する中で、生きる為に必要な体験を通し

て、身に付けて行かれる環境を構成する。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ アトレ川崎ルーム 施設長 松下 杏 
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２０２３年度 若林どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

2023年度、若林どろんこ保育園は７年目を迎える。開園時、荒波に飲まれそうになりながらも若林

どろんこ保育園の船は帆を張り、法人が掲げる目標に向かって進んできた。法人どろんこ会の組織の

一員として日本の宝、世界の宝である子どもたちを力強くたくましく育てるという使命を抱き続けて

きた。 

私たちは子どもたちと一緒に日課・基本活動を行い、子どもの主体性を育むための努力を惜しまな

い。体験を通して子どもたちが感じたこと、気づいたことに共感し、受け止めることができる丁寧な

保育実践、そして全職員が常に向上心を持ち、学び続けていくプロ集団を目指していくことに変わり

はない。 

2023年度、若林どろんこ保育園の船は風を受けながら大きく帆を張り続け進んでいく。日本の宝、

世界の宝である子どもたちのために全職員が同じ目標に向かってぶれることなく整然と前進し、成長

し続けていく。 

 

・日課・基本活動 

畑仕事、雑巾がけ、生き物の世話、9時出発の意味を全職員が理解し、日課を継続することで大人が

変わり、その姿を見て子どもが変わるという変化を楽しみながら実践していく。9時出発をするための

時間配分と子どもたちに丁寧に関わることを大事にしながらPDCAサイクルで進捗状況やよりよい方法

を見つけ出し改善することを継続していく。 

 

・環境教育の実践 

食は生きていく上で基本であり、豊かな食は心と体を作る大切な役割を果たしている。日課である

畑仕事で、苗を植え、水やりをし、間引きをすることで野菜がどのように育つかを知る。野菜が枯れ

て、腐ってしまうこともある。その過程と結果全てが子どもたちにとって貴重な体験となる。野菜は

簡単には育たないことを知り、作り手側の大変さを実体験として学ぶ。また、ニワトリやヤギの世話

を通して命の大切さを知り、糞を堆肥にし、畑づくりに生かしながら食の循環や環境について考える

ことができる活動を実践していく。 

 

・小学1年生を知る 

就学に向けて、何がどのように必要なのかを理解し、生きる力、自立心を身に付けるための具体的

な計画を盛り込んでいく。保育園と学校との交流の場を設け意見交換し、子ども観の共通認識と理解

をさらに深め育ちと学びの連携を図っていく。 

 

・学び続ける文化の醸成 

学ぶ意欲を高めるため、自らの学びを園会議や園内研修で職員が講師となり、研修を行うことで刺

激し合いながら学びを深めていく。保育情勢にも目を向け、自らを高めるための努力を惜しまず、前

に進んでいく。 
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保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課・基本活動の実施、継続 

実践予定内容 日課を日常として取り組んでいる大人の背中を見せることで気づきに繋が

り、子どもたち自身が率先して取り組み、自分のことは自分でできるよう

にする。また、9時出発、長距離散歩を継続し、強い足腰と体力作りをし

ていく。 

2 計画・ねらい 人格形成の土台作り 

実践予定内容 人格形成が作られる大切な幼児期に、子どもが「必要とされている」「愛

されている」と実感できるよう優しく丁寧に関わり、一人ひとりが安心で

きる人的環境と居場所作りをする。また、就学前の幼児は子どもたち同士

の話し合いの中で自分の意見を発表したり、友だちの意見を聞いたりする

ことで多様な考え方があることを学ぶ。 

 計画・ねらい 多様性を認め合い、共に生活をする 

実践予定内容 障害のある子も、そうでない子もお互いの存在を認め合い、共に生活し安

心できる居場所作りの実践をする。また、大人も子どもも対等になり、お

互いが成長できるよう関わっていく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 個々の家庭の状況を受け止め、子育ての喜びを共有する。 

実践予定内容 誰一人、孤立することなく普段からコミュニケーションを取り、子どもの

成長を喜びあい、園と保護者が子育てについて語り合える相談しやすい風

土と環境を作っていく。また、保育園が子どもと保護者にとって安心でき

る場所になるよう支援していく。 

2 計画・ねらい 子育てをする保護者の立場になり、一人ひとりの職員が心を込めた丁寧な

対応をする。 

実践予定内容 若林どろんこ保育園を選んでいただいたことに感謝をし、一人ひとりの職

員がいつも変わらず、笑顔で丁寧に対応をさせていただく。また、保護者

が必要としていることを読み取り、配慮していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の拠点となるよう、「ちきんえっぐ」「青空保育」「園庭開放」をさ

らに踏み込んで周知していく。 

実践予定内容 若林どろんこ保育園を知っていただくための広報をしていく。また、来園

していただいた方とコミュニケーションを取りながら入園に繋がるように

していく。 

2 計画・ねらい 学校、幼稚園、保育園、施設との交流を図る。 

実践予定内容 地域の施設との交流の場を設けることで地域に浸透し、地域社会に様々な

形で貢献できる保育園となるよう努力をしていく。 
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次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 専門性を高め、刺激し合える関係性を作る。 

実践予定内容 保育情勢や研修で学んだことをそのままにせず、職員が講師となり学び合

う時間を作り、現場に生かせるようにする。また、一人ひとりの学びの対

する意欲に繋がるようにしていく。 

2 計画・ねらい 認め合い、成長できる職場を目指す。 

実践予定内容 日頃から子どもたちと向き合いながら保育実践している職員が、お互いを

認め合いながらチーム保育を目指していく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材、食の循環を学び、環境に対して興味を持つ。 

実践予定内容 畑を耕し、土を作り、種まき、水やり、間引き、収穫する。食材の加工、

生き物の世話を日課とし、命の大切さを学ぶ。 

2 計画・ねらい 給食残渣を減らす。 

実践予定内容 給食の残差を減らすため、コンポストなどを利用して肥料を作り再利用す

る。無駄を減らし、環境意識を高めていく。 

 

 

子どもの人権（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 子どもは大人と同等であり、平等である。 

実践予定内容 子どもも大人も同等で平等であることを理解し、尊重しあいながら関係性

を築いていく。子どもの話に耳を傾け、丁寧に関わっていく。 

2 計画・ねらい 子どもの人権や不適切な保育についての研修の実施（2か月に1回） 

実践予定内容 子どもの人権や虐待について全職員で学び合い、グループワークで自らを

振り返る。法人の虐待の定義についても読み合わせをし、意識できるよう

にしていく。 

 

 

人間性の向上とキャリアアップ（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 働きやすい環境作り 

実践予定内容 意欲を持って働くことができる環境を作る。また、年齢関係なく意見を言

い合える関係性や、お互い学び合いながらキャリアアップと人間性の向上

に繋がるようにする。 

2 計画・ねらい 多様性を認め合い、受け止める。 

実践予定内容 多様性や多様な考え方があることを寛容に受け止め、否定することなく尊

重し、仲間であるという意識を持ち関係性を気づいていく。 
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 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

9人 18人 18人 2０人 2０人 2０人 105人 

 

 

〈２〉開所時間 

     

７時００分～２０時３０分   

 

 

〈3〉スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 保育士 18人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 2人 

再雇用 

スタッフ 
人 言語聴覚士 人 臨床心理士 人   

パート 

スタッフ 
保育士 ４人 補助 人 調理 ２人 事務 人 

用務 ２人 
再雇用 

スタッフ  
人 嘱託職員  人 嘱託医  ２人 

言語聴覚士 人 臨床心理士 人  人  人 

 

 

 

 運営方針 
 

〈1〉 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 リーダーの研修、毎日の日課の振り返りと活動、行事につ

いて話し合う。 

給食運営会議 月1回 保育との連携、実践の計画、アレルギー児、離乳食の共有 

事故防止委員会 月1回 自園及び系列園で起きた事故の共有と改善策 
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ケース会議 月1回 子どもの特性を理解し、支援の仕方いついて話し合う 

コーディネーター会議 

年4回 

（期ごとに

実施） 

コーディネーターによる個別支援計画、保護者支援の計画

と振り返り 

パート会議 月1回 園会議の共有、パート職員からの意見を聞く 

リーダー会議 
月1回 現在起きている問題や今後の対応、改善策、保育に関する

全てをリーダーで話し合い共有 

 

 

〈2〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 連絡事項、園事業報告 

施設長勉強会 月1回 園運営に関すること、共有事項 

食育会議 年4回 アレルギー共有、事例、マニュアル確認 

保健会議 年4回 保健に関するマニュアル確認 

主任会議 年1回 連絡事項、共有事項 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質の向上についての学び、共有事項 

  

 

〈3〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 薬品管理、衛生環境整備、感染症対策対応、 

安全対策係 事故防止委員会開催、安全点検、ハザードマップ製作と管理 

防火管理者 消防計画、消防自主点検確認 

食品衛生責任者 食品衛生管理、給食会議開催 

畑係 畑全般、管理 

生き物係 ヤギ、鶏の世話、餌発注、ヤギ当番管理、その他生き物管理 

環境係 園庭全般の安全管理と保持、子どもが遊び込める環境について 

教材備品発注係 教材、備品の発注と管理 
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〈4〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズとの連携、計画など 

 

 

 

 保育方針 
 

〈1〉基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・安心、安全な環境の中で、心地よく過ごす。 

・意欲的に自分で食べ、大人に見守られながら食べる楽しさを味わ

う。 

・身近な環境との関りを通して、自発的な欲求や自由に探索する姿を

温かく見守られることで信頼関係を形成する。 

下半期 

0～1歳児 

・安心、安全な環境の中で、体を十分に動かすことを楽しむ。 

・身近な大人や子どもとの関りの中で喜怒哀楽や自己主張することで

自我を表出していく。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・園生活に慣れ、安心、安全な環境の中で異年齢との関わりを楽し

む。 

・日課である畑仕事や生き物の世話、雑巾がけ、長距離散歩を継続

し、自分の仕事は自分で行う。 

下半期 

2～5歳児 

・身近な人に親しみを持ち、自分の気持ちや思い、経験したことを相

手に伝えあうことで異年齢との関わりを楽しむ。 

・日課である畑仕事や生き物の世話、雑巾がけ、長距離散歩を通して

様々な経験を積み、充実感や満足感を味わえるようにする。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 実施なし 

 

 

〈2〉年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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〈3〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食の意欲を育む 

実践予定内容 職員は子どもと一緒に給食を食べ、食事を共にすることでコミュニケーシ

ョンを取りながら食べる意欲に繋げていく。 

2 計画・ねらい 自分のことは自分でする 

実践予定内容 子どもが自分で配膳する。食べられる量を調整したり、こぼしたり、時に

は皿を落として割ることも子どもにとっての経験となる。 

3 計画・ねらい 口腔発達の理解と食への意欲 

実践予定内容 年齢ごとの口腔発達について学び、正しい理解ができるようにする。ま

た、食への意欲は心と体の発達に大きな影響があることを十分に理解す

る。午前、午後と体を存分に動かして遊び、空腹感を感じ、その空腹感を

満たすことで幸せや満足感が味わえるようにする。 

 

 

〈4〉保健計画 

園児健康診断 年2回（4月・10月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い、うがい、手指消毒、早寝早起きの習慣、感染症について 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス感染症 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

8月頃…夏の感染症 手仕口病など 

12月頃･･･インフルエンザ 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12月頃･･･ノロウィルス 

 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･3名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

抗アレルギー剤･･･2名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在 23名が、研修受講し修得済み 

未受講の新入職員については3月中に受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
AED設置なし 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルス感染症や季節ごとの感染症の予防、感染対策につ

いて 
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〈5〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

 

内科健診 年２回／４･10月 

 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈6〉環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが選択し、主体性を育む環境設定 

実践予定内容 生活や遊びの中で主体的に考え、行動できるような環境を設定する。や

ってみたいこと、挑戦したいことを日常的に継続してできるように環境

を考え、PDCAサイクルで継続していく。 

2 計画・ねらい 子ども同士が思いや考えを言い合い、試行錯誤しながら活動を展開す

る。 

実践予定内容 遊びや活動の中で気づいたり、活動を展開する中で試行錯誤しながら友
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だちと協力し合う環境設定をする。子どもがどんなことに興味があり遊

び混めるのか、保育者はよく観察して仕掛けていくようにする。 

3 計画・ねらい 玩具と素材の充実 

実践予定内容 年齢にあった玩具や素材を充実させ、子どもたちが遊び込める環境を作

っていく。また、遊びが次に繋がるように工夫していく。 

 

 

〈7〉手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 丸太 園庭 毎日 

2 ヤギ小屋 園庭 毎日 

3 鶏小屋 園庭 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践予定内容 防災…危機管理マニュアルに則り、消防計画、避難訓練、防災自主点検、

危機管理マニュアル整備、自営消防組織と安全対策係の設定を行い、災害

発生時にはフローチャートに従う。 

2 実践予定内容 ケガ事故防止…危機管理マニュアルのケガ防止策、安全点検と保全に則

り、事故防止チェック及び設備点検チェック実施、安全教育、SIDS防止策

を行い、ケガ発生児にはフローチャートに従う。 

3 実践予定内容 防犯…危機管理マニュアルの不審者対策に則り、不審者侵入訓練の実施、

笛の携帯、代理送迎者の把握、不審者情報の収集と共有を行い、ケガ発生

児にはフローチャートに従う。 

4 実践予定内容 光化学スモッグ…危機管理マニュアルの光化学スモッグ対策に則り、光化

学スモッグの知識を身に付け、注意報発令の把握をしながら発生時には光

化学スモッグ発生時には光化学スモッグ発生時対応及び行政連絡に従って

対応する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

実習生や職場体験の学生を積極的に受け入れ、子どもと関わることの楽しさややりがいを感じ「保

育士」という職業を選択肢の一つにしてもらえるようにする。実習生が不安にならないよう、温かく

受け入れ、疑問や質問に丁寧に答え「どろんこ会」で仕事がしたいと思ってもらえるよう関わってい

く。 
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1 実践予定内容 実習生、職場体験の受け入れを積極的に行う。また、実習が楽しくなる

よう対話をし、期待が持てるようにする。口コミで「どろんこ保育園」

が良い意味で知れ渡るようにする。 

2 実践予定内容 学校との繋がりを大切にし、学生ボランティアや見学に来てもらえるよ

う積極的に働きかけていく。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

〈1〉２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②  児童、保護者の人権と守

秘義務について 

③与薬ルール、ケガについ

て 

コンピテンシーについて、遊び込め

る、選択できる環境構成の計画、PD

CAサイクルを継続していくことにつ

いて学び合う。 

人権チェック、与薬ルールについて

全職員で確認し理解する。 

 

5月23日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②保護者対応 

③日課について 

 向上心を持つための学びについて、

どんなことを学びたいのか、スキル

アップに繋げるための学びを共有す

る。 

丁寧な保護者対応、法人の3分間対応

を学ぶ。 

なぜ9時出発なのか、畑仕事、生き物

の世話、雑巾がけ、座禅、リズムな
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どの日課の意味を理解し学び合う。 

6月23日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②プールのルール確認 

③書類の書き方№１ 

 子どもがやってみたいことを選択で

きる環境とは、実行するためにはど

うしていくのかを話し合う。 

プールのルール、安全面について確

認し理解する。 

保育所保育指針について、子どもの

姿の捉え方、保育計画の立て方を具

体的に学ぶ。 

7月28日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  書類の書き方№２ 

 障害の有無に関係なく思い通りにな

らないことも、やってみたいことも

全て経験することを話し合う。 

保育所保育指針の解説、計画の立て

方、書類の書き方のポイントについ

て学び合う。 

8月25日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  10の姿を考えよう 

 社会人としてのマナーや言葉遣いに

ついて学ぶ。 

子どもが育ってほしい10の姿につい

て学ぶ 

9月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者支援 

 子どもの「にんげん力」を育てる保

育とはどのような保育であるのかを

考え話し合う。 

丁寧な保護者支援について学ぶ。 

10月27日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  家庭支援について 

 大きな家を自由に行き来し、兄弟姉

妹が生活、遊び、労働を支え合うこ

とができているか、自らの保育を振

り返りながら話し合う。 

保護者も多様化しているため、家庭

支援について学ぶ。 

11月24日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  食べることは生きる力 

 「にんげん力ＵＰ」するための学び

が出来ているか、どんなことを学び

実践してきたかを具体機に振り返

る。 

食の循環、食の大切さ、食が与える

影響について学ぶ。 

12月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育要録について 

 自ら選べる環境構成について計画、

実行ができたかを振り返り、今後ど

うしていくのかを話し合う。 

保育要録とは何か、書き方のポイン
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トについて学ぶ。 

1月26日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  インクルーシブ保育につ

いて 

 危険回避するためには、子どもを見

守る目線と立ち位置、ケガの対応に

ついて再度確認 

混ざり合い、育ちあうインクルーシ

ブ保育について学び合う。 

2月16日 18:00～20:00 
②  ①コンピテンシー自己採点 

②策定会議 

 1年間の自らの保育を振り返り、こ

だわってきたことや到達できなかっ

たことを共有し話し合う。№⒈ 

今年度を振りかえりながら法人の 

理念、目標を理解し、共有し、来年

度に向けての意欲に繋げる。 

3月22日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

② 策定会議 

 1年間の自らの保育を振り返り、こ

だわってきたことや到達できなかっ

たことを共有し話し合う。№2 

来年度の計画を職員全員で提案し、

創り上げていく。 

 

エリア研修予算内訳（仙台エリア4園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 研修テーマ 

12月12日 0円 講師代（交通費含む） 
0円 

※法人内研修 

「丁寧な保育 

～あたりまえを見直そう～」 

 

 

〈2〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈3〉法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈4〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

〈5〉経験年数別による研修の実施 

 経験年数によって研修を行い、若手には分かりやすく取り組みやすい内容にして学ぶ機会を作って

いく。また、中堅以上についても内容を少しずつレベルアップしながら学びを深めていく。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域の保育園や施設、商店街や地域の方々との交流をすることで園の存在や活動を知っていただく

きっかけを作っていく。また、常日頃の交流も大切にし、園が地域の拠点となるよう働きかけてい

く。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：南小泉交通公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設や地域住民、来園した親子との交流を計画、実施する。 

異年齢交流 全年齢が混ざり合い、関わり合いながら他園との交流をする。 

地域拠点活動 保育参観や保護者共同による「どろんこ祭り」の開催、誘致、未就

園児や地域の親子への園庭開放「ちきんえっぐ」誘致、子育て支

援、相談 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 
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 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

授業参観や幼保小連携に参加し、実際の小学校1年生の姿を知る。また、幼保小の職員間で子どもの

姿や支援の工夫を共有し、子ども理解の幅を広げていく。子どもたち同士が対面で交流をすることで

就学時の段差を低くし、滑らかな接続に繋がるようにする。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 

 

若林小学校  

 

2名予定 
年間打ち合わせ 

（若林小学校） 
職員間交流 

7月頃 
若林小学校  

 
2名予定 

幼保小合同研修会

（会場未定） 
職員間交流 

11月頃 

 

若林小学校  

 

27名予定 

生活発表会 

（若林小学校体育

館） 

子ども間交流 

2月頃 若林小学校 1名予定 幼保小連絡会参加 職員間交流 

2月頃 古城小学校 1名予定 幼保小連絡会参加 職員間交流 

2月頃 南小泉小学校 1名予定 幼保小連絡会参加 職員間交流 

2月頃 遠見塚小学校 1名予定 幼保小連絡会参加 職員間交流 

2月頃 沖野小学校 1名予定 幼保小連絡会参加 職員間交流 

2月頃 六郷小学校 1名予定 幼保小連絡会参加 職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

〈1 〉個別支援計画の作成・見直し 

子どもの姿を理解し、支援の仕方や配慮について一人ひとりの計画を見直していく計画をもとに、

子どものありのままの姿を受け止め、丁寧な保育を実践していく。 
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〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：10名予定） 

要支援児、気になる子についての関わりについて話し合う。支援の仕方や子どもの様子、保護者の

様子も含めて共有していく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

進級時、就学時に子どもの様子を丁寧に伝え、引継ぎを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延べ来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 
（月）～（土）9:30～16:30 

園開放は9：30～16：30で実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：南小泉交通公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

〈1〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈2〉園による自己評価の実施 

２０２３年６月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：13時00分 

自己評価終了予定時刻：15時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任及び当日出勤の全職員 
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〈3〉利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 若林どろんこ保育園の「保育」「活動」を地域の方に知っていただける

ような活動をする。どろんこ保育園の保育方針や理念を知っていただく

ことで「選ばれる園」を目指す。日々、交流を深めお互い行き来するこ

とで地域の保育園、小学校、中学校、施設、行政との繋がりを大切にし

ていく。 

振り返り 地域の商店街や地域の方との交流は日々の生活の中で関わることはでき

たが、施設、学校関係は新型コロナウイルス感染症の影響で訪問が出来

ない時もあった。若林どろんこ保育園を知っていただくための広報活動

も訪問先より断られることもあり、今後、方法を考えながら来年度に生

かせるようにしたい。 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 保護者、地域に愛される「若林どろんこ保育園」 

重点施策 保護者や地域の方から愛される「どろんこ保育園」になるよう努力をす

る。そのためにはどろんこ保育園の保育を知っていただくこと、また、

地域の活動や行事に参加させていただくなど、普段の関りから良い関係

性を築いていく。保育者が地域に目を向け情勢に関心を持ち、普段の保

育を振り返りながら職員同士の士気を上げ、学び続けることで園のレベ

ルアップを図る。子どもや保護者、地域の方々に信頼を得、安心できる

居場所であり地域の拠点となるよう職員全員で取り組んでいく。 

2024年度 目指す姿 「地域一番園」 

重点施策 入園を考えている保護者に「若林どろんこ保育園を第一希望」と書いて

いただけるよう発信し、地域の子育てサークルへ広報活動をすることで

知っていただくようにする。地域の拠点となり園を知っていただき、気

軽に来園していただけるようにする。 

2025年度 目指す姿 「若林どろんこ保育園」定員在籍数100パーセント 

重点施策 少子化が現実となりつつある今だからこそ、「選ばれる園」を目指し、

在籍数100％を実現する。そのために職員は「若林どろんこ保育園」の

保育を知っていただくための広報活動、来園された方々、保護者に対し

て心を込めて対応し、満足していただけるようにする。 

 

 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：若林どろんこ保育園  施設長 門脇 篤子 
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２０２３年度 中目黒どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 基本方針 
1. 保育所保育指針、小学校教育要領やどろんこ会の保育理念に則り、子ども主体の生活・遊び

を重視した環境を創っていく。 

2. 全ての子どもたちが、自己選択、自己決定できる環境の中、自由に気持ちを表現し、 それを

受けとめてもらう関係から人と関わる力、自分の生活をつくりだす力、未来を創造する力を

育んでいく。 

3. 保育の原点に立ち返り子どもたちが持っている可能性を彼らの中から存分に引き出して、人

間として豊かに育てていくという保育の営みを大切にする。 

4. 子どもを真ん中に子どもたちに関わる全ての人々が協働的にかかわりあい、中目黒どろんこ

保育園が地域になくてはならない保育施設を目指す。 

 

 

（１）中目黒どろんこ保育園 園目標 

「子どもに愛を、チームに愛を」 

① 身体を使うこと、身体で覚えていくことが大好き 

② 自分で考えること、工夫すること、討論することが大好き 

③ 人と関わって何かをすること、人と共感することが大好き 

 

 

（２）どろんこ会グループが目指す園の姿のポイント 

１．続・原点回帰 

① 子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を全施設で実施する。 

② 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

２．小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する。 

３．大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成 

４．接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接す 

  る。 

 

 

 保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 法人理念や法人目標から落とし込まれた、保育目標に向かって全スタッフ

が計画的・数量的・体系的な行動計画をもち、実践する。 

実践予定内容 ・園や個人の課題に基づいた園内研修(園長大学®･保育士大学講座)を軸に

学び続ける文化を醸成し、「目指す子どもの姿」「園目標」に適った行動

になっているのか、具体的に行動レベルで何が組織として正しくて、何が

間違っているのか全スタッフで検証し理解していく。 

2 計画・ねらい 「生きる力を育む」ための日課・基本活動を理解し、保育に従事する。 

実践予定内容 ・基本活動の「日課」は何のために行うのか、子どもの育ちにどのような

かかわりがあるのか理解し、スタッフがチームとなり子どもとともに取り

組む。 

3 計画・ねらい 相手を尊重した丁寧な言葉と対応 



20221215版 

実践予定内容 ・子どもを上から見下ろさず、同じ目線で対話すること。また、傾聴の姿

勢で子どもの言葉、表情、しぐさに進んで耳を傾け、子どもの気持ちを引

き出し受け止め、共感しあう関係をつくる。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 子どもの姿、日々の保育の様子を可視化する。 

実践予定内容 ・タイムラインだけでは伝えきれない子どもの姿をエピソード記録や保育

ドキュメンテーションなど様々な子どもの姿を掲示する。あらゆる方法を

用いて、子どもの成長、保育理念に基づいた保育を可視化し、子どもの育

ちを共有し、保育理念に対する共感が得られるようにする。 

2 計画・ねらい 保護者と一緒に作る保育を目指す 

実践予定内容 ・保護者懇談会では法人の理念、中目黒どろんこ保育園の保育方針を日々

の保育の姿から、目に見える姿だけでなく、その取り組みを通してどのよ

うな力が育っているのか、日々の活動にはどんなねらいがあるのかをエピ

ソード記録やドキュメント記録等を用いて知らせ、「子ども主体の保育」

を伝えていく。 

・全家庭を目標とした保育参加の推進。保護者が保育者として保育に参加

していただくことで、「保育現場は面白い」「子どもも大人も多様性に満

ちている」ことを実感していただく。また、保育者とはい違った視点から

保育園の運営に対して貴重なご意見をうかがう場とする。 

・個人面談の推進。子ども一人ひとりの置かれている状況や特性に合わせ

て、柔軟に対応し、子どもの生活の場として相応しい充実した保育を展開

するため、保護者の意見のお聞きしながら協働的保育を進める。 

年長児年2回、その他年1回から2回の個人面談の実施。 

3 計画・ねらい 明るい挨拶と丁寧な言葉遣い（①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝 

を忘れず、おもてなしの心を込めたサービスを提供） 

実践予定内容 ・全スタッフが常に明るい笑顔で挨拶するとともに、一言を添える。心理

的安全性という、安心感と話しやすい雰囲気づくりをこころがけ、保護者

と協働の子育てを意識していく。 

・子どもの育ちを具体的に伝えるお迎え対応(黄金の15秒)に取り組む 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子育て拠点として交流の場となる保育園を目指す 

実践予定内容 ・保育所保育指針「地域に開かれた子育て支援」及び東京都の保育所地域

子育て支援も鑑み、保育所の役割や機能を達成するために地域のニーズを

把握し地域の資源として保育園を利用できるようにする。 

そのために、関係機関や各団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その

情報が全スタッフ間で共有されるようにする。 

2 計画・ねらい 地域に開かれた保育園「ちきんえっぐ」の認知度を高め、活用を進める。 

実践予定内容 ・ちきんえっぐだよりの配布やブログ、自然食堂などの広報活動を積極的

に行い集客に力を注ぐまた、散歩先の公園で出会った親子にも積極的に言

葉を交わし、興味をもっていただくようにする。 
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3 計画・ねらい 青空保育の充実 

実践予定内容 ・青空保育の内容がマンネリ化しないように、担当保育士だけでなくそれ

ぞれのスタッフの個性が生かされるような取り組みとしていく。その際、

参加している親子に対して、この地域に中目黒どろんこ保育園があり、ち

きんえっぐが利用できることを知らせていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい コミュニケーション能力を高める 

実践予定内容 ・挨拶は自分から率先して、立ち止まって、はっきり発音する 

・職員同士は笑顔、挨拶プラス今日の健康状態を話す。 

・保護者に名前を呼び、挨拶プラス一言。 

・子どもには1日1回、目をしっかり見て、笑顔で名前を呼んで抱きしめ

る。 

2 計画・ねらい 「生きる力」とは何か。主体性とは何か。共感するとは何かを追求する 

実践予定内容 ・毎月の園内研修（園長大学®･保育士大学講座）等で学び、ケース検討な

ど小グループで話し合い保育課題を抽出。課題解決の手立てをフレームワ

ークを活用して考察。事業計画の進捗と共に振返り、検証する。 

3 計画・ねらい 保育目標実現を目指して、スタッフが主体的に行動計画を明確にする。 

実践予定内容 ・スタッフ一人ひとりが課題を抽出し、保育目標を実現するためには何を

すべきかを明確にし、進捗状況を確認し合う。 

・スタッフ一人ひとりのMBOの実践を確実なものにしていくため、施設

長、主任、リーダーはこまめな個人面談などを通してモチベーション管理

をする。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい SDGｓ「飢餓ゼロ」「つくる責任使う責任」給食残渣調査から学ぶ 

実践予定内容 日々の給食残食調査を子どもと共に行い記録し、残食量に興味関心が持 て

るようにする。 ・コンポストの取り組みから食の循環を学ぶ。 

2 計画・ねらい SDGｓ「貧困をなくそう」勝手籠の仕組みから、人・物・時間・発想を大

切 する。 

実践予定内容 ・どろんこ会には勝手籠という優しさにあふれる仕組みがあり、人・物・ 

時間・発想を大切にする風土がある。その仕組みから、貧困とはどんな状 

態なのか、助けになることはないか考える。 

マネー教育「ハニーポット」の活動をする中で経済の循環を知る。 

3 計画・ねらい SDGｓ「気候変動に具体的な対策を」散歩や戸外遊びを通して、自然に興

味 をもち、自然を守るためにできることを考える。 

実践予定内容 戸外遊び、長距離散歩や雨の日散歩を通して、自然に触れること、空を観

察し気象 に興味をもつ。 
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子どもの人権に配慮する丁寧な保育の実践 

1 計画・ねらい 丁寧な保育の基本を徹底する。 

実践予定内容 ・子どもには常に笑顔で「大丈夫」「先生がいるよ」というメッセージを

送り、子どもが自由に活動を展開できるようにする。 

2 計画・ねらい 丁寧な言葉遣いと態度に配慮した保育を実践する。 

実践予定内容 ・0歳児であっても、いきなり抱き上げたり、交換条件を出したり、全て

の子どもに対して傷つけしまう言葉遣いや態度は示さない。 

3 計画・ねらい 丁寧な言葉のやり取り（対話）を重ねる。 

実践予定内容 ・対話の主導権は子どもに委ね、子どもの興味に沿って対話を重ね、言葉

を引き出していく。 

・子どもの主体性を育てるため、むやみやたらに話しかけるのではなく、

話かけて欲しそうなときに、話して欲しがっていることを推察して対話す

る。 

 

 

食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

1 計画・ねらい どろんこ会グループの３大食育方針の追求 

実践予定内容 食育３大方針「調理・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる」「噛む力 を

育て、素材を味わえる状態で提供」「子どもが自分たちで盛り付け・配膳し

て食べる」ことの実践をしていく。 

2 計画・ねらい 子どもが育てた食材や季節の食材を使用し、子どもの噛む力を育て、素材の

力を味わう 

実践予定内容 農業計画と密接に連携し、様々な食育体験の活動を通して咀嚼、味覚の発達

を促す。 

3 計画・ねらい SDGｓを子ども自身が考られる環境を提供する 

実践予定内容 ・子ども自らが食材や食の循環・環境への意識が芽生え育つ活動を実行す

る。 

 

 

「混ざる」インクルーシブ保育の実践 

1 計画・ねらい すべての子が、頼りあい、ぶつかりあい、手を差しのべあうインクルーシ

ブ生活を営む 

実践予定内容 すべての子の発達や健康状態、家庭的背景を理解し、分け隔てのない保育

を実践していく 

2 計画・ねらい スタッフも保護者も子ども多様性を受入れ、互いに認めあえる関係をつく

っていく。 

実践予定内容 ペアレントトレーニングを学びながら、児の特性を理解し、ケース検討の

充実を図り、一人ひとりの成長を育む。 

3 計画・ねらい つむぎ池尻ルームと連携し、保育園とつむぎの機能を充実させ、専門性を

高める。 

実践予定内容 つむぎ池尻ルームとの連携ではスタッフ間交流、子ども間交流、保護者間

交流の場を設ける。 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

9人 10人 12人 13人 13人 13人 70人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時３０分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 15人 看護師 １人 栄養士 ４人 調理員等 １人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人 補助 １人 調理 ０人 事務 １人 

用務 １人 
再雇用スタ

ッフ  
０人 嘱託職員  ０人 嘱託医  ２人 

 

 

 

 運営方針 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 コンピテシー、児童処遇改善検討、保育の内容を図る検

討、園として取り組むべき課題討議及び研修 

給食運営会議 
月1回 運営部ミッションに則り、園の課題を協議、食育計画の振

り返り 

事故防止委員会 
月1回 園内外におけるヒヤリハットやインシデント事例に鑑み、

事故予防と防止の具体的施策に係る検討 

ケース会議 
月1回 支援が必要な配慮児の状況把握、職員の意識統一などを行

う。 

週会議・クラス会議 
週1回 指導計画、子どもの状況把握、各情報の共有と意思統一 

行事の確認 
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リーダー会議 
随時 指導計画、子どもの状況把握、各情報の共有と意思統一 

行事の確認 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人本部よりの伝達事項、運営状況の報告、検討事項 

施設長勉強会 月1回 
業務改善会議と連動し、施設長としてのマネージメント方

法、園の運営、保育のスキルアップを図る。 

食育会議 年4回 

給食業務改善（衛生管理、SDGｓ、残渣、栄養給与目標

量、食環境、保育士との連携、喫食状況、マニュアルの確

認等）を図る 

保健会議 年4回 
園児健康管理業務改善（保健に関わる検討、保育との連

携、マニュアルの確認等）を図る 

主任会議 年4回 
施設長の補佐、保育の質向上のリーダーとしてのマネージ

メントの確認、園運営のマネージメントを学ぶ。 

子育ての質を上げる会議 月1回 
保育の内容や質の向上に係る相互学習や検討を行った上で

の実践的な業務改善アクションプラン作成とその実施 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園児保健衛生管理、安全管理、環境衛生管理などを行う。 

安全対策係 避難訓練実行及び検証、環境安全整備、危機管理などを行う。 

防火管理者 
施設の火元の管理、消防計画の作成と届出、防火・消火についての毎月1

回の職員訓練と日常的な啓蒙を行う。 

食品衛生責任者 食品の安全に関わる管理や啓発・衛生点検などを行う。 

畑係 
畑状況の管理、道具類の維持補充、乳幼児や職員の畑活動の把握や課題

検討におけるイニシアチブをとる。 

生き物・植木係 

飼育動物の健康管理、動物小屋の維持管理、乳幼児や職員の生き物飼育

活動の把握や課題検討におけるイニシアチブをとる。 

植木・植込み・園庭状態の管理・把握や、課題検討におけるイニシアチ

ブをとる。 

地域子育て係 地域住民や団体などへの対外的な窓口業務管理、ちきんえっぐ子育ての
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推進 

内部監査プロジェクト 内部監査項目に沿って、職員の意識改革、課題解決の推進と点検 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズの企画・検討・運営のサポートを行う。 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・言葉でのやり取りができない乳児期は周囲の大人との愛情やり取り

豊かなやり取り（応答的）で、互いの気持ちを響き合わせて、様々な

能力の基礎となる「信頼感」の発達を促す。 

・保健的で安全な環境をつくり、体の状態を観察し、快適に生活でき

るようにする。 

・一人一人の子どもの生活のリズムを重視して、食欲、睡眠、排泄な

どの生理的欲求を満たし、生命の保持と生活の安定を図る。 

・優しく語りかけたり、喃語や発語に応答したりして発語の意欲を育

て、言葉を使うことを楽しむようにする。 

・安全な環境を整え、探索行動が活発にできるようにする。 

・身近な動植物に親しみ、関心や愛情が持てるようにする。 

自然の中で、十分に体を動かして遊ぶ。 

 

下半期 

0～1歳児 

・子どもが何に興味を示しているのかを考えながら見守り、学びに向

かう意欲へとつなげていく。 

・安心できる保育士との関わりの中で、食事、排泄などの活動を通し

て、自分でしようとする気持ちを育む。 

・生活に必要な言葉が次第にわかり、簡単な喃語や言葉を使って自分

の意思を伝えようとする。 

・身の回りに様々な人がいることを知り、徐々に友だちと関わって遊

び、見立て遊びやつもり遊びを楽しむ。 

身近な自然に触れ自然を使った遊びを楽しむ。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・子どもの主体性や意図を理解し、そこに子どもの個別の学びがどの

ように存在しているのかを考え、支援する。 

・保健的で安全な環境をつくり、快適に生活できるようにする。 

・一人一人の子どもの欲求を十分に満たし、生命の保持と情緒の安定

を図る。 
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・友だちと一緒に食事をしたり、様々な食べ物を食べる楽しさを味わ

ったりするようにする。 

・自分でできることに喜びを持ちながら、健康、安全など生活に必要

な基本的な習慣を次第に身につける。 

・人の話を聞いたり、自分の経験したことや思っていることを話した

りして、言葉で伝える楽しさを味わう。 

・友だちとの関わりの中でそれぞれが自分の力を発揮して活動に取り

組む。 

・いろいろな体験を通して、五感が刺激され豊かな感性や創造性が育

まれる。 

自然に興味を持ち自分から関わって遊ぶ。 

下半期 

2～5歳児 

・子どもの様子を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の視点で

捉えるようにする。 

・季節の変化に応じた健康的な生活に留意し、快適に過ごせるように

する。 

・食事をすることの意味が分かり、楽しんで食事や間食を取るように

なる。 

・自分でできることの範囲を広げながら、健康、安全など生活に必要

な基本的習慣や態度を身につける。 

・友だちへの親しみや思いやりを深めながら、人の役に立つことに喜

びを感じ、協力して取り組もうとする。 

・色々な体験を通して、五感が刺激され豊かな感性や創造性が育まれ

自由な発想でのびのびと表現することを楽しむ。 

・身近な動植物や自然に関心を持ち、その大きさ、美しさ、不思議さ

に気づく。 

・友だちへの親しみや思いやりを深めながら、人の役に立つことに喜

びを感じ、協力して取り組もうとする。 

 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２２年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 



20221215版 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 一人一人の口腔機能の発達を理解し発達に合わせた支援をする。 

実践予定内容 ・空腹感や食欲を感じ、それが適切に満たされる快感を覚えさせる。（お

腹のすくリズムがもてる子どもに） 

2 計画・ねらい 食べたいもの・好きなものが増える子ども 

実践予定内容 ・味わうという感覚は、感覚的な要因と環境的な要因が融合しなければ成

立しない。快適な食卓で、五感をしっかり使った食べ方を体得させる。（

噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する） 

3 計画・ねらい 一緒に食べたい人がいる子どもに 

実践予定内容 ・調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる。 

共食共感は社会性発達の目安であり、食は人と人をつなぐ食育活動を通し

て実感させる。 

４ 計画・ねらい 食事づくり・準備に関わる子どもに子ども 

実践予定内容 ・「満足感」や達成感を味わい、食の自立を獲得していく食育活動を「共

同学習」としてとらえる。（子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる） 

 計画・ねらい 食生活や健康に主体的に関わり、食べることを会話する子ども 

実践予定内容 ・「作って食べて後片付け」といった一連の食生活活動を体験し、作って

くれた人への感謝の気持ちを覚えさせる。 

・こどもSDGｓの観点から残食やヤギの糞など堆肥つくりなど、こどもと

一緒に行いながら、持続的、継続的な保育に取り組む。 

 計画・ねらい 自分の体に関心を持つ 

実践予定内容 ・子どもが自分の身体に関心を持ち始めたら、虫歯や好き嫌いなどを通し

て、食べ方や生活の仕方の悪さを自分でコントロールできるように、食と

健康の関わりを教える。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・11月） 

歯科検診 年２回（６月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

足の話（5月・9月） 

歯の話（6月・11月） 

目の話（10月） 

性教育（1月ごろ年長児対象） 

耳の話（3月） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

4～9月頃…手足口病・ヘルパンギーナ  
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6～10月頃…マイコプラズマ肺炎 

7～10月頃…咽頭結膜炎・流行性結膜炎 

11～5月頃…水痘・Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 

11～3月頃…インフルエンザ・感染性胃腸炎 

1～6月頃…伝染性紅斑 

3～4月頃…麻疹・風疹  

1年を通して…突発性発疹・流行性耳下腺炎など 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
本日現在1名（ジェルテック） 

エピペン使用できるスタッ

フ 

研修を受講し、修得済み 

未受講の新入職員については４月１日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、職員、園児と

もうがい・手洗いなどを習慣化し感染防止対策を行う。また消毒・換

気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／６･11月 

（0歳児のみ年12回実施） 
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歯科健診 年２回／６月・11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

子どもたち自身の生活やあそびは子どもたち自身でまかなう事ができるよう、乳幼児の育ちを

とらえ児童処遇を考察し、環境設定や環境構成を具体的かつ意図的に整え、継続的に点検と

整備、改善を具体的に行う。 

外出自粛要請などの特別な措置が講じられた場合、活動内容の縮小や制限により子どもの

育ちや学びが大きく阻害されないよう特に配慮し、新たな工夫や構想を以て健全な成長発達

に確実に寄与していく。 

 

1 計画・ねらい 「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、

他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室

外ともに子どもが自発的に関われる環境設定に努める。 

実践予定内容 ・子どもの興味関心、意欲をから道具や材料などを用意し、週会議やク

ラス会議において、発達にあっているのかなど検証していく。 

・異年齢児が混ざり合う中で、発達の差を考慮した環境設定になってい

るか、子どもが遊びこんでいるか等、保育Wevなどを用いて考察し改善

していく。 

2 計画・ねらい 「遊びこむ場」を定期的に検証し見直していく 

実践予定内容 夢中になって遊びこむ場の空間・時間・他者との共有を保証し、子ども

の発想を受け止められる環境としていく。 

3 計画・ねらい 保育中の安全対策や衛生管理など職員の共通理解できる体制を整え強化

する。 

実践予定内容 ・危ないから排除するのではなく、安全性を確認し維持していくことを

考えていくことを基本とする。子どもたちの発達、個性、心身の状態に

合った環境設定を仕掛けていく。 

・睡眠中、プール活動中、水遊び中、散歩中、食事中、歯磨き中などの

場面では命にかかわる重大事故が発生しやすいこと踏まえ、子どもの主

体性、自主性を大切にしつつ、室内外の環境に配慮し、チーム保育に努

めながら、職員同士の連携を強化していく。 

・玩具や園児の持ち物などは衛生管理に注意し清潔に保つよう職員も意

識する 

・事故防止チェック、設備点検などを確実に行い不備が認められた時に

は速やかに対応し、職員周知する。 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ヤギ小屋 園庭 毎月 

2 配膳台 幼児室 毎日 

3 移動ボード 幼児室 毎週 

4 パーテーション 幼児室 毎日 

5 ハニーポットの屋台 幼児室 毎月 

６ 玩具棚 ちきんえっぐ 毎週 

７ 絵本棚 ひえ組、あずき組 毎週 

８ ままごとテーブル 幼児組 毎週 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 厚生労働省、法人の運営マニュアル・保育品質マニュアル、自治体条例・

規則に基づいて的確に行動する 

2 実践予定内容 防災対策 

・災害や事故の発生に備え、危険個所の点検や毎月消防計画に基づいた避

難訓練や初夏訓練の実施。また、施設長を中心に日頃から「連絡体制の周

知」と「行政等関係各所との連携」を行い、災害発生時に各スタッフが迅

速かつ適切な対応を取り、子どもの安全を確保できる体制を整える。 

3 実践予定内容 ケガ事故防止対策 

・保育中の事故防止のため、子どもの心身の状態等を踏まえつつ保育所内

外の安全点検に努め施設長はケガ事故発生時対応フローチャートを全スタ

ッフに周知する。フローチャートは更衣室・職員室に掲示し、全スタッフ

はいつでも対応できる状態にしておく。 

・ケガ、事故発生時または「ケガに至らなかったが、一歩間違えたらケガ

をしたであろう」という場合の記録（ヒヤリハット）を作成し、報告・共

有の上、時系列で検証、分析し今後同じような怪我・事故の発生を防ぐ。 

4 実践予定内容 防犯対策 

・定期的な不審者侵入対策の他、日々の不審者対策として、 

１．笛の携帯 

２．代理送迎者登 録の更新及び代理送迎者の身分証明書の確認。  

３．不審者情報の収集（各関係機関と連携 を取り）不審者情報を随時収

集する。適宣、文書やメールでの共有・防犯速報の玄関への掲 示等を行

う。 

5 実践予定内容 光化学スモック対策 

・「光化学スモック注意報」が発令された場合、予報・注意報・警報・重

大緊急方に従って、園児、スタッフの安全を確保する。 

6 実践予定内容 熱中症対策 

・正しい水分補給を理解した上で、子どもたちが自ら水分補給ができる環
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境設定をする。天候によっては戸外活動を控える。 

7 実践予定内容 ・有事の際は、地域と連携し地域防災マップに則り、園児、スタッフの安

全を確保する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

 今年度方針・テーマ 

保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れに

社会的責任があります。そのため、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う

保育・福祉の現場で活躍する人材を育成するために、当園では実習生・研修生を積極的に受

け入れていく。 

【種類】中高生の体験学習の受入／保育養成校の学生の実習受け入れ／一般および学生

の各種ボランティアの受け入れ/他随時相談 

実習生一般および学生の各種ボランティアの受け入れでは、ワークショップを地域連携園と開

催し、いつでも受入れる体制と迎え入れる雰囲気を作っていく。同時に広報活動をしていく。 

 

1 実践予定内容 ・中学生、高校生や実習生が安心して保育園で子どもたちと接すること

ができるようにスタッフが温かく対応するように心がけ、子どもとの触

れ合いから学びと楽しさを感じてもらえるようにする。 

2 実践予定内容 ・授業の一環として保育園を訪れることも考えられるが、その後個人的

にも保育園に遊びに来てもらえるようなかかわりをもつ。 

3 実践予定内容 ・学生以外の他業種の社会人や教育・保育関係者等の受け入れ、インタ

ーシップの受け入れ、保育園に興味関心がある方々を柔軟に受け入れて

いく。 

４ 実践予定内容 ・小学生ボランティアの受け入れ（卒園児） 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
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日ごろから、保育者が子どものことを話し合いお互いに勉強しあうことや、様々な方法で学べるよ

う学ぼうとする意識や学びやすい雰囲気づくりを施設長や主任、リーダーが意識して工夫して作り

出していく。 

・法人の学び事業部「園長大学･保育士大学講座」の受講を勧め、研修を個人的な体験に終わらせず、 

研修で得た成果を職場で共有し、園全体の力にしていくよう努め、職場全体の実践力を高めていく

。 

・園内研修 施設長は保育の質の向上に向けた課題に組織的に対応するため、保育の内容の改善や保

育者等の役割分担の見直し等に取り組むとともに、各職員が必要な知識や技能を見につけられるよ

うにする。また、日常的に職員同士が主体的に学びあう姿勢と環境を整え、職場内での研修の充を

図る。 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月7日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② SIDS家族の会から学ぶ

命の尊さ 

③ ケガ・ケーススタディー 

④ 虐待防止研修 

⑤ 安全指導研修 

安心・安全に過ごせる環境を守る 

5月12日 18:00～20:00 
② コンピテンシー自己採点 

⑥ 接遇研修 
 相手の心に寄り添う接遇 

6月9日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② さくらさくらんぼ体操研

修 

 日課の1つであるさくらさくらんぼ

体操を基本から学ぶ 

7月7日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保育を嫌いになりそうに

なった時に処方箋 

 保育の原点「永寧な保育」を考える 

8月4日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  実践から学ぶインクルー

シブ保育 

 インクルーシブ保育 

9月8日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  子どもの心の育ちと保

育者の言葉かけ 

 子どもの心の育ちを知る 

10月6日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  心を育てる保育環境 

③ 虐待防止研修 

④ 安全指導研修 

 遊びこめる空間づくり 

安心・安全に過ごせる環境を守る 
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11月10日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  乳幼児期に大切に育み

たい力とは 

 保育現場で子どもに育むべき力 

12月８日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 遠見さんから学ぶ性教育 
 初めての性教育 

1月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 子どもの感性を解き放つ

のはあなた次第 

 子どもの感性を育む表現活動 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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 保育者のためのコミュニケーショントレーニングの導入  

  コミュニケーション理論から学び、実践。ワークとロールプレイにより習得を目指します。 

聞く（聞かせてもらう技法） 

 話す（話す技法） 

読む（読む技法） 

書く（書く技法） 

見る（みる技法） 

   

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

法人理念における保育方針の「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」にある通

り、園外に出かけ近隣住民や身近な人と様々なかかわりを経験し、子どもたち一人ひとりが地域に

愛される存在になるよう計画し実践する。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：なべころ坂緑地公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・乳幼児の様子に応じて、高齢者福祉施設や近隣住民、子育て支援

センター来所利用親子との交流を計画し、日常の保育活動の中で積

極的に交流を行う。 

・保育士養成校の実習生の受け入れ、小中高大生の職場体験や社会

人といった幅広い年齢層のボランティア受け入れを随時行う。 

異年齢交流 ・主に3～5歳児は日常的に異年齢保育を行いながら、年少児と年長

児の生活の中でのかかわり合いが密になるよう工夫する。 

・0～2歳児は子ども一人ひとりの様子に応じて異年齢で過ごせる機

会を設け、様々な人とのかかわりが充実するよう配慮する。 

地域拠点活動 ・園児保護者の保育参加の随時受け入れ、保護者との協働によるど

ろんこ祭の開催を行う。 

・一時保育事業を実施する。 

・地域親子に向けて、子育て支援センターちきんえっぐと協同によ

る園庭開放や給食体験、どろんこ祭への誘致を行う。 

・東京都サービス推進事業への積極的な取り組み 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 
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 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 

子どもの発達の連続性を見据えた上で、保育所における保育がおこなわれていること、子どもたちの

生活が小学校へつながるものとして、就学を見通した保育がどのように行われているか小学校と積極

的に連携する。子どもたちと小学生の交流も積極的に実施できるよう小学校との連携を深めていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、目黒区立の4つの小学校と相談・協議し、公私立保育園園長会を通じて４月より開

始する。 

 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

６月頃 
田道小学校  

1学年 
スタッフ2名 

授業参観 

（田道小校教室） 

職員間交流 

見学 

６月頃 
油面小学校  

1学年 
スタッフ２名 

授業参観 

（油面小学校教室） 

職員間交流 

見学 

７月頃 
田道小学校  

1学年 
スタッフ２名 協議会 

スムーズな接続に向け

ての計画や配慮点につ

いて 

７月頃 下目黒小学校 
児13名 

スタッフ2名 

下目黒フェスティバル 

（下目黒小学校） 
子ども間交流 

９月頃 油面小学校 スタッフ2名 
授業参観 

（油面小学校教室） 

職員間交流 

見学 

10月頃 
田道小学校  

1学年 

児13名 

スタッフ2名 

保育園内での遊びと読み

聞かせ 

（中目黒どろんこ保育

園） 

子ども間交流 

11月頃 
田道小学校 

1学年 

児13名 

スタッフ2名 

田道小学校展覧会と校庭

遊び（田道小学校） 
子ども間交流 

11月頃 下目黒小学校 
児13名 

スタッフ2名 

下目黒小学校学芸会観劇 

（下目黒小学校） 
子ども間交流 

12月頃 
田道小学校 

１学年 

児13名 

スタッフ2名 

田道小学校での手作りお

もちゃ遊び 

（田道小学校） 

子ども間交流 

12月頃 中目黒小学校 
スタッフ 

希望する保護者 

小学校長との懇談会 

（中目黒小学校） 
職員間・保護者間交流 
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２月頃 
田道小学校 

1学年 

児13名 

スタッフ2名 

田道小学校での小学生体

験（田道小学校） 
子ども間交流 

２月頃 
油面小学校 

1学年 

児13名 

スタッフ2名 

油面小学校での遊び 

（油面小学校） 
子ども間交流 

２月頃 
中目黒小学校 

1学年 

児13名 

スタッフ2名 

中目黒小学校での遊び

（中目黒小学校） 
子ども間交流 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

特別な支援が必要な乳幼児については、個別に保育計画を作成し、家庭や関係機関と連携しながら、

計画的かつ継続的に一人ひとりに応じた保育内容や配慮を実践する。毎月の個別ケース会議を毎月実

施し、園全体でも共通理解を図る。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：３名予定） 

・医療機関や専門機関による療育方針・方法を共有する。 

・保育所の保護者全体に対しても障害児保育への正しい認識が持てるように配慮していく. 

・子どもの特性を理解し心と体の発達にあったより良い保育のため、発達支援つむぎ池尻ルーム」 

 と連携し、障害児保育研修を実施する。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

 ・障がいのある子どもの生活の質が高められるよう、その子どもの特性を活かすよう支援の経

過を 

伝えると共に連携していく。 

 

 

 

 子育て支援事業 
園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 
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ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：なべころ坂緑地公園にて開催 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

２０２５年受審予定 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年10月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：13時30分 

自己評価終了予定時刻：14時30分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、リーダー、若手スタッフ 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 昨日今日明日とつながる園生活の中で、スタッフ全員がチームとなり、

子どもの姿を多面的とらえ記録する。その記録を基に具体的に考察し、

実践する。 

振り返り 子どもの姿をスタッフ間で共有し、保育ドキュメンテーションやエピソ

ード記録を基に保育を可視化し、チーム保育の土台が構築されている。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 子どもSDGｓに鑑み、子どもと大人が協働しながら生活を営む 

重点施策 どろんこ会の日課・基本活動・取り組みの中にSDGｓの身近な取り組み

があることを地域・家庭・保育園が連携して進めていく。 

どろんこ会、中目黒どろんこ保育園の強みを前面に押し出し、職員が自

園に誇り、ロイヤリティを高く持つ。 

2024年度 目指す姿 様々なかたちでの地域社会との繋がりが充実し、子どもも大人も経験や

活動の幅が広がっていく。 

重点施策 地域になくてはならない園づくりのため、地域の関係機関、各園がそれ

ぞれの長所や特徴を活かし連携し合い互いの存在意義を最大化する。 

2025年度 目指す姿 地域の子育てハブ組織として、保育者が専門性を生かし、深めながら積
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極的に地域と関わり、リードしている 

重点施策 子育て専門職として誇りを持ち、集団としての力を最大限発揮してい

る。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：中目黒どろんこ保育園 施設長 中村利江 
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２０２３年度 船橋どろんこ保育園分園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

船橋市は千葉県で千葉市に次ぐ人口2番目の市であり、 

都心に通勤する保護者も多い市の中心部に位置する保育園として、 

整備された都会的な雰囲気と人口の多い雑踏の中であるが、 

以下のどろんこ会の基本方針をもって子どもたちを育み成長を見守る。 

      

子育て理念『にんげん力。育てます。』 

     子育て目標『センス・オブ・ワンダー』 

          『人対人コミュニケーション』 

             生活・遊び・労働を教えあう保育園生活を実践していく。 

 

1 続・原点回帰 

①子どもの「生きる力を育む」ために、基本としている日々の異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さ

くらさくらんぼリズム体操・散歩９時出発・生き物の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店

街ツアー・銭湯でお風呂の日・青空保育の意味を深めながら実践する。 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育を日々の畑仕事の充実体験の実践の上進める。 

2 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

アプローチカリキュラム(５歳児後半小学校進学を意識したカリキュラム)の作成と実践。 

3 大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成と全スタッフが目標設定をおこなう。 

4 接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接するこ

とにより選ばれる園をつくる 

スタッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から愛され、評判がよい園

つくりの推進。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい プロジェクト保育・年間を通じてテーマ設定に沿って保育を進める。 

実践予定内容 策定会議で決定した担当保育者のテーマに沿って異年齢保育・表現活動を

進めていく。 

2 計画・ねらい 食育の充実・食育活動、畑作業、調理、廃棄物の活用の循環を意識する 

実践予定内容 畑にて野菜の生産をし、下拵え、クッキング、食の循環を学ぶ。 

3 計画・ねらい 環境整備・心地の良い居場所づくり 

実践予定内容 各担当を中心に整理整頓・元に戻す・必要なものをきれいに設置する。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、子どもたちの成長を伝え合い、喜び合える関係を維

持していく。 

日々の挨拶、連絡帳やタイムライン・ポートフォリオの保育の見える化を進め保護者の理解を深めて

いく。 



20221215版 

1 計画・ねらい 保護者の立場の理解・〈思いやり〉をもって個々に必要と思われる部分の

援助 

実践予定内容 保護者の勤務・生活状況を把握し、必要に応じて子育てのアドバイスを進

める。シッターノートやチャットの活用で情報の共有を進める。 

2 計画・ねらい 日々の成長を〈誠実〉に伝え共有する・児童の成長を共に喜ぶ。 

実践予定内容 朝の受け入れ、連絡帳、タイムライン、お迎え対応を通じて〈謙虚〉に

〈感謝〉を忘れず、コミュニケーションを進める。 

3 計画・ねらい 保育参加・保護者懇親会・行事への参加・保護者面談を通じて保育園を親

子で親しむ。 

実践予定内容 保育方針に共鳴してくださる保護者への園生活への参加を進める。保護者

の個人面談の設定。 

 

 

地域の子育て支援事業 

見学者対応・体験保育・園開放・ちきんえっぐ・小中高生交流・世代間交流・ボランティア受け入

れ・子育て相談を継続し、地域子育て支援の拠点として保育園の役割を担う。 

 

1 計画・ねらい 子育て支援室の活用・地域の子育て家庭の安心安全な居場所となる。 

実践予定内容 定期的なイベント(子育て相談・誕生会・保健衛生)を実施する。 

2 計画・ねらい 青空保育の活性化・地域へのアピール 

実践予定内容 月1回の近隣公園での青空保育の予告(ポスター掲示)と実践時の招集活動

の促進を行う。 

3 計画・ねらい 地域の商店や施設訪問・地域の保育園として親しまれる。 

実践予定内容 老人施設・公民館・商店・銭湯への挨拶、訪問を実施する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

保育のプロとしての役割と責任を意識し、未来を担う子どもたちの成長を見守るやりがいを感じら

れる保育者を育成する。 

 

1 計画・ねらい 子どもの人権・虐待防止の基本を理解する。 

実践予定内容 研修の実施。情報の共有。具体的な事例を知り理解を深める。 

2 計画・ねらい 大人の人間力を育てる。一人ひとりの特技を磨く。 

実践予定内容 自分の得意を極める。自分自身の生きる力を強める。 

3 計画・ねらい 園事業計画を具現化する。自分の園の意識を高める。 

実践予定内容 事業計画に沿って、日々の保育内容の見直し、振り返り、ブログ、エピソ

ード記録などで保育内容の発信をしていく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 環境整備・施設の美しさを保つ・自信をもっての見学案内が出来る。 

実践予定内容 日常清掃・整理整頓の徹底・五感を働かせ保育環境を整える。 

2 計画・ねらい 人対人コミュニケーション・気持ちの良い挨拶の徹底 

実践予定内容 大人が子どもの手本となる。笑顔を絶やさずコミュニケーション力を高め
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る実践。 

3 計画・ねらい 協調性・平等性の意識を持つ。子どもにも伝えられる。 

実践予定内容 雰囲気を感じる力・今、相手が何を感じているか察知し対応する力を育て

る。 

 

 

子どもも大人も笑顔で穏やかな時間を過ごせる大きなお家 

1 計画・ねらい 笑顔があふれ穏やかな居場所となる。常に前向きな思考をする。 

実践予定内容 朝の受け入れから、笑顔を絶やさず、子どもたちの姿を全員で把握できて

いるように情報共有を進める。 

2 計画・ねらい 率先して動く。気づきに敏感な感性の育成。 

実践予定内容 自分に割り振られた担当を熟したうえで、周囲の状況も読み取れるような

経験を重ねる。コンピテンシーの活用による振り返りの実践。 

3 計画・ねらい 人間力を身に付ける。平等性・情報の共有。 

実践予定内容 様々な研修を意欲的に受講し、広い視野を持ち、客観的に自分を見ること

ができる人材の育成。 

 

 

有言実行 

1 計画・ねらい 期日を守る。提出期限・締め切りはあくまで最終日という事が意識出来

る。 

実践予定内容 保育担当チームによるタスク管理。 

2 計画・ねらい 有効な保育計画。子どもの成長に沿った保育計画を具体的に実践する。 

実践予定内容 保育計画の基本を意識した上で、臨機応変の対応をする。 

3 計画・ねらい 自己計画。自分の目標を立て実行していく。 

実践予定内容 更衣室に目標を掲示しその周知・周囲との協同を進める。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 合計 

６人 12人 12人 30人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 

施設長(本

園兼務) 
1人 

主任(本園

兼務) 
1人 保育士 ５人 

事務(本園

兼務) 
1人 

調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 ５人 

嘱託医(本

園兼務) 
 2人 

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 コンピテンシー・情報共有・研修・交流 

給食運営会議 月1回 給食の振り返り・食育について 

事故防止委員会 
月1回 安全確認・事故記録、ヒヤリハット、インシデント振り返

り 

ケース会議 月1回 支援の必要な児童について 

リーダー会議 週1回 日常の保育の振り返り・見通し 

行事会議 都度 行事についての計画反省 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人の確認事項など・月次報告 

施設長勉強会 月1回 施設長の連携・保育を深めるための勉強会 

食育会議 年4回 調理・施設長による食育全般について 

保健会議 年4回 看護師・施設長による衛生管理などについて 

主任会議 年4回 課内の主任による交流・勉強会 

子育ての質を上げる会議 月1回 各園のリーダーによる保育についての会議 

  

 



20221215版 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生管理の確認 

安全対策係 安全対策の確認 

防火管理者 消防計画の作成・避難訓練の実施、確認・ 

食品衛生責任者 給食の安全管理 

畑係 作物の定期的な作付け・見守り・収穫など 

生き物係 生き物の世話 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画と実施 

船橋市市民フェスティ

バル係 
地域行事への参加 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る。 

・歩行の確立、言葉の獲得により盛んになる探索活動が十分に出来る

ようにし、友達との関わりの芽生えを促す。 

下半期 

0～1歳児 

・身近な大人との安定した関係のもと、一人遊びを十分に楽しみなが

ら、自我が芽生える。 

・生活の中の様々な遊びや人との関りを通して自我が育つ。 

下半期 

2歳児 

・自分の要求や思いを言葉や行動で相手に表現しながら他者を受容す

る感情が育つ。 

・生活や遊びの中で達成感や充実感を味わう経験し、目標に向かって

友達と力を合わせて活動する。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 
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意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２２年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

２年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

保護者とのコミュニケーション、保育者・調理など全職員が専門性を活かしながら、子どもの様子

に寄り添いながらの食育活動を進めていく。 

 

1 計画・ねらい 子どもたちの食材への意識を高める。素材を知り味わう。 

実践予定内容 素材への関心を高め、嚙む力を育て素材の味を味わう。 

2 計画・ねらい 食を楽しむ。子どもが自分たちで盛り付け・配膳をする。 

実践予定内容 自分で食べられる量を知り、自分の体を育てる意識を持つ。 

3 計画・ねらい 子どもと一緒に食べる。子どもの食事内容、食べ方を知る。 

実践予定内容 調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に給食を食べる事で、好きなもの

を好きな人と好きなだけ食べられる経験を促す。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・1月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き・手洗い・うがい指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６月頃･･･溶連菌 

１月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･2名より預かり済み／１階冷蔵庫にて保管 

 

エピペン使用できるスタッ 本日現在11名が、研修受講し、修得済み 
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フ 未受講の新入スタッフについては5月31日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在11名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては5月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･1月 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 
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環境整備 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動す

る力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室外と

もに子どもが自発的に関わる環境を設定する。 

 

1 計画・ねらい 室内環境の整備 

実践予定内容 季節や興味を意識し、子どもたちの興味を促す環境の設定。 

2 計画・ねらい 保育園の出入り口の環境整備 

実践予定内容 子どもたちや保護者のスムーズな動線整備。随時見直す。 

3 計画・ねらい 散歩コースの環境整備・安全管理 

実践予定内容 ２歳児と共に、ハザードマップの作成を進める。 

 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 無し   

2    

3    

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 避難訓練(月1回)火災・地震を想定。通報訓練・引き渡し訓練・うちの子

アプリ保護者向け書き込み。 

2 実践予定内容 事故防止チェックリスト(年6回) 

3 実践予定内容 不審者対応訓練(年2回) 

4 実践予定内容 設備点検(年4回) 

5 実践予定内容 事故防止委員会 

6 実践予定内容 地域河川氾濫を想定した水防計画 

7 実践予定内容 光化学スモッグの対応 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れに社会的

責任がある。そのため、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現
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場で活躍する人材を育成するために、当グループでは実習生・研修生を積極的に受け入れる。 

実習生、中高生の職場体験など積極的に受け入れ、オリエンテーションにおいて、しっかりと方針

や内容を伝え、不安のないように実践を進められるよう配慮する。実習終了後も交流を継続できるよ

うにコミュニケーションを進める。 

 

1 実践予定内容 保育専門学校などの実習生の受入れ 

2 実践予定内容 中高生の実習体験の受入れ 

3 実践予定内容 研修生の受け入れ 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②マナー研修 

③ケガケーススタディ・虐

待防止 

 新たなスタートの月。原点回帰。 

事故記録簿などの見直し。 

5月19日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②安全教育 
 子どもの人権の理解。虐待の定義。 

6月16日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②危機管理 
 子どもの命を守る。 

7月14日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②保護者対応 
 保護者の信頼を得る。 

8月18日 18:00～20:00 ①コンピテンシー自己採点  保護者面談について。 
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②保護者支援 

9月15日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②プロジェクト保育 
 上半期プロジェクト保育の進展 

10月20日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②異年齢保育 

③安全指導・虐待防止 

 異年齢保育の魅力。 

11月17日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②発達支援 
 インクルーシブ保育 

12月15日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②こども感共有 
 エピソード記録公開 

1月19日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②来年度の目標 
 今年度の振り返りから来年度へ。 

2月2日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議 
 事業計画及び来年度方針の作成 

3月３日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議 
 年間活動計画・保育計画の策定 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

リーダー育成 

リーダー会議での積極的な意見交換を重ね、具体的な対応を学ぶ。 

  様々な事例を検討し、先を見通せる力を培う。また常に現状を把握し、今目の前の子どもの最善

の利益を追求出来ているかを確認しあう。 

 学ぶ姿勢を継続する。 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

船橋どろんこ保育園の存在を広く地域に知っていただくことで、子どもたちと地域の方々との交流

を深め、成長や安全を見守っていただけるようにしていく。また積極的に園を開放し地域の子育てに

貢献していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：天沼弁天池公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設訪問・中学・高校の体験学習の受け入れ 

異年齢交流 小中学校交流、大学生との交流。他園との交流。 

地域拠点活動 ちきんえっぐ・青空保育 

 

 

 小学校との連携の計画 

今年度方針・テーマ 

就学を視野に入れ「幼児期の終わりまでに育ってほしい1０の姿」を意識し年長児の保育計画を立案

し小学校との接続がスムーズに行われるように配慮する。 

 

具体的な連携計画 

就学児無し 
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 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

年度初めに個別支援年間計画を保護者と関係機関と相談しながら作成する。 

半期に一度保護者と関係機関と面談を実施し、見直しをする。 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：5名予定） 

対象児の日々の行動記録を書き留めたものから考察し本児の成長・課題を共有し合い、次月の目指

す姿や保育者の援助を話し合う。 

 

進級引継、および、小学校への引継 

就学児無し 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 
（月）～（土）9:30～16:30 

 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月２回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月１回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：本町中央公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年10月1日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：15時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、乳児リーダー 
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利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 『やってみよう みんなが主役の明るいお家 心の根っこに大きな愛』

を保育目標に掲げ、異年齢交流・戸外活動・主体的に生活する。 

振り返り 新型コロナウィルスの影響で制約は生じたものの、年度の後半から本園

との交流活動が進められた。活動に関してはアイデアを計画的に実践し

ていく過程がもう少し丁寧に進められるようにする事が課題である。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 原点回帰。日々の保育の基本を固め直し、大人も子どもも生活に余裕を

持ち、自分のやりたい事に向かう姿がある。 

整理整頓が行き届いている。自分が使う前より美しく。 

重点施策 保育の目標・ねらい・計画を丁寧に分かり易く記載し実践する。 

また月毎に振り返りをまとめ課題の抽出をする。 

子ども・スタッフ・リーダーとのコミュニケーションの強化。 

2024年度 目指す姿 チーム保育の確立。異年齢・インクルーシブ保育の推進。 

重点施策 個人とチームでの目標設定。必要なコミュニケーションを全員が意識

し、インターネット等を活用し発信していく。 

2025年度 目指す姿 どろんこ会の保育方針がすべての人々に理解され、 

保育園＝どろんこ保育園のイメージを確立する。 

『大きなお家』ここなら安心いつでも快適。 

どろんこ保育園旗艦園となる。 

重点施策 どろんこ会の保育方針の浸透、実現が進められている。 

思いやりの心・誠実な行動・感謝の気持ち・謙虚な姿勢が全ての関係者

に行き渡っている。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：船橋どろんこ保育園分園 施設長 齋藤 みどり 
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２０２３年度 南魚沼どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
次世代を生きていく子どもたちが、活き活きと豊かな人生を歩むために、幼児期は｢生きる力｣の基礎を培う時

期である。子どもたちに真に必要なものは何かを追求し、社会福祉法人どろんこ会が目指す、保育理念・保育目

標・子育て方針を柱に、南魚沼市の恵まれた自然環境を活かした保育が南魚沼どろんこ保育園の特徴である。 

子どもたちに育みたい「生きる力」は、日々の保育内容の充実により育まれるものであり、それは、子どもたちの

一日一日を大切にした原体験（人生に影響を与える幼少期の体験）であると考える。そのために、日課・基本保

育活動への取り組みに重点を置き「就学までに育みたい１０の姿（保育所保育指針）｣を目指した保育実践に取

り組む。さらに、南魚沼には子どもたちに残したい、日本の原風景と言える自然の風景、人々の暮らしの風景があ

る。日本有数の豪雪地の、冬の暮らしに苦労はあっても、子どもたちにとって雪は、この上ない魅力ある素材であ

り、最高のあそび環境となっている。人口減少に歯止めがかからない現状を思う時、私たちの役割は、南魚沼の

環境を活かした遊びを提供し、子どもたちの脳裏に「ふるさと」の原風景を残すこと。「ふるさと」を誇りに子ども

たちが成長し、この地を離れることがあっても「ふるさと」を思い出し、帰ってきたくなる場所でありたいと願い、以

下2023年度事業計画を記載する。 

 

法人 保 育 理 念 「にんげん力。育てます。｣ 

   二大保育目標 「センス・オブ・ワンダー｣ 

          「人対人コミュニケーション｣ 

   子 育 て 方 針 「異年齢･インクルーシブで生活する｣ 

          「食べさせる給食ではなく、意欲を育てる給食を｣ 

          「自発的に関わる環境設定｣ 

 

南魚沼どろんこ保育園 園目標 

 「四季を感じ自然に触れながら のびのび遊ぶ」 

 「様々な経験を通じ色々な人に親しみを持てるようになる」 

          ※2017年 策定会議において全スタッフで決めた目標 

 

2023年度 南魚沼どろんこ保育園スタッフのキャッチフレーズ 

 「自ら考える」 「自ら行動」 「自ら学ぶ」 「自ら楽しむ」 

               そして、「チームで保育の魅力を高めよう」 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 原点回帰の意味、法人理念を理解する。 

ねらい：原点となる創業者の思いをエピソードから知り、法人の理念・方針等を深

く理解し、思いを持って業務に当たる姿勢を育成する。 

実践予定内容 ・原点となったエピソードの共有。 

・日課、基本保育活動の意義。 

・日々の保育の充実こそが保育。 

・スタッフの職務。 

・原点の意義を共通理解して進む。 

・日課、基本保育活動の充実。 
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２ 計画・ねらい ゾーン保育実現のためのチーム保育の実践。 

ねらい：日課、基本保育活動の充実をチームで図る。実践を通してチーム保育を

実現する。 

実践予定内容 ・チーム保育の意義と必要性の再確認。 

・チーム保育のメリットとデメリットの確認。 

・チーム力で高める保育の質の向上。 

・チームで取り組む日課、基本保育活動。 

・チームで保育の魅力アップ。 

・多職種連携。 

・ゾーン保育の実現。 

３ 計画・ねらい 子どもの主体的な活動から考える日課・基本保育活動の充実。 

ねらい：日課の意義の再確認と主体性とは何かを、共通の軸として日々の保育を

充実させる。 

実践予定内容 ・子どもたちに真に必要な体験とは何か（日課の意味）。 

・主体性について理解を深める（子どもも大人も主体的に行動する）。 

・日課への取り組みが保育の充実、保育の質の向上へ。 

・季節によって柔軟な対応が求められる基本保育活動の確認。 

・継続こそが保育 「生きる力」とは何かを考える。 

4 計画・ねらい 食の循環への意識を育む環境教育とは何か。 

ねらい：本物の体験を通して、大人も子どもも一緒に実践し学ぶ食育。 

実践予定内容 ・食育活動 役割分担 年間計画立案。 

・堆肥作り、畑・田んぼ作り等 全職員で実践。 

・命を頂く（さばく、解体する、焼く、食べる）。 

・加工する（マヨネーズ、味噌、梅干し、たくあん、干し柿）。 

５ 計画・ねらい 小学校との連携 アプローチプログラムを考える。  

ねらい：文部科学省「架け橋プログラム」とは何かを知り、南魚沼市の現在の連携

状況の共有とこれからの展望の理解。 

実践予定内容 ・架け橋プログラムの目的と取組みの必要性。 

・スタートカリキュラムとアプローチカリキュラム。 

・育てたい10の姿を踏まえて「5歳児と1年生の年間連携計画」の意義。 

・児童要録の目的と書き方の研修実施。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 購入したくなる写真の公開による保護者との保育の共有。 

ねらい：子どもの活き活きした表情を保護者に伝え、成長を共有する。 

実践予定内容 ・撮影研修「園長大学®・保育士大学」コンテンツ３活用。 

・保育者だけが知る子どもの姿を、保護者に伝えることが子育て支援。 

・子どもへの温かいまなざしで撮る。 

・保護者の視点に立ち、記録しておきたい子どもの姿とは何かを考える。 

・活き活きした表情を捉えることが保育の魅力アップ。 

2 計画・ねらい 保護者アプリ（うちのこタイムライン）発信強化、感動するお迎え対応、連絡帳の充

実（接遇対応力研修）による保護者への支援。 

ねらい：園で実践している保育への理解を保護者に深めて頂き、保育実践内容が

口コミで拡大する。 
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実践予定内容 ・保護者目線に立ちタイムラインで発信する写真、記載する文章の研修。 

・お迎え3分対応のロールプレイ。 

・子どもの成長を捉える視点と成長の喜びを感じる保育者。 

・連絡帳の内容の充実（文章の書き方ポイント）。 

・挨拶の基本と応用。 

3 計画・ねらい どろんこサポーターズとの活動連携強化。 

ねらい：2022年度のサポーター活動が次の世代へつながり、保護者同士の繋が

りが、子育ての支えとなる活動に寄り添う。 

実践予定内容 ・どろんこサポーターズの積極的な募集。 

・どろんこサポーターズの活動計画。 

・どろんこサポーターズの自主活動の伴走。 

・子育てを支え合うサポーター活動の定着。 

４ 計画・ねらい 気楽な子育て相談機能の強化。 

ねらい：共同パートナーとして、子育て相談で頼られる場所となる。 

実践予定内容 ・コロナ禍における保護者心理の理解を深める研修。 

・子育て中の保護者の心理を理解し、気付きを深める。 

・日々の関わりの中で得る信頼関係。 

・誠心誠意で対応する 信頼とは何か。 

・ケースを通して実践の中で学ぶ。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ちきんえっぐの出前保育の内容の充実。 

ねらい：子育て中の保護者に、手を差し伸べる支援の姿勢をアピールする。 

実践予定内容 ・出前保育の内容の再考と充実 遊びの提供。 

・子育てを社会で担う姿勢の出前保育。 

・出前保育のPRの強化（ちきんえっぐ便りの配布拡大）。 

・口コミの拡大。 

２ 計画・ねらい 地域と共に伝統を受け継ぎ繋ぐ「どろんこまつり」の開催。 

ねらい：地域で5年前に復活した「糸と糸盆踊り」とのコラボ開催で地域を盛り上

げ、地域の子育て支援に寄与する。 

実践予定内容 ・9月第1土曜日に開催。 

・開催に向け地域の運営委員会、太鼓・踊り練習会等にスタッフが参加。 

・どろんこサポーターズとの連携。 

・地域の伝統の盆踊り・太鼓を子どもたちに伝承する。 

・中之島小学校6年生との太鼓・踊り練習会参加。 

・当日はちきんえっぐとして、木六神社で子育て支援コーナー設置PR。 

・盆踊り子どもタイム実施。  

３ 

 

計画・ねらい 子育て中の保護者の自主的な子育て講座の定期開催。 

ねらい：子育て中の保護者の自主活動を支援し、保護者同士の繋がりの機会を

創出し、支え合う子育て支援を行う。 

実践予定内容 ・子育て中の保護者の自主活動の支援。 

・自主活動の募集。 

・ベビーママヨガ講座等の開催。 

・子育てを支え合うグループ等の育成。 
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次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 地域の社会資源としての役割を担い行動するスタッフを育成。 

ねらい：これからの保育を担うスタッフが園の顔となり、地域の一員として貢献す

る。 

実践予定内容 ・春の木六神社掃除ボランティア参加（任意）。 

・糸と糸盆踊り実行委員（1～2名 スタッフから選出）。 

・伝統の盆踊り、太鼓練習会参加（任意）。 

・園の駐車場に隣接した消防小屋の、降雪時の除雪の役割を担う。 

・受け継いだ園の、土地の歴史と愛宕山に登る思いを伝える。 

・近所付き合いを大事にした園運営。 

2 計画・ねらい 主体的に学ぶスタッフ育成。インプットからアウトプットの実践。 

ねらい：自ら学ぶ姿勢を持つスタッフが良い影響を及ぼし、アップデートしていく職

場の風土作り。 

実践予定内容 ・「園長大学®・保育士大学」のコンテンツの活用。 

・園会議の担当持ち回り 全スタッフがアウトプットを実践。 

・主体的な子どもを育成するのは主体的な大人。 

・保育者のアップデートは必須 自ら学ぶ姿を見守る。 

3 計画・ねらい 背中で見せる大人、先輩の背中を見る姿勢をスタッフに育む。 

ねらい：日課・基本保育活動等はスタッフが背中を見せて行い、関わる子ども、他

のスタッフの姿から学び、保育の質を向上させる。 

実践予定内容 ・全スタッフが日課・基本保育活動に関り、年間を通して実践する。 

・SDGsについての理解を深め、環境教育を実践する。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 堆肥作りを通した保育環境作り。 

ねらい：給食残渣、山羊の糞、落葉などを利用して、堆肥作りに年間を通して取組

み、畑作りに使用する。 

実践予定内容 ・園庭の一角に堆肥場を設置する。 

・6月、堆肥作りの基本の研修実施。 

・日課として、畑活動と同時に、堆肥作りにも取り組む。 

・給食残渣を減らす。 

（皮付き野菜の給食・廃棄野菜は山羊、鶏の餌として利用） 

・四季折々、堆肥となる材料が園庭に複数存在することに気付く。 

  （取り残しの柿、水藻、刈った草等、落葉） 

・堆肥とミミズの関係等、良い堆肥作りを学び実践。 

2 計画・ねらい 井戸水、用水の有効活用。 

ねらい：園内の井戸水、小川の用水を子どもたちの遊び以外に有効活用する方法

について年間通して模索する。 

実践予定内容 ・これまで子どもたちの遊び、ヤギ小屋清掃で活用してきた井戸水を、環境側面か

ら有効に活用する方法をスタッフが提案する。 

・どろんこになった洋服洗いに活用するための手順を考える。 

・ヤギ小屋の井戸水の蛇口を活用するための方法検討。 

・井戸水、用水の使い方定着。 

3 計画・ねらい ビオトープの環境整備。 
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ねらい：蛙、カワニナ、水カマキリ、糸トンボなど水辺の生き物が息づくビオトープ環

境を更に整備し、自然体系を身近に観察する環境を作る。 

実践予定内容 ・カワニナが生息し、夏に舞う蛍の数が増えるような環境を作る。 

・水辺の生き物の生態を子どもたちと観察する。 

・毎年、発生する水藻の原因を究明する。 

・ビオトープの小川整備を実施。 

・水草の育成で生き物が住みやすい環境を作る。 

・用水の量の調節によるビオトープ環境整備。 

 

 

絵葉書になるような園舎景観保持・掃除の行き届いた園舎（施設長が力を入れて取り

組みたい内容） 

1 計画・ねらい 絵葉書になるような景観の園庭・園舎環境を保持する。 

ねらい：心を込めて、丁寧に管理されているという事が一目で感じられる美観を保

つ。 

実践予定内容 ・施設長は常に園庭・園舎の景観を外の視線から気にかける。 

・園庭の除草や園舎周りの草が近所の迷惑になることの無いように巡回。 

・整理整頓された外観維持。 

・ビオトープの水まわりへの野生動物の侵入等にも注意。 

・掃除を業務に組込み、行き届いた掃除による清潔な環境が保たれる。 

・降雪期の除雪は安全と景観に配慮する。 

2 計画・ねらい 掃除の行き届いた園舎。 

ねらい：日々の業務の中に掃除を組込み、常に園舎の隅々まで掃除が行き届いて

いる状態を維持する。 

実践予定内容 ・全てのスタッフが掃除に関わる仕組みの再編成。 

・常に新しさを感じる 磨かれた園舎（玄関ポーチ、トイレ床等）。 

・物を動かして、掃除する。 

・整理整頓が常に行き届いている環境。 

・はみ出して掃除する（担当の場所からはみ出して掃除することで、隅々まで掃除

が行き届く）。 

3 計画・ねらい 突然の訪問でも、自信を持ってお迎えできる園内環境。接遇の基本。 

ねらい：保育環境として当たり前である整理整頓された環境を維持するために、

全スタッフの意識を高める。 

実践予定内容 ・整理整頓された園舎環境への意識の啓発。 

・組織内のチェック機能強化。 

・全てのスタッフが環境整備に関わる。 

・物を出したら、その場、その時に元に戻す姿勢の習慣化。 

・気配り、心配り 接遇マナーの再確認。 

・来客時のスタッフの対応力を磨く。 

・観葉植物の配置。 
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にんげん力を高め合う園内研修（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい にんげん力を高め、豊かな人生を求めて。 

ねらい：豊かな人生を私たちスタッフも歩むためには、にんげん力を高めることで

あり、そのための学びである事を知る。 

実践予定内容 ・にんげん力とは何か。 

・学びの機会をどう持つか。 

・学ぶと分かる保育の楽しさ。 

・インプットからアウトプットするスタッフ。 

・次世代を担うスタッフに伝えたい事。 

2 計画・ねらい 批判的思考力を持つことの大切さ ポジティブ思考を持つ。 

ねらい：柔軟な思考力を持つことは、自分自身の成長につながる事を理解し、学

び続ける姿勢を持つ。 

実践予定内容 ・自分の思考を柔軟にする方法を学ぶ。 

・経験に関係なく、学び続けること。 

・自分の考えを批判する力。 

・偏らない思考が人生を豊かに。 

・保育者に必要なポジティブ思考。 

・アップデートする保育者。 

3 計画・ねらい 相手の立場に立つ 目配り 気配り 心配り（神対応の接遇）。 

ねらい：接遇マナーを身に着けて、社会人として成長する。 

実践予定内容 ・接遇マナー園内研修。 

・来客対応、電話対応、保護者対応の基本。 

・挨拶、言葉使い、お辞儀等の基本の確認。 

 

 

次世代を担うリーダーの育成（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 日課、基本保育活動を中心にリーダーが保育をリードしている。 

ねらい：理念や方針を理解し、目指すべき方向にリーダーが全スタッフを導こうとし

ている。 

実践予定内容 ・日課、基本保育活動を見守り課題に取り組んでいる。 

・さくらさくらんぼリズムの質の向上を図っている。 

・必要な時に、必要なタイミングでスタッフに声をかけ導いている。 

・子どもが主体的に日課、基本保育活動に取り組む姿に導いている。 

2 計画・ねらい ゾーン保育が展開する環境が整っている。 

ねらい：チームとしてスタッフ一人ひとりが、責任を持って環境作りに取り組むよう

にリーダーが、全体をリードしている。 

実践予定内容 ・保育環境会議の開催。 

・全スタッフが責任を持って業務に当たる仕組み作り。 

・課題の抽出と役割の共有。 

・ゾーン保育環境が継続して整えられている。 

・スタッフがチームとなり、保育が展開している。 
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子どもたちが「今日も楽しかった。明日は何をして遊ぼうか。」と期待できる充実した保

育実践（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 子どもたちが面白がる保育、協同が生まれる保育の実践。 

ねらい：常に子どもの視線に立ち、子どもたちが日々、園に来るのが楽しみになる

保育を考える。 

実践予定内容 ・幼児クラスのモーニングサークルの実践。 

・サークルの意義の理解。 

・子どもの意見をまとめる力を伸ばす関わりの理解。 

・子どもの視点に立つ姿勢の育成。 

・日々の保育で、子どもの顔色を見る事の大切さを伝える。 

・子どものブームに敏感になる。 

・保育計画の子どもの姿の添削強化。 

・繋がり合う計画内容の精査。 

 

2 

計画・ねらい 全ての子どもが意欲を持って登園してくる環境作り。 

ねらい：子どもの願いを受け止め、意欲的に関わる環境作りを目指す。 

実践予定内容 ・子どもの姿を捉えた興味関心の共有を図る。 

・主体的に関わる環境作りを考える。 

・子どもたちから「明日も、保育園に行きたい。」という声が増える。 

・子どもの成長の姿を通して、スタッフ間の共感が図られる。 

・保育の魅力アップに繋がる。 

3 計画・ねらい 養護と教育が一体化した保育を展開している。 

ねらい：子どもを真ん中にした保育がスタッフ間で共有され、質の高い保育を展開

している。 

実践予定内容 ・養護と教育の一体化の意義について研修実施。 

・「育てたい10の姿」を目指した保育実践。 

・背中で見せる保育展開。 

・保育プログラム係を中心とした0～5歳児までの保育環境を計画実践。 

・「子どもと作る週案」を毎週、金曜日までに作成し実践する。 

・保育室に週の計画を掲示し、子どもたちに見通しを持たせる。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 6人 12人 17人 17人 17人 75人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 15人 看護師 1人 事務員 1人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 1人 補助 1人 調理 1人 嘱託医 2人 

用務 1人 
再雇用スタ

ッフ  
1人     

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 計画に基づきスタッフの研修、共有事項。 

給食運営会議 月1回 喫食状況、嗜好、アレルギー児等に係ることの共有、検討。 

事故防止委員会 

月1回 法人から発信された事故の情報や自園のヒヤリハット・インシデ

ント・事故分析の結果から改善の検討。 

発生した自園の事故は都度実施。 

ケース会議 月1回、都度 要支援児のアセスメント情報・育ちの共有・検討。 

リーダー会議 月1回 施設長、主任、リーダーによる運営に関わる共有検討事項。 

乳児・幼児及び各年齢に

よるクラス会議 

月1回 乳児クラスと幼児クラスの連携や各年齢の活動についての共

有事項・課題検討など保育内容を充実させるための会議。 

保育計画会議 毎週金曜日 次週の計画 計画表の掲示⇒子どもたちに共有。 

保育プログラム会議 
月1回 教育環境として、言葉・音楽・体育・アート等を保育に、どう取り

入れていくかを検討し実践をリードする。 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人による連絡、共有事項。事故防止委員会。 

施設長勉強会 月1回 マネジメント力の向上のための勉強会。 

食育会議 年4回 
施設長、調理担当者による食育の取り組み状況、給食に関する

情報共有とレベルアップのための内容。 
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保健会議 年4回 
施設長、看護師による保健・衛生指導関係の情報共有とレベル

アップのための内容。 

主任会議 年12回 主任としての役割の理解と園運営への理解。 

子育ての質を上げる会議 月1回 若手職員参加による、次世代育成のための内容。 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 看護師を中心として子どもの健康管理・衛生管理に関わる事項全般 

安全対策係 
事故防止に関する事項 ヒヤリハット集計・分析 改善策の検討と周知 

施設設備点検及び管理 

防火管理者 園長：若杉絵里子  防火設備点検管理 消防計画作成 

食品衛生責任者 調理師：小林千春  食品衛生管理 

畑係 畑・田んぼ・ビオトープに関わる管理運営 

生き物係 山羊・鶏・飼育コーナー小動物に関わる管理運営 

ハザードマップ係 散歩コース・園内外のハザードマップ作成（4・7・10・１月改定） 

研修係 園会議運営・公開講座の計画運営 

環境整備係 園舎内外の清掃、整理整頓に関わる事項の運営 

保育環境係 ゾーン保育のための室内・園庭の環境を構成する 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 地域の「糸と糸盆踊り」コラボ企画でどろんこ祭り計画運営 

運動会係 運動会開催に関わる計画運営 

生活発表会係 生活発表会に関わる計画運営 

春・夏・秋・冬行事係 四季ごとに子どもたちに伝えたい行事を計画運営 

地域ボランティア係 木六神社清掃・消防小屋除雪・地域防災訓練等に関わる事項 

 

 

 



20221215版 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・一人ひとりの発育、発達状態や健康状態を適切に判断し養護する。 

・個別の発達を踏まえて愛情豊かに応答的に関わる。応答的な関わり 

の中で信頼感を育て人と関わる力の基盤を培う。 

・身近な人に親しみを持って自分の感情を表すことができるようにな 

り、受容的な関わりを通じて自分を肯定する気持ちの芽生えを大切に 

する。 

・異年齢保育で過ごす中で、子ども同士で育ち合う環境に配慮する。 

下半期 

0～1歳児 

・和やかな雰囲気の中で食べる喜びや楽しさを味わい進んで食べよう 

とする気持ちを育てる。 

・身近な環境に興味や関心を持って関わり、感覚の働きを豊かにする 

環境を整える。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・発達の個人差に配慮し一人ひとりの子どもの気持ちを受け止めて援 

助する。 

・自ら環境に働きかけ思考錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守り適 

切な援助を行う。 

・日課、基本保育活動を主体的に行うための援助を行う。 

下半期 

2～5歳児 

・異なる年齢の子と生活する中で思いやりや憧れ、思うようにならな 

いことを体験する中で様々な感情を経験し豊かな体験とする。 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」に基づく活動を通じ 

て資質能力を育む。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご 

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・2023年2月及び3月に開催の「年間計画策定会議第1回・第2回」にて決定し、別紙「2023年度年間スケジ

ュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

１  計画・ねらい 

 

堆肥作りを日課として行う 畑・田んぼ活動 

ねらい：食材・食の循環への意識を育む環境教育を実践する 

 実践予定内容 ・堆肥作り（ヤギの糞、給食残渣、落葉など）については継続実施。 
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 ・土作り（堆肥作り）の研修実施。 

・前年度に作った堆肥を使って畑を作り、収穫し食す。 

・日課として、子どもたちとスタッフが一緒に活動する。 

2  計画・ねらい 子どもたち・スタッフが一緒に給食を共に味わう縁側給食実施。 

ねらい：巻機山を眺めながら、子どもと全スタッフが共に味わう 。 

 実践予定内容 ・縁側・玄関前スペースを利用して巻機山を眺めながらの給食を子どもた 

ちと全スタッフで実施する。 

・子どもたちによる盛付・配膳を日常的に実施する。 

・食べる意欲を重視した給食。 

３  計画・ねらい 噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する。 

ねらい：地場産の食材に可能な限りこだわる。 

仕入れる素材の旨味を味わう。  噛む力を育てる調理に留意。 

 実践予定内容 ・噛む力に配慮した具材の大きさなどについては検食日誌で共有する。 

・地場産の新鮮な食材を仕入れるように配慮する。 

４  計画・ねらい 四季を通して食の循環を認知する体験 命を頂く。 

ねらい：郷土食を味わい、加工食品作りなど豊かな食の体験の機会を持つ命を頂

く体験（魚のつかみどり）。 

 実践予定内容 ・梅干し・梅ジュース・味噌作り・たくあん漬け。 

・郷土食を味わう のっぺ汁 煮菜 ちまきなどを味わう。 

５  計画・ねらい 

 

食育計画による年間活動の計画的実施。 

ねらい：生きるために必要な食についての関心を高め、食べる意欲を育てることに

重点を置いて、コミュニケーションの手段としても食事は重要であるため、マナーや

ルールについても知らせる。 

 実践予定内容 ・2023年3月末までに年間計画作成。 

・食への関心を高める。幼児を対象に栄養指導・食育教室を月1回開催。 

・食事のマナーやルールについても、発達に合わせて援助していく。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（5月・10月） 

歯科検診 年2回（5月・10月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導・栄養指導・歯磨き指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月頃･･･ロタ・ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎 

8月頃･･･咽頭結膜熱(プール熱） 

1月頃･･･インフルエンザ 



20221215版 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／事務室にて保管 

 

エピペン使用できるスタッフ 
本日現在2２名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については4月30日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在22名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員2名については7月30日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

通年で新型コロナウイルス感染等に考慮し、消毒・換気の徹底 

流行する感染症により、アルコール消毒、塩素消毒を区別し対策を講じる 

※10人以上の感染を確認した場合は法人本部、県、市に報告対応 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確認

／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／５･１０月 

歯科健診 年２回／５･１０月 

運営管理 児童・保護者の人権に関する

チェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 
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利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたちが思考錯誤しながら遊べる、園庭環境作り。 

ねらい：築山、ビオトープ、小川、広場、野草など園庭で子どもたちが日々、自分

のやりたい遊びを選んで満足いく遊びが展開できるような環境を整える。０歳か

ら５歳児までが、混じり合い遊ぶ。 

実践予定内容 ・毎朝、年齢ごとのサークルを行い自分のやりたい遊びを発表し、友だちの意見

を聴くなどの経験を通して、自立心を育て人と関わる力を育む。 

・動と静のメリハリある環境を整え、一人ひとりの気持ちが満足するように、園庭

のスペースの使い方に留意する。 

2 計画・ねらい 身近な環境に興味や関心を持つ。 

ねらい：長距離散歩、商店街ツアー、青空保育などを通して地域を知り、様々な

ものに興味や関心を持つ。 

実践予定内容 ・散歩先で様々な人や事象に出会い、環境に自ら関わろうとする機会を作る。 

・長距離散歩 ・商店街ツアー ・青空保育 

・自然の中でのびのびと体を動かして遊ぶ。 

・自ら体を動かそうとする意欲を持つ。 

・様々な環境に好奇心や探求心を持って関わり、生活に活かそうとする。 

3 計画・ねらい 自分で遊びを選び、友だちと協同し、工夫して遊べる室内環境作り。 

ねらい：子どもたちが見通しを持ち、自分のやりたい遊びに取り組み、子ども同

士の関わりの中で、協同する体験等を主体的に取り組める室内環境作り。 

実践予定内容 ・室内レイアウト検討会議開催。 

・子ども一人ひとりの観察と共有。 

・子どもが自ら周囲に働きかける姿となっているか、環境の見直し。 

・共同する活動に配慮した保育環境整備。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 

ボルタリング 園庭 毎朝、早番が点検 

（不備は点検簿に記入） 

※2023年度塗装修繕予定 

2 雨具かけ（6台） 幼児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践予定内容 非常事態発生の場合は法人のマニュアルに従い迅速な対応が出来るよう、緊急

時の連絡体制などを掲示するなど対応に最善を期す。 
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2 実践予定内容 毎月の避難訓練を基本に、日ごろより、火災・地震・風水害等に対する意識を高め

る。災害は突然に起こるものであり、日ごろよりシミュレーションを行い、避難訓練

の動作を基本として、どんな状況でも最善を尽くす意識を高める。 

3 実践予定内容 事故・怪我においては、法人ルールに従い迅速かつ的確な対応をする。 

ヒヤリハットの収集に努め、園内で集計・分析・改善・実行のPDCAサイクルで重

大事故防止に努める。 

4 実践予定内容 防犯、不審者に対する訓練は年２回実施する。日々の生活の中で常に意識するこ

とが重要であり、年１回、石打舞子駐在所の警察官より訓練時に指導を受ける。

散歩時における対応や園内における対応の仕方など、会議などで意識統一をす

る。 

5 実践予定内容 住民の避難、又は避難住民等の救援のための施設として重要な役割を担ってお

り、Ｊアラートが発令された際に備え、マニュアルに従い、安全を確保する。近年はＪ

アラートの発令頻度が高くなっていることを踏まえ、防災ラジオからの情報を頼り

に、避難場所は１階 幼児室と定める。 

6 実践予定内容 個人情報漏洩や管理については万全を期し、定期的にスタッフの意識を高めるた

めの啓発を行う。 

7 実践予定内容 広域災害によるライフライン停止、調理担当者感染症発生による給食提供停止な

どを想定した、外注による食事提供訓練の実施。《広域災害食訓練の実施》その

他として年１回、非常時の炊き出し訓練を実施する。 

備蓄品の点検は定期的に行う。 

8 実施予定内容 新潟県柏崎市に原子力発電所があることを踏まえ、災害対策重点区域外（半径

３０キロ圏内）であっても、東日本大震災時の原発事故後には土壌の放射能濃度

が高い地域とされてきた経緯を含めて、給食で提供する食材の放射能濃度など

にも引続き配慮する。 

9 実施予定内容 例年、熊･猪の出没が相次ぎ園外保育を見合わせる事態が発生しており、熊出没

情報を常に把握して万全を期す。 

10 実施予定内容 コロナ禍において地域の感染状況を把握し、法人や県市町村からの指示に従い

対応しつつ、園内での感染対策には万全を期す。 

11 実施予定内容 雪害についての意識を高め、降雪量などの気象状況の情報収集に努め、こまめな

除雪で安全を確保する。落雪、陥没、転落事故などの防止のため日々、コーンを設

置し安全確保に努める。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代を担う実習生・中高生・ボランティア等の受け入れについては、地域の社会資源としての役割と共に将

来、福祉の現場で活躍する人材育成の一助になることを願い積極的な受け入れを行う。各校等とも連携し、一人

ひとりの学生に対する指導援助が適切に行われ、生徒にとって将来、目指したい職業に夢と希望を持ち、実りあ

る体験の機会となるように配慮する。特に保育実習生についてはコロナ禍で学生生活を過ごし、コミュニケーショ

ンの機会が十分でないことを踏まえ、受け入れ側としては不安を取り除き、保育現場の楽しさを伝えることが最

優先事項であると考える。さらにはスタッフも自己の振り返りの機会と捉え、次世代の人材育成についての学び

を深める。 
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1 実践予定内容 ・実習受け入れ担当窓口として担当者を置く。 

・丁寧なオリエンテーションの実施。 

・不安のない現場実習とする。 

2 実践予定内容 ・各校との緊密な連携体制の確立。 

・事前打ち合わせと情報交換。信頼関係の確立。 

3 実践予定内容 ・実習中の日々の振り返りの実施。フォロー体制作り。 

・保育の楽しさを引き出す実習への配慮。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月12日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③日課・基本保育活動の意義 

原点回帰パート1 

 ・子どもたちに真に必要な体験とは何

か、保育指針から日課・基本活動の意

義を考える。 

5月10日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③養護と教育の一体化とは 

原点回帰パート２ 

・日課、基本保育活動から見る養護と

教育の一体化とは。 

6月14日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③目的を見失わない保育実践 

④土作り（外部講師による） 

原点回帰パート３ 

・主体性と見守る保育の理解。 

・保育のねらいや計画の重要性 

園庭にて、実施指導による研修。 

7月12日 18:00～20:00 ➀コンピテンシー自己採点 原点回帰パート４ 
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②アウトプットタイム 

③インクルーシブ保育とは 

・異年齢、インクルーシブ保育の意義と

「いきる力」を培う実践。 

8月9日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③架け橋プログラムとは 

 ・就学前教育の意義と必要性。文部

科学省が推進している「架け橋プログ

ラム」の理解を深める。 

9月13日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③大人のにんげん力とは何か 

 ・自分自身がどんな人生を歩みたい

か。「自ら考える」「自ら学ぶ」「自ら行

動」「自ら楽しむ」今年度キャッチフレ

ーズを振り返る。 

10月11日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③大人のにんげん力を高めるこ

とが子どものにんげん力へ 

・大人も主体的に生きる。保育者も豊

かな人生を送るためにんげん力を培

う。こどもたちへ繋がるにんげん力。 

11月8日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③相手の視点から考える接遇 

・接遇の基本の理解。何時、誰が訪問

されても、恥ずかしくない園の状態を

目指して。挨拶を基本とし、スタッフの

接遇力を高める。 

12月13日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③相手の視点から考える接遇 

・接遇は目の前の方に対する思いや

り。気配り、目配り、心配りを身に着け

る。 

・ロールプレイ 

「電話対応」「お迎え対応」 

1月13日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②アウトプットタイム 

③選ばれる園とは 

・自園の置かれている地域の現状から

考える。目指すのは保育内容の質の向

上。社会的役割の理解。 

2月18日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②次年度mission 

次年度に向けて 

次年度に向けて共通理解 

・次年度missionの共有。 

・次年度への期待。 

・提案をイメージする。 

3月7日 18:00～20:00 

➀コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

子どもの人権・事故防止 

 次年度に向けて共通理解 

・子どもの人権を守る。 

・虐待の定義の確認。 

・リスクとハザードの理解。 

・豊かな体験のための事故防止。 

※4月～1月の名称・テーマの②アウトプットタイムは、全スタッフによる自身の学びをアウトプットする内容（テー

マはフリー）とする。 

 

エリア研修予算内訳（南魚沼どろんこ保育園 助成金活用事業） 

開催日 予算 予算の内訳 南魚沼市子ども子育て支援体制整



20221215版 

備総合推進事業助成金 活用事業 

６月14日 3万円 

講師代（交通費含む） 3万円 

 

「環境から保育（食育）を考える」 

講師：青木拓也さん 

10月11日

（予定） 

20万円 

講師料 20万円 

「今、子どもたちに必要な保育の中

の“雪育”」 

講師：小野塚彩那さん 

 

合計 ２３万円   23万円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる会

議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 ９月１日～３０日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成計画を

施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認をする。 
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南魚沼市子ども子育て体制整備総合推進事業助成金 地域公開講座  

南魚沼市子ども子育て支援体制整備総合推進事業助成金を使用して、外部講師による地域公開講座を開

催し、地域の保育の質の向上に寄与する。 

 

 第1回 子育ての質を上げる研修会の開催 

 【公開講座】環境から保育（食育）を考える研修 

 【講  師】南魚沼市在住 ひらくの里ファーム代表 青木拓也さん 

 【開催日時】2023年6月14日（水） 17：30～19：00 

 

 第2回 子育ての質を上げる研修会の開催 

 【公開講座】今、子どもたちに必要な保育の中の“雪育” 

 【講  師】南魚沼市在住 オリンピックメダリスト・プロスキーヤー 小野塚彩那さん 

 【開催日時】2023年10月11日（水） 17：30～19：00 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

私たちはこの地域の一員であり、地域交流ではなく地域の一員として当たり前に地域の活動に参加する園で

ありたいと考える。毎年恒例の地域行事への参加が定着し、地域の社会資源として、役割を確立していく。園児

数も８０名を超え、学区を超えて広域から通園される方も増加傾向にあり、普段は閑静な住宅街に送迎時や行事

の際に、車の出入りが頻繁になりご負担をお掛けしていること、戸外で活動している子どもたちの歓声が静かな

住宅街に響き、日々の散歩も農道を使わせて頂いている事等を考えた時に、どれだけ寛大に受け入れて頂いて

いるかを、心に留めて置きたい。近隣の方が「子どもの声が響くのは良いことだ。」と声をかけて下さっている事、

時には個人の庭でどんぐりや松ぽっくりなどを拾わせて下さる方がいらっしゃるなど、温かい関係がこれからも継

続されていくために、近隣の方々への感謝を忘れてはならない。そして、私たちスタッフが出来ることを、地域の一

員として当たり前に行う事が重要であると考える。まずは、地域の方との日常的な挨拶は重要であり、交流の基

本である。さらに、地域の一員としての具体的な行動内容について以下、記載する。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：木六神社 こども広場にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・愛宕山を愛する会 交流登山 

・中学校 保育体験交流 ・中之島小学校 伝統太鼓交流会 

・糸と糸盆踊り 伝承交流会 

異年齢交流 ・小学校訪問 運動会幼児レース参加 マラソン大会応援 

地域拠点活動 ・交流訪問（公立保育園５園 総合支援学校等） 

・さいの神の実施 ・防災訓練参加（７月） 

・木六神社春の清掃参加 ・冬季の消防小屋除雪 
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銭湯でお風呂の日 近隣に銭湯がないため、実施なし 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

２０２３年度卒園児の就学先である４つの小学校との連携と、南魚沼市の年中児発達検査から、保健課の保

健師と総合支援学校UD支援教諭による就学に向けた、個別のアプローチは２０２２年度から継続しており、スム

ーズな就学に繋げる連携システムを有効に活用していく。就学相談についても、春期から各校と連携を取り推進

していく。年長児の１年間を通して一人ひとりの育ちに寄り添い、スムーズな就学へとアプローチしていく。また、ス

ムーズな就学には保護者の理解も必要であり、保護者懇談会において、アプローチカリキュラム掲示や学習指導

要領の読み解きを実施する。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を5月15日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

５月頃 塩沢地区保幼小中学校  30名予定 
情報交換会（上田小

学校） 
職員間交流 

6月頃 

中之島小学校 

塩沢小学校 

上田小学校 

六日町小学校 

19名予定 
小学校運動会参加

（各校校庭） 
子ども間交流 

4 ・6 ・9・２

月頃 

中之島小学校 

塩沢小学校 

上田小学校 

六日町小学校 

3名予定 
授業参観・情報交換 

（各校） 
職員間交流 

8月頃 中之島小学校 70名予定 
伝統太鼓・盆踊り体験

会 
子ども・地域間交流 

9月頃 木六神社 300名予定 
地域盆踊り・どろんこ

祭り（木六神社） 
子ども・地域間交流 

8月頃 

中之島小学校 

塩沢小学校 

上田小学校 

六日町小学校 

10名予定 

交流訪問 

（南魚沼どろんこ保育

園） 

職員間交流 

10月頃 塩沢地区保幼小中学校 30名 
共有会議・研修 

（塩沢公民館） 
職員間交流 
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2月～3月 

中之島小学校 

塩沢小学校 

上田小学校 

六日町小学校 

16名予定 就学に向けた共有会 職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

保育計画については、年度初めに個別計画を立案し具体的な対応を月1回のケース会議（必要によっては都

度開催）でスタッフ全員が共有し計画を見直す。保護者との面談、および関係機関とのケース会議を重視し、子

どもの成長発達を多角的に捉えて共有する体制を確立する。その目的としては、インクルーシブ保育の観点から

計画との整合性があるか具体的事例に基づいて、検証していく事である。保育園で丁寧に関わることにより、少

しでも安心した生活が送れるように援助するという視点に立ち、立案にあたっては、様々な専門職の視点を入れ

て作成する。さらには、アセスメントシートを用いてモニタリングを十分に行い保護者の意向も確認する。地域のネ

ットワーク（保健師、聾学校教諭、総合支援学校UD支援教諭、心理士）を活用し、専門的見地を入れることでよ

り良い支援につなげる。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：８０名予定） 

多少にかかわらず気になる子の様子についても記録し経過を観る。発達段階の関わり方の共有を目的として

施設長と担当スタッフで開催し、必要な情報は関係するスタッフに共有する。 

（UD支援会議開催（南魚沼市主催）対象支援児について3ヶ月に１回程度及び必要に応じて開催） 

参加者：施設長・担任・特別支援学校UD支援教諭・保健師・相談員・保護者・聾学校教諭 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

南魚沼市の南魚沼総合支援学校を拠点とするUD支援体制を活用し、対象児に対して専門的なWISC検査

などへ繋げ、就学相談を実施することで、将来を見通した支援体制を作る。 

南魚沼市では特別支援の体制はチームで支援する体制となっており教育委員会指導主事、臨床心理士、特別

支援学校教諭・小学校教諭・保健師等が、子どもの未来を見通した包括的支援に協力して取り組んでいる。今

後はケースを通して更なる関係機関との連携を築いていく。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 
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自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（木）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：木六神社 こども広場にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

2023年6月1日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：14時00分 

自己評価終了予定時刻：15時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、リーダー、園事務 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：8月25日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

 

3月末まで

に目指した

姿 

重点施策 ➀子どもたちに真に必要な体験とは何かを理念や基本方針に立ち返り、必要

とされる体験の意義をスタッフが深く理解し実践する。 

②毎日の日課が当たり前に実施されている。 

③スタッフ一人ひとりが責任を持って業務にあたる。（一人担当制の実施） 

④保育の内容が地域で理解されている。 

振り返り ➀子どもたちにとって何が大切かという視点に立ち、子どもを中心として柔軟

に保育を実施しようと努めるスタッフが増えてきた。その日の天候、子どもたち

の姿を的確に捉えて、実行していくためには５間の連携は欠かせない物であ

り、次年度はチーム保育が保育の質を向上させるカギになると期待される。 

②9月以降、確実に日課・基本保育活動への取り組みは行われているが、さら

に教育的意味を持った活動として、更なる充実を目指したいところである。 
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③スタッフ一人ひとりの得意なものを活かしながら、チームとして業務に当たる

仕組み作りが次年度の課題としてあげられる。 

④学区を超えた広域からの通園児が増えた事や、定員を上回る入園児数とな

っていることから、どろんこ会の保育内容が選ばれ、理解されてきている事が伺

える。反面、インクルーシブ保育や子どもの主体性を大切にした保育について

は、理解を広めていく必要性を感じている。必ず近い将来、インクルーシブは保

育界・教育界の標準となることを念頭に置き、どろんこ会が目指す方針に向か

って進んでいく。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・質の高い保育を目指して、スタッフの意識が高まり、積極的に学ぶ職員が増

える。 

・リーダーとなるスタッフが育成されている。 

・子どもにとって真に必要と思われる体験を積極的に実施している。 

・保育の内容が地域で理解されている。 

重点施策 ・園内研修の充実。スタッフが必要と思う内容を企画して実施する。 

・保育の質の向上に向けた意識が確実に高まり、質が向上している。 

・スタッフが思いを持って子どもに必要と思われる体験を企画・実施する。 

2024年度 目指す姿 ・スタッフの経験値を問わず、互いにリスペクトし合い、良い相乗効果が生まれ

保育の質が高まっている。 

・リーダーを中心に互いに学び合い、伝え合う職場風土となっている。 

・保育の内容が地域で理解されている。 

重点施策 ・思いのあるスタッフにより、子どもたちに真に必要と思う体験を取り入れ、充実

した保育内容となっている。 

・リーダーが中心となって、子どもたちに真に必要な体験活動が計画実行され

ている。 

・保育計画の計画・実行・評価・改善というPDCAサイクルが確立し、保育の質

が担保されている。 

2025年度 目指す姿 ・少子化の現状でも、入園児数が横ばいで、選ばれる園となっている。 

・日課、基本保育活動が定着し、教育的環境が担保されている。 

・どろんこの保育内容が地域に理解され、地域の保育、教育に影響を及ぼして

いる。 

重点施策 ・2025年問題といわれる少子化の時代にあっても、入園児数は横ばいとなる

ために保育内容を充実させ、結果的に選ばれる園となっている。 

・日課、基本保育活動が教育的意味ある内容となり、定着している。 

・世の中がインクルーシブ教育に向かって動き出し、自園の保育が地域の中で

注目され、視察等を積極的に受け入れしている。インクルーシブを実践している

現場のスタッフが、地域の方に向けてアウトプットする姿がある。 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：南魚沼どろんこ保育園 施設長 若杉 絵里子 
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２０２３年度 和光どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

●子育て理念 ｢にんげん力。育てます｣ 

 

●子育て目標 ｢センス・オブ・ワンダー｣｢人対人コミュニケーション｣ 

 

●私たちが育てる6つの力 

① ケガをしない強い身体を育てる 

② 自分でできることを自分でする 

③ すべての人との関わりから判断・行動を身につける 

④ 活動を選択し、自分で考えて行動する 

⑤ 生死を知る、食の循環を知る 

⑥ 感じたこと・考えたことを表現する 

 

●続・原点回帰 

①子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を丁寧に実施する 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

●小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

●大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成 

●接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、丁寧で心のこもった対応をする 

 

・安心と安全が保障され、毎日心身ともに健康に過ごす。 

・様々な体験を通して子どもたち同士が試行錯誤しながら過ごす中で、子どもたちに必要だと思う学

びの環境を整える。 

・自己発揮と自己抑制の調和のとれた「折り合える力」と「思いやる心」を育て、共生社会の担い手

となっていく。 

・子ども・保護者・地域・保育者がお互い協動的に関わり、持てる資源と強みを生かしながら共に育

ちあえる場所となる。 

 

保育内容の充実・質の向上 

子どもの行動にはすべて背景があり意味と目的を持つ事を理解し、保育者はどのような場面でも子ど

もを主体として尊重していく。 

 

子どもの視点に立ち出来不出来の判断や評価をせず、子どもの可能性を信じる。取り組む過程に焦点

をあて、どのような環境が必要かを考え準備し、発達の援助を行う。 

 

保育実践が子どもにとってどのような意味があるのかを探求するため、仮説を立て検証しながら保育

実践を評価して可視化し、つながりのある保育を行う。 
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1 計画・ねらい 保育者自身が子ども達になってもらいたい姿に合わせて、PDCAをしっか

り行い保育計画を立てる 

実践予定内容 職員同士が保育計画について話し合える場を提供する。話し合った内容を

記録に残し、園全体に共有しクラスに関係無く保育計画を意識しながら保

育実践を行う 

PDCAサイクルを意識しながら保育計画を立てる 

2 計画・ねらい 日課の実施 

実践予定内容 散歩出発9：00を軸とし、雑巾掛け、さくらさくらんぼリズム、畑仕事 

を日課に盛り込む 

さくらさくらんぼリズム研修会の実施 

日課の意味の理解を深める 

3 計画・ねらい 防げた事故を起こさない 

自園で起こりやすい怪我や、保護者からの貴重なご意見の根幹にある背景

を理解し、安心安全な保育環境を創っていく 

実践予定内容 一人1つヒヤリハットを記入し、未然に怪我を防ぐ 

インシデントの改善策振り返りを行う 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者一人ひとりの気持ちに寄り添い、柔軟で誠実な対応を行う。子育てへの自信、楽しさや喜びを

感じられる支援を行う。そのために相談しやすい環境を整え、保護者の話を傾聴し、共感しながら肯

定的に受け止める。 

 

1 計画・ねらい 異年齢の関わりや、直接体験を通じて成長していく子どもの育ちを伝える 

実践予定内容 毎月のブログ更新、ポートフォリオの園内掲示を行い、日々の日課や遊

び、行事を通して、子どもたちの育ちを視覚的に発信する 

2 計画・ねらい 利用者がいつ見ても気持ちが良い環境作り 

保護者、来訪者がいつ見ても整理整頓されており、気持ちが良い施設をつ

くる 

実践予定内容 保育環境係が中心となり、全職員と協働しチェックシート等を使用しなが

ら定期的に保育室内、園庭の保育環境を整備する 

3 計画・ねらい 保護者が安心して預けることのできる園になる 

実践予定内容 保育参加の案内、個人面談を積極的に行う  

 

 

地域の子育て支援事業 

地域子育て支援拠点として、子育て支援活動（ちきんえっぐ）を実施し、利用者が気軽に育児相談や

保護者同士の交流ができる機会をつくる。 

定期的に地域に向けた子育てスキル講座を開催し、地域に開かれた子育て支援を実施する。 

 

 

1 計画・ねらい 園の様子を外部発信する 

実践予定内容 園で実施した行事を、行事の担当者がブログで発信していく 

2 計画・ねらい コロナ感染対策をしながら、地域の方が集う場所の提供をする 

実践予定内容 青空保育が地域で評判になるよう積極的に行っていく 
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地域の子育て家庭が集まる場所へちきんえっぐだよりを置かせてもらい 

自園の子育て支援活動を広める 

 

次世代を担うスタッフ育成  

互いの思いを大切にし、各自の意見を尊重しながら働きやすい職場環境を目指す。職員の成長を願い

ながら計画的に指導していく。温かさと厳しさの両面を持ち、特に新人職員の教育には職員同士が共

通理解を図ってＯＪＴ研修を行い、現場で働ける技術を身につける。 

1 計画・ねらい 各自が自身の課題を見つけ成長する 

実践予定内容 ・自分自身の課題を洗い出し年間目標を設定する 

・組織目標を達成するために、自己目標を立てる 

・年度初めに面談を行い、各自の目標を設定し、年度途中で施設長と面談

を行うことで、自己目標に対する取り組み内容を確認する 

2 計画・ねらい 自己啓発と知識の向上を目指す 

実践予定内容 ・四半期に１度以上園長大学、保育士大学の講義を視聴し、視聴後は 

 園会議にて講義内容をアウトプットする 

 

環境実施目標 

保育者は自ら身の回りの環境を整えることで、物や環境に感謝し大切に扱う意識を持ち、室内、戸外

環境のわずかな異変や子どもの機微な気持ちの動きに気づけるようにする。 

 

 

1 計画・ねらい どろん会指定家具の統一を図る 

実践予定内容 DIY作成の玩具、棚、テーブル等の整備を行い、どろんこ会指定の家具に

整える 

2 計画・ねらい 学びを意識した環境 

実践予定内容 保育者は見守るだけでは無く、常に学びを意識して保育実践を行う 

毎月どのようなところに視点を置いて「学び」を意識するかを、職員一人

ひとりが目標設定をする 

3 計画・ねらい 環境の整った保育室 

実践予定内容 保育準備は前日までに行う 

使った物は丁寧に所定の場所へ戻す 

週末はロッカーと共に、下駄箱の確認を子ども任せでは無く職員も一緒に

行い、保育室を整える 

 

 

 

和光ルームと共同で保育の質の向上 

 

1 計画・ねらい 5月、8月、12月の年３回 和光ルームと合同で保育に関する内容の研修

会を行う 

実践予定内容 5月、８月は保育内容に関するグループワークを実施 

12月は和光ルームと共に、和光どろんこ保育園に持ち上がる子ども達の様

子を踏まえて、アプローチカリキュラムの作成を行う 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 12人 20人 20人 20人 90人 

 

開所時間 

     

７時00分～20時00分   

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 12人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 2人 

 用務 1人 嘱託医  2人       

 

 運営方針 
 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 危機管理に関する内容、保育に関する内容 

給食運営会議 月1回 子どもの様子に関すること、食育に関することと行事 

事故防止委員会 
月1回 自園、他園事故検証、季節に応じた事故が起こりやすい内

容 

ケース会議 月１回 支援が必要な児童の共有と援助について 

リーダー会議 月１回 園運営に関すること 

幼児会議 週１回 保育振り返りと計画、行事に関することなど 

乳児会議   週１回 保育振り返りと計画、行事に関することなど 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
運営方針の共有・課内で起こった事故共有・コンピテンシ

ー 
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施設長勉強会 月1回 
マネジメント研修。人材育成、運営管理、保育の質向上に

ついての勉強会 

食育会議 年4回 

食育マニュアル改善及び質向上についての話し合い・運営

本部Mission、食の循環について自園及び系列園の取り組

み内容の共有。年間食育計画についての振り返り 

保健会議 年4回 
保健マニュアル改善及び質向上についての話し合い・系列

園との情報共有。年間保健計画についての振り返り 

主任会議 年４回 
自園の課題解決について・マネジメント研修・人材育成 

保育の質向上についての勉強会・施設長育成研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 コンピテンシーの各園取り組み発表。保育環境 

  

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
園内の汚染区域、園周辺の衛生管理や備品等の管理・感染症 

予防・身体測定・定期健康診断の実施と保護・職員への衛生教育 

安全対策係 
安全な人的物的環境の整備、点検・避難訓練実施・消防署、警察署との 

連携・不審者情報の掲示 

防火管理者 避難訓練計画の立案・設備の防火管理・消防設備点検の実施 

食品衛生責任者 食品の品質衛生管理・食育会議の立案・職員への食品衛生教育 

畑係 年間農業計画と実施の責任者 

生き物係 生き物飼育計画 

  

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターと協同し、準備進行を実施する 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・欲求が満たされ情緒が安定できる環境づくりを行う。安心感を持ち

好きな遊びを十分にできるように応答的な人的環境と物的環境を整え

る。 
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・基本的生活習慣を身につけることができるように、生活のリズムを

整え、主体的な行動を見守る。 

下半期 

0～1歳児 

・遊びを通じて、満足感や自己肯定感が得られる環境を整える。 

・周囲への興味関心を受け止め、自発的に「やりたい」という気持ち

や自ら気持ちを立て直す気持ちを見守りながら丁寧に関わる。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢保育を主体とし自分の好きなことを好きな仲間と好きな場所

で安心して思う存分遊び込める環境を整える。 

・基本的生活習慣の確立に向け、個々の発達状況に応じて丁寧に関わ

る。 

下半期 

2～5歳児 

自分で取り組みたい活動を選択する。多くの異年齢の友だちと関わり

ながら、じっくり遊び込む。相手の気持ちを理解し、折り合えるよう

にする。 

・異年齢での活動を通じて自分の成長を感じながら、友だちとの協力

や役割分担を行い、進級することに喜びを感じられるような環境を整

える。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・2023年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙 

「2023年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

どろんこ会食育方針 

（１）調理員、保育者、子ども、施設長は子どもと一緒に食べる 

（２）噛む力を育て、素材を味わえる状態で提供する 

（３）子どもが自分達で盛り付け・配膳して食べる 

  を基本として、食べさせる給食ではなく意欲を育てる給食を提供する。 

  また、子ども自ら畑仕事での栽培や収穫、加工までの流れを体験し食の循環・環境への 

  興味関心を示すように活動を計画していく 

 

1 計画・ねらい 食の循環教育 

食育を通じて食を支える環境に感謝し、持続していく事の大切さを知る 

実践予定内容 畑仕事を通じて、収穫・食材の加工・食事・ゴミの堆肥化の実践。 
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2 計画・ねらい 食と健康を学ぶ 

「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力を身に付け、

健全な食生活を実践できる力を育む。食べた物が自分たちの体をつくって

いる事を学ぶ。 

実践予定内容 栄養士・調理師が中心となり「食と健康」について知識を深める。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（7月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

手洗いうがい、鼻のかみ方、咳エチケット、歯磨き指導。季節に応じ

た着衣の指導。 

性教育①「体の不思議と大切さ」 

性教育②「大きくなった喜び～命の誕生～」 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

感染予防のためうがい・手洗い指導を行う。3密を作らないよう可能な

限り配慮する。 

6～8月頃…手足口病、とびひ、ヘルパンギーナ、アデノウイルスプー

ル熱   

12月～3月頃…RSウイルス、マイコプラズマ肺炎、水疱瘡 

インフルエンザウイルス、おたふく風邪 

11月～3月頃…ウイルス性胃腸炎、溶連菌 

 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
なし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

 

その他保健に関する取組 

近隣地域での感染症流行状況の共有 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

性教育実施（5歳児と保護者が希望する園児） 
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各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／7月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

仲間、空間、時間の「３つの間」の中で子どもたちが思う存分に活動できる環境づくりを行う。 

子どもにとって必要な環境を考え、子どもの成長に合わせて環境の整備を行う。 

1 計画・ねらい 雨天時での環境を考える 

実践予定内容 雨天時に充実した１日が過ごせるように、環境を考えて事前準備をする 

2 計画・ねらい 子ども達の未来を創造して「学び」を意識した環境を整える 

実践予定内容 子ども達が興味を持った遊びにプラスして「学び」の環境を、職員全体

で考えていく 

3 計画・ねらい DIYで作った家具等を撤去することで、空いた空間にどろんこ会指定の

家具等使って、子ども達が遊び込める環境を新たに作る 
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実践予定内容 四半期に一度程度で環境についての話合い時間を設け、子ども達の興味

関心に合わせた遊び込める環境をつくっていく 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 1.2F保育室 毎日 

2 壁 1F保育室 毎日 

3 木製テーブル2台 1.2F保育室 毎日 

4 カバン掛け 縁側 毎日 

  5 ピザ窯 園庭 毎日 

 6  焚き火台 園庭 毎日 

 7 平均台型遊具 (竹) 園庭 毎日 

 8 平均台型遊具 (板) 園庭 毎日 

 9 木製テーブル 園庭 毎日 

 10 道具入れ 園庭 毎日 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 避難消火訓練/水害・火災・地震・通報等（毎月）  

2 園庭遊具・施設設備安全点検実施（年６回） 

3 救命救急講習会（随時） 

4 不審者侵入訓練（年２回） 

5 光化学スモッグ、高温注意情報発令時の掲示、発令内容に準じた活動 

6 朝霞警察署による安全教室実施等の安全教育 

7 ハザードマップ、ハザードルートの随時見直しと更新 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

地域におけるボランティアの養成とともに、保育・福祉の現場で活躍する次世代を担う人材を育成

するために、保育の実習生・中学生以上のボランティア・職場体験の方の受け入れを積極的に行って

いく。 

1 実践予定内容 中高生体験学習受け入れ 

2 実践予定内容 保育養成校学生の実習受け入れ 

3 実践予定内容 一般及び学生の各種ボランティア受け入れ 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

2023年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 

①  SIDSについて 

②  日課について 

③  一年生生活研修会 

①危機管理（園長大学®･保育士大学

への参加（スタッフ全体で年度内6回

参加） 

視聴） 

②日課についての意識を高める 

③５歳児、小学校入学までの保育園

での生活の見通しを考える 

( アプローチカリキュラム作成) 

5月26日 18:00～20:00 
① 和光ルームとの研修会 

② クラスの様子発表 

① 他園との交流をすることで更なる

意識の向上を目指す 

②  子どもの育ち「就学前までに育て 

   たい10の姿」を意識し、ポート 

  フォリオを用いて今の子どもの様

子を伝え合え、共通認識する 

6月30日 18:00～20:00 

①  救命救急 

②  おむつ交換ロールプレイ 

③  チーム力アップ 

①②危機管理意識の向上 

③  チーム力アップ 

 

7月28日 18:00～20:00 

➀ 学びを意識した環境 

②  園長大学®･保育士大学 

   視聴内容共有会 

 ①職員自身の「学びの環境」の意識

向上 

②園長大学®･保育士大学視聴内容を 

 アウトプットする 
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8月25日 18:00～20:00 

①  和光ルームとの研修会 

②  クラスの様子発表 

③   チーム力アップ 

① 他園との交流をすることで更なる

意識の向上を目指す 

②  子どもの育ちをポートフォリオに 

   して園全体の子どもの様子を知ら 

   せ共通認識をする 

 

9月29日 

 

18:00～20:00 

 

①  アプローチカリキュラム 

②  日課について 

 

①５歳児、小学校へのスムーズな 

移行に向けて、保育実践を考える 

②日課進捗確認、効果など 

10月日 18:00～20:00 

①  SIDSについて 

②  嘔吐処理ロールプレイ 

③  チーム力アップ 

①②危機管理意識の向上 

11月24日 18:00～20:00 

➀ 学びを意識した環境 

②  園長大学®･保育士大学 

   視聴内容共有会 

 ①職員自身の「学びの環境」の意識

向上 

②園長大学®･保育士大学視聴内容を 

 アウトプットする 

12月22日 18:00～20:00 

①２歳児アプローチカリキ

ュラム（和光ルームと合

同） 

②  クラスの様子発表 

①和光ルームと合同で２歳児のアプ

ローチカリキュラムを考える 

②環境整備実施後のクラスの様子を 

 発表する 

1月26日 18:00～20:00 

➀アプローチカリキュラム 

②園長大学®･保育士大学 

 視聴内容共有会 

➀５歳児、入学に向けての取組 

②園長大学®･保育士大学視聴内容を 

  アウトプットする 

2月中旬 18:00～20:00 
①  策定会議① 

 
 ①次年度に向けて話合い 

3月上旬 18:00～20:00 
①  策定会議② 

 
 ①次年度に向けて話合い 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確

認をする。 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域に開かれた保育園を目指す。公開講座を開くなど、地域の子育て世帯、高齢者、小学校、近隣の

保育園との交流を行う。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：外環C広場にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との触れ合い 

職業体験学生の受け入れ 

ボランティアによる読み聞かせ会 

異年齢交流 小学校、中学校、近隣保育園との交流 

地域拠点活動 どろんこ祭り 

子育て支援事業「ちきんえっぐ」 

青空保育 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

「新しい生活様式」の中でどの様な連携が取れるかを、４月より小学校と協議していく。 

幼保小連絡会に参加し、子どもたちが小学校へ安心して就学できるよう、アプローチカリキュラムと

スタートカリキュラムを共有しながら積極的に情報交換や意見交換を行う 。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

7月頃 
新倉小学校  

1年生クラス 
20名予定 プール見学 子ども間交流 

10月頃 
新倉小学校  

1年生 
職員2名予定 公開授業参加 

小学校での子どもの様

子を知る 

10月頃 
新倉小学校  

 
20名予定 運動会見学 子ども間交流 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

関係機関と連携を取りながら、園の体制に支障がない限りにおいて積極的に要支援児の受け入れを行

う。個別支援計画は毎月作成し、内容の検証と見直しを行い当該児童と保護者の支援を行う。 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：５名予定） 

子どもの理解を深め、子どもの最善の利益を最優先に考えながら、児童の情報を共有し多角的かつ肯

定的な視点で話し合い、支援の手立てを検討する。 

 

進級引継、および、小学校への引継 

進学先小学校など必要に応じて、情報の共有と丁寧に引継ぎを行う。 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 
（月）～（土）9:30～16:30 

 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～11:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～11:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：外環C広場にて開催 
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 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受診予定なし 

 

園による自己評価の実施 

2023年5月30日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：10時00分 

自己評価終了予定時刻：13時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、園事務 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：8月25日 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 ①「防げた怪我０」を目指す 

②マニュアル理解の向上 

③いつでも環境の整った園 

④職員の質の向上 

振り返り ①園目標として「防げた怪我０」を目指して日々保育を行ってきた。危

機管理意識の向上を図るために一人１個ヒヤリハットを記入する。イン

シデントの作成と回覧を徹底した。 

②園会議時を使って、命に関わる内容を中心にマニュアルの周知を 

行い、施設長、主任が保育に入り、マニュアルに即した保育の実践を指

導した 

③特に水回り、玄関、門付近の環境の整備に重点を置いた。室内環境で

はまだ改善が必要であるが、昨年から比べると棚の上の整理を意識して

行っている。引き続き意識していきたい。 

④新人職員の育成についてはリーダー層が中心となり、一人ひとりに合

った指導を行っている。 

子どもたちの発達や様子に合わせて、丁寧に保育することを徹底し、子

ども達の人権にも意識した保育の実践を行っている。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 原点に立ち返り基本事項を実践 

にんげん力のある職員集団 

重点施策 ①全職員が保育の基本活動の目的や意味を理解しながら日課、基本活動

の実践をする 

②大人同士がお互いの考え方や価値観の違いを認めて、誰もが生き生き

と挑戦できる環境を作る。失敗や成功を糧にしながら、一人ひとりの強
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みや特性を生かした保育を行う 

③業務の細分化を構築する 

④マニュアルに沿った保育を遂行する 

⑤室内環境の改善（備品・家具の統一含め） 

2024年度 目指す姿 日課の定着 

心が動く豊かな遊び、活動の展開 

重点施策 ①子ども達自らが日課活動を行う 

②園庭や畑、周辺の自然環境や公共施設などの環境資源を活用し、多様

な活動と経験を展開していく 

2025年度 目指す姿 地域から愛される保育園を目指す 

重点施策 ①職員自身が園に必要なことも考えながら目標設定を行う 

②保育の質の向上と、自身のスキルアップを目指す 

 

 

以上 

 

作成日：2023年3月15日  作成者：和光どろんこ保育園  施設長 井上 昇代 
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２０２３年度 三鷹どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

法人の子育て理念「にんげん力。育てます。」、子育て目標「センス・オブ・ワンダー」「人対人コ

ミュニケーション」実現し、育てたい6つの力を育める保育を実践していく。また、魅力的なスタッフ

集団となり、質の高い保育、接遇、美観を提供することで、より選ばれる保育園を目指して、保育の

質を向上していく。 

そのために①保育の原点に立ち返り、昨年度の日課の見直しをさらに強化していく。 

     ②スタッフが生き生きと仕事ができるように主体的に学びあえるスタッフ集団となる。 

     ③子どもの発達を理解し、スムーズに就学できる保育が実践できるように全スタッフで取

り組む。 

     ④園児、保護者の気持ちに寄り添った対応を全スタッフができるように高めあっていく。 

       ⓹誰が見てもすっきりと片付いている保育園、子どもが遊びこめる保育園となるように環境

を整えていく。 

 

保育内容の充実・質の向上 

生きる力のある心身ともにたくましい子を育てるために、子ども自ら活動を選択し、主体的に生活で

きる環境（人的・物的）を整える。また子どもも大人も「今日は保育園で何をしよう」とワクワクし

ながら通える保育園を目指していく。 

1 計画・ねらい 法人の日課・基本活動を見直し質の向上を目指す。 

実践予定内容 昨年度実行したことの内容をさらに学びなおし、理解を深め、質をあげて

いく。 

2 計画・ねらい 小学校１年生を知り、逆算した保育計画の作成と保育の見直し 

実践予定内容 就学を見据えた卒園時の姿を考え、そこから逆算して０歳児までの保育計

画、保育実践を見直していく。 

3 計画・ねらい 保護者対応の質の向上 

実践予定内容 ・子どもの様子が手にとるようなお迎え対応ができるようにスタッフの対

応スキルをあげていく。 

・待たせない、待たされた気持ちのしない工夫を考え実行していく。 

・お迎え対応だけでなく、日々コミュニケーションをとり信頼関係を深め

ていく。 

４ 計画・ねらい 室内外の環境の見直し、改善 

実践予定内容 ・来園者がみて気持ちの良い施設となるために、第三者目線での環境の課

題点を抽出し改善していく。 

・子どもたちの発達にあった環境、主体的に遊びたいところで遊びたい空

間をつくれる環境を実現するために、課題点を抽出し改善していく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

朝は「行ってきます。」と安心して仕事へむかい、お迎えの時は子どもとスタッフの笑顔でホッとで

きる保育園を目指す。 
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1 計画・ねらい どのスタッフが対応しても、保護者の気持ちに寄り添った対応ができるよ

うに保護者対応のスキルをあげる。 

実践予定内容 保護者対応や接遇の園内研修行い、どのスタッフが対応しても質の高い対

応ができるようしていく。 

2 計画・ねらい お迎え時に待った気がしないお迎え対応、待たされたと思わせない仕組み

つくりをする。 

実践予定内容 お迎え対応が混み合ったときにドキュメンテーションや制作物等を見られ

るようにし、楽しんで待てるような工夫を実践する。 

3 計画・ねらい 一日の子どもの様子を保護者に手に取るように伝える。 

実践予定内容 お迎え対応だけではなく、連絡ノート、タイムライン等で子どもの様子が

手に取るようにわかる内容になるようにスキルをあげていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

地域の方がいつでも気楽に立ち寄れる「地域に開かれた拠点」となるように、子育て地域支援センタ

ーの活動を活性化し広めていく。 

1 計画・ねらい 三鷹どろんこに子育て支援センターがあることを多くの方に知ってもらえ

るように広報活動に力を入れる。 

実践予定内容 散歩時にお誘いできるように、各スタッフがパンフレットを持参する。 

門扉付近にパンフレットを設置し、その月の活動をわかりやすくお知らせ

するポスターを貼りだす。 

2 計画・ねらい 保育体験 

実践予定内容 日々の保育活動に一緒に参加し、保育園生活を知ってもらう。 

3 計画・ねらい 青空保育 

実践予定内容 子育て世代がたくさん集まる公園に行き、一緒に活動することで保育園を

身近に感じてもらえるようにする。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

全スタッフが学び続け、学びあい、高め合うスタッフ集団となる。そのために園内研修、法人内園長

大学Ⓡ保育士大学の研修等を積極的に受講しインプット・アウトプットを行っていく。 

1 計画・ねらい どのスタッフが対応しても保護者の気持ちの寄り添った保護者対応ができ

る。 

実践予定内容 園内研修を行う。具体的な事例をもとにディスカッションを行い、保護者

対応スキルがあがるようにする。 

2 計画・ねらい 乳幼児～小学生までの発達を知り、保育計画や保育内容を見直す。 

実践予定内容 公開授業に参加した内容を共有し、そこから逆算した保育になっているか

勉強会を行う。 

3 計画・ねらい マネジメント力をつけ、業務時間内に業務が終了できるようになる。 

実践予定内容 マネジメントの研修を行い、マネジメント能力が高い他のスタッフの話を

聞き、力をつけていく。 
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環境実施目標 

清潔で整理整頓された保育環境が実現出来るように環境整備を実施していく。 

1 計画・ねらい 必要なものだけがあり、整理整頓された環境を整える。 

実践予定内容 必要な物が必要な場所に整理整頓できるように園外・園内ともに環境を見

直し整備する。 

2 計画・ねらい 園庭改良（草花や土で遊べる園庭つくり） 

実践予定内容 草花鑑賞エリア・畑エリア・野草エリア・芝生エリア・どろんこスペース

に分けて様々な遊びが展開できる園庭つくりを行う。 

3 計画・ねらい 掃除の行き届いた清潔な環境 

実践予定内容 細かいところまで清掃が行き届いた、気持ちの良い環境にするための掃除

分担や掃除の方法等を話し合い、実行していく。 

 

 

小1を見て知り、逆算した保育の遂行（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

全スタッフで、できる限り小学校を実際に見に行き、そこから逆算した保育計画の作成を行う。 

1 計画・ねらい 発達の勉強会を実施する。 

実践予定内容 乳幼児の発達を勉強し、発達にあった保育を実践する。 

2 計画・ねらい 小学校の学校開放に参加し、小学校を知る。 

実践予定内容 年2回行われている一般公開に参加し、全スタッフで共有しあい理解を深

めていく。 

3 計画・ねらい 小1から逆算した保育計画の作成 

実践予定内容 乳幼児の発達や小1の理解をしたうえで、保育計画を見直していく。 

 

 

保育の原点にかえり保育の質を向上する。（施設長が力を入れて取り組みたい内

容） 

法人の日課・基本活動を行うことは定着してきたので、今年度は意味を理解し活動内容の質を向上し

ていく。 

 

1 計画・ねらい 日課の意味を学びなおし、自園の良いところと課題点を抽出しひとつひと

つの質をあげていく。 

実践予定内容 勉強会を行い、良いところ、課題点を抽出しアクションプランを立てて実

行する。 

2 計画・ねらい 子どもが自己選択し主体的に活動するとはどういうことかを理解し、試行

錯誤しながら保育の質をあげていく。 

実践予定内容 日々の保育を振り返りながら、事例研修を行う。課題点を抽出→アクショ

ンプランをたて実行する→振り返りのサイクルを行いながら保育の質を向

上していく。 

 

 

 

 施設運営  
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施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 15人 18人 20人 20人 20人 99人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 15人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 1人 

 
主任 1人 施設長 1人     

パート 

スタッフ 
保育士 5人 事務 1人 用務 1人   

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 保育の懸案事項検討、園内研修、行事内容の確認等 

給食運営会議 月1回 喫食状況報告、アレルギー、離乳食状況共有、食育計画 

事故防止委員会 
月1回 ヒヤリハット、インシデント、自園・他園の事故記録簿に

基づき事故再発防止策検討 

ケース会議 
月1回 発達の気になる子の支援計画作成（振り返り、来月の支援

計画検討） 

リーダー会議 月1回 リーダー層における園の課題抽出と検討 

各クラス会議 週1回 クラス運営検討（週案・月案の立案）、情報共有 

乳児会議 月1回 乳児クラスでの情報共有、課題検討 
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各行事会議 随時 各行事企画等の詳細検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 本部より園運営に関する事項の確認 

施設長勉強会 月1回 施設長としての保育における課題点のディスカッション 

食育会議 年4回 園の栄養士、施設長による食育の質をあげる研修 

保健会議 年4回 看護師、施設長による保健活動の質をあげる研修 

主任会議 年4回 
各園の課題改善アクションプランの進捗確認と共有。マネ

ジメント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 園代表スタッフによる保育内容に関する研修 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 室内外の衛生状況の確認、および徹底 

安全対策係 保育環境の検討、整備、確認 

防火管理者 火災予防と有事の際の避難訓練計画及び実施 

食品衛生責任者 食材の発注及び品質管理 

畑係 年間計画をもとに畑の管理、必要物品の手配 

生き物係 生き物の世話全般の計画、実施、餌等の必要物品の手配 

図書係 園内の図書の管理、必要図書に購入 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画、実施。保護者への呼びかけ。 

運動会係 運動会の計画、実施。 

生活発表会係 生活発表会の計画、実施。 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・ゆったりとしたかかわりの中、安心して1人遊びを充分に楽しむ。 

・1人ひとりの子どもの気持ちや意欲を尊重し、子どもの健やかな発達

を促す。 

・よく遊び、よく食べ、よく眠る。 

・安心できる大人との関わりの中で、人に対する信頼感、自己肯定感

を育む。 

下半期 

0～1歳児 

・好きな遊びに熱中し、戸外や室内でたっぷり遊ぶ。 

・安定した関わりの中で、自我が芽生え、自分の要求や思いを伝えよ

うとする。 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

・友達との関わりやぶつかり合いを通して、自分の気持ちを言葉や行

動で表現し、相手の気持ちを知ろうとする。 

・色々なことに意欲的に取り組み、達成感を味わう。 

下半期 

2～5歳児 

・自分の要求や思いを言葉や行動で表現しながら、友達の要求や思い

も受け入れようとする。 

・自分たちで考えた遊びに意欲的に取り組み、継続的な活動に期待を

持ちながらすごす。 

・自分の感じたことイメージしたことを色々な方法で表現する。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

今食べているものが自分の身体を作っていることを知り、食も自分も大切にする心を育てる。 

また全職員で法人の3大食育方針の理解を深め、方針を実現するための人的環境、物的環境が整え

られるようにスタッフのスキルをあげていく。 

1 計画・ねらい 命をいただいていることを知り、食べ物を大切にする心をそだてる。 

実践予定内容 魚をさばいて食べる体験や自分たちで育てた野菜を食べることによって命
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をいただいいることがわかる活動を多く取り入れていく。 

2 計画・ねらい 自分たちで準備、盛り付け、配膳して食べることができる環境（人的・物

的）を整え、意欲的に食事できるようになる。 

実践予定内容 子どもたちの発達に応じた環境を設定し、体系的な取り組みを構築し、実

施する。 

3 計画・ねらい 子どもたちが主体的に畑仕事に取り組み、栽培→収穫→調理→食べるとい

うサイクルを体験する中で食に関する興味、関心を育てる。 

実践予定内容 子どもたちが主体的にかかわれるように、大人の見守る姿勢を大切にす

る。また主体的に行う中で、トライアンドエラーを体験できるようにして

いく。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（６月・１２月） 

歯科検診 年1回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
自分で自分を守る力をつけるための指導や取り組みを行う。 

（手洗い、 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11月～1月月頃･･･ノロウイルス 

12月～2月頃･･･インフルエンザ・ロタウイルス 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･預かりなし 

セチリジン塩酸塩･･･1名より預かり済み／事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在全スタッフが、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については9月30日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

・園内研修（感染症・衛生マニュアル・怪我の対応等）を行う。 

・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 
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防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／６･１２月 

（0歳児のみ年12回実施） 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

子どもが自ら遊びたい場所で、遊びたい空間をつくることができる環境を目標に、環境を整えていく。 

施設全体が、必要なものが必要な場所に整理整頓され、誰がいつ来園しても気持ちの良い環境を整え

る。 

1 計画・ねらい 【園庭】自分たちで環境に働きかけて遊びが作りだせる環境 

実践予定内容 大人が作りこみすぎずに、自分たちで設定を変えられるような環境作り

をする。 

また、草花のエリアをつくり虫さがしや草花を使ったおままごとができ

るようにしていく。 

2 計画・ねらい 【保育室】発達にあわせた遊びこめる環境 

実践予定内容 乳児：くつろげる空間・好きな遊びを選んで集中して遊びこめる設定 

幼児：くつろげる空間を確保する。 

   自分たちで遊びにあわせて空間が作れる素材を確保する。 

3 計画・ねらい 保護者、来訪者がいつ見ても気持ちの良い施設 
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実践予定内容 清掃は役割分担、範囲、きれいの基準を明確にし、常にきれいな状態が

保てるようにする。また第三者の目線でチェックを行い、気持ちの良い

状態を保てるようにする。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 丸太 園庭 毎日 

2 パーテーション 幼児室・乳児室 毎日 

3 台・棚 幼児室・乳児室 毎日 

4 家（枠組み） 乳児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 【防災】毎月1回避難訓練実施。火災、地震発生時の避難方法を確認検

討。 

2 実践予定内容 【防犯】年2回不審者訓練実施。不測の事態に備える。 

3 実践予定内容 【事故防止】ハザードマップの適宜更新。事故防止委員会にて再発防止策

を検討し全職員に共有。 

4 実践予定内容 【光化学スモッグ】三鷹市育成課からの情報をもとに、園児の室内待機、

保護者へのお知らせを徹底する。 

5 実践予定内容 【SIDS防止】午睡チェックの徹底。SIDSの園内研修を実施し危機管理能

力を高める。 

6 実践予定内容 【怪我をしない強い身体をつくる】日々の活動の中で注意して取り組む。 

7 実践予定内容 【情報共有】全ての事項の情報共有を強化し、システムを構築していく。 

（朝礼、クラス会議、園会議、事故防止委員会、リーダー会議等） 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

全職員が「未来の保育士を育てる」という責任をもち、実習生や中高生を温かく受け入れる。 

また保育の仕事の楽しさや、やりがいを伝えられる受け入れを実践していく。 

1 実践予定内容 【保育士養成校の実習生受け入れ】 

オリエンテーション時に、細かく実習に向けての希望を聞き、気持ちに

寄り添いながら実習計画を立て、意欲を高めていく。 
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実習中は質問しやすいように、必ず担当者を付けて丁寧に質問に答えら

れるようにしていく、またそれに対応できるようにスタッフのスキルを

あげていく。 

2 実践予定内容 【中高生の職業体験受け入れ】 

保育の仕事の楽しさや、やりがいが伝わり、将来の職業の選択肢のひと

つとなるように受け入れていく。 

3 実践予定内容 【一般及び学生の各種ボランティア受け入れ】 

地域に開かれ、地域に根差した保育園となるように可能な限り受け入

れ、地域の方々とのつながりを深めていく。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

全スタッフが学び続け、学びあい、高め合うスタッフ集団となる。そのために園内研修、法人内園長

大学Ⓡ・保育士大学の研修等を積極的に受講しインプット・アウトプットを行っていく。 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4 月 2 8 日

（備忘） 

 

18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者対応 

①自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

②保護者に気持ちに寄り添った丁寧

な対応を学び、ディスカッション

を行い、理解を深めていく。 

5月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  美観（園内外ともに） 

①自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

②第三者目線で見た園の美観につい
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て学び、気持ちの良い園の環境を

整える意識を高めていく。 

6月23日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   水遊びについて 

①自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

② 水遊びの楽しさと危険を学び、7

月からのプール活動に備える。 

7月28日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 小学校１年生を知る 

 

①自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

② 学校公開に参加したスタッフから

の共有を受け、三鷹の５歳児の卒

園までの育ちを具体化していく。 

8月25日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  小学校１年生を知る 

① 自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

② 前月に引き続き、５歳児以下の年

齢の育ちを逆算し保育計画と実践

を見直す。 

9月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 小学校１年生を知る。 

① 自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

② 前月に引き続き、５歳児以下の年

齢の育ちを逆算し保育計画と実践

を見直す 

10月27日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 園外活動とリスク管理 

① 自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

② 園外活動の大切さと安全に子ども

たちを見守るための立ち位置や連

携の仕方を学ぶ。 

11月24日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  園庭環境について 

① 自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

② 現在の環境が、今の子どもたちの

発達や遊びにあっているかを検討

し課題点を抽出し改良するための

計画をたてる。 

12月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 室内環境について 

① 自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを
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立てる。 

② 現在の環境が、今の子どもたちの

発達や遊びにあっているかを検討

し課題点を抽出し改良するための

計画をたてる。 

1月26日 18:00～20:00 

①   コンピテンシー自己採

点 

② 保護者対応２ 

① 自己採点の共有とともに次月の課

題点を抽出しアクションプランを

立てる。 

② ４月の行った研修を受け、その後

の進捗状況や課題点について検討

し今後の保護者対応につなげてい

く。 

 

2月 18:00～20:00 策定会議   

3月 18:00～20:00 策定会議   

 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定」と併せて、次期の
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育成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確

認をする。 

 

 

プロジェクトチームに分かれてのスキルアップ（昨年度より継続） 

保育の質を高めるために必要なプロジェクトは何かを話し合い、各プロジェクトチームが中心になっ

て課題点を改善していく。プロジェクトチームで進めていく中で、お互い高め合っていけるようにす

る。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

誰でも立ち寄りやすい拠点となり、地域に開かれた保育園となるように地域の方々と交流していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：井口あさかぜ公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設への訪問 

異年齢交流 小学生との交流 

中高生の保育体験受け入れ 

地域拠点活動 実習生の受け入れ、職業体験・研修生の受け入れ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

近隣の就学先となる小学校と連携する活動を積極的に行うことで、園児・保護者が小学校を身近に感

じ、就学が楽しみに感じられるようにする。 

また、小学1年生を見て知り、逆算した保育計画が立案できるようにしていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を5月頃より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 
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5月頃 
井口小学校  

 
2名予定 

スタッフの連絡会

（井口小教室） 
スタッフ間交流 

6月頃 井口小学校 2名予定 
公開授業見学（井口

小教室） 
スタッフ間交流 

6月頃 井口小学校 
年長児・ 

担任 

休み時間交流（井口

小校庭） 
子ども間交流 

9月頃 
井口小学校  

 
2名予定 

スタッフとのの連絡

会（井口小教室） 
スタッフ間交流 

10月頃 
井口小学校  

 

全園児・保

護者・スタ

ッフ予定 

運動会（井口校庭・

体育館） 
スタッフ間交流 

10月頃 井口小学校 
年長児・

担任 

井口小運動会リハー

サル見学（井口小校

庭） 

子ども間交流 

1月頃 井口小学校 2名予定 公開授業見学 スタッフ間交流 

1月頃 井口小学校 2名予定 
スタッフとの連絡会

（井口小教室） 
スタッフ間交流 

2月頃 井口小学校 
年長児・ 

担任 

交流会（井口小1年

生教室） 
子ども間交流 

3月頃 
井口小学校、第 2小学

校、第7小学校他 
2名 

進学児童の引継ぎ 

（各小学校教室） 
スタッフ間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

毎月のケース会議で情報を共有し、支援計画の作成・見直しを行う。 

また全スタッフが要支援児の情報を共有できるようにケース会議の内容を園会議にて共有する。 

会議内容を共有していくことにより、全スタッフで適切な支援ができるようにしていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：5名予定） 

各関係機関と連携を取りながら、担任、リーダーを中心に毎月ケース会議を行う。 
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進級引継、および、小学校への引継 

進級に対する不安を軽減するために、どのスタッフが対応しても同じ支援ができるようにしていく。 

小学校への引継ぎは、年度末に各進学予定小学校と日程を決め情報を共有する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）（水）（金）10:00～12:30 13:30～16:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（●）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（●）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：あさかぜ公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年５月２６日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：９時３０分 

自己評価終了予定時刻：１１時３０分 

自己評価実施予定者：大久保奏、池田素、望月由紀子、山田理子 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
昨年度取り組んだ日課の見直しをより深め、子どもの発達にあった保育内容の見直しを行い、保育の

質を高めていく。また、全スタッフで学び直し魅力的なスタッフ集団となり、三鷹市内で一番安心し

て預けられる園、地域に愛され選ばれる園を目指していく。 

 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 基本に立ち返り、法人の日課・基本活動が当たり前に行っている園 

振り返り 日課の意味を深めるために園内研修を行い、学びあってはきたが理解が

深まらないスタッフもいたため、2023年度も引き続き学びを深めてい

きたい。 

それぞれの日課の質を高めることが今後の課題である。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 2022年に培った基礎をもとに、さらに保育内容（日課・基本活動）の

質が向上し、三鷹どろんこならではの活動も質が向上している。 

重点施策 PDCAサイクルを繰り返しさらに質を高めていく。また今まで行ってき

た三鷹ならではの活動の質をより高めていく。 

2024年度 目指す姿 三鷹市で一番安心して預けられ、地域の方から愛され選ばれる保育園に

なる。 

重点施策 園児：5歳児がリーダーとなり、主体的に遊び、生活ができるような環

境（人的・物的）を整える。 

スタッフ：生き生きと仕事ができ、主体的にスキルアップの向上ができ

るスタッフ集団となるように、マネジメントを強化していく。 

環境：室内外ともに子どもが自ら遊びを考え工夫できる環境設定を強化

する。 

2025年度 目指す姿 魅力的なスタッフ集団となり、質の高い保育、接遇、美観を提供するこ

とで、より選ばれる保育園となる。 

重点施策 2024年度までに深めたものをさらにレベルアップしていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：三鷹どろんこ保育園 施設長 山田 理子  
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  ２０２３年度 万博公園どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

豊かな自然と科学の都市が混じり合うつくばに、万博公園どろんこ保育園があります。 

万博公園どろんこ保育園では、棚田と共に四季折々の季節を、子ども自身が五感で感じて、思考力や

感性を磨いています。近隣に香取台どろんこ保育園・学童・発達支援つむぎ・放課後等デイサービス

が開園いたします。多様な人との関りの中で、考え方や知識を深めて視野を広げていきます。より一

層インクルージブ保育を推進していきます。 

 

2023年 保育目標  

【はぐくむ種 広がれ いろとりどり】 

様々な体験を通して、一人ひとりの思いに耳を傾け、全員で丁寧に温め、共有し、刺激し合い、各々

の方法で認め合い輝き続け、園内だけではなく地域にも優しい風に乗って温かいまなざしが広がるよ

うな保育を目指します。 

 

どろんこ会の法人保育理念と子育て目標に掲げている、自分で考えて行動できる子、生命の尊さを感

じられる子、感じたことを表現できる子を育てます。 

 

① 自分で考えて行動できる子 

自分の思いを伝える、相手の思いを汲む、折り合いをつける経験を大事にしていく。 

火、水、土と存分に関わり、興味関心がある活動を選択していく。 

多様な人との混ざる経験を通して、判断する力を身に着けていく。 

② 生命の尊さを感じられる子 

畑仕事、生き物の世話、日課を通して肌で感じる。 

食の循環、命をいただく、環境への意識を身につける。 

③ 感じたことを表現できる子 

心が動いたその瞬間に様々な方法で表現できるようにする。 

共同で一つのものを作り上げる喜びを味わう。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい どろんこ会の基本保育について考え、知識を深める 

実践予定内容 日課のとらえ方、長距離散歩、裸足保育等、一つずつ行う意味を掘り下げ

理解を深めていく 

子どもの姿を捉えた保育計画に繋げていく 

2 計画・ねらい 就学前に身につける、生きる力の基礎となる心情・意欲を育む 

 実践予定内容 スタートカリキュラムを知り、逆算した保育計画の実践 

他者との共同の中で、様々な感情と向き合い、互いに思いや考えを共有し

ていく 

2 計画・ねらい 子どもが自発的に関われる環境を子どもと共に作っていく 

物的・人的環境を整え、ゾーン保育の充実を図る 

実践予定内容 全年齢が混じり合い、主体的に遊ぶ 
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整理整頓を心掛け、子どもと共に必要な物・ゾーンを考え、改善していく 

3 計画・ねらい 人権が守られ安心して生活が保障され、欲求に丁寧に応答する保育を進め

る 

実践予定内容 自分は大切な存在なのだと感じられるよう、一人一人と丁寧に向き合い関

わっていく。丸ごと受け止めようとする姿勢を大切にしていく 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者に寄り添い、いつでも笑顔で心地良い対応をする 

実践予定内容 保護者に対して傾聴、丁寧な対応を心掛ける。一人ひとりに合った支援の

仕方を構築する 

2 計画・ねらい 子どもの育ちを喜び合えるような場を提供する 

実践予定内容 子どもの輝く今日の一場面を3分間対応に入れる、活動の速報を子どもと

共にその日のうちに伝える。保護者にも自由に感想が書けるようにする 

3 計画・ねらい 保護者がいつみても気持ちが良い施設にする 

実践予定内容 整理整頓、細やかな気配りができるような家具や物の配置を考え、動線を

考える 

清掃の徹底、人にも物にも各々の意識を高める 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子育て家庭にとって、子育て支援の入口となるような存在を目指す 

実践予定内容 青空保育、自然食堂、寺親屋、芸術学校などを通して、地域の子ども同

士・子育て家庭同士が繋がる機会を提供する 

2 計画・ねらい 地域内外との繋がりを深めて、子育て支援拠点としての役割を担う 

実践予定内容 見学者や園庭開放に訪れた人たち、職場体験や実習生の受け入れを通して

の交流の様子、発信を行っていく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 保育の基本の再確認、理論と実践の紐付けし、チームの資質向上 

実践予定内容 保育の基本を振り返る場を設ける。実践で学んだことを、理論として結び

付けられるように分析をして、課題を抽出し具体的な目標設定しPDCAサ

イクルをチームで回せるようにする 

2 計画・ねらい 大人のにんげん力UP 

実践予定内容 各々が一つの事例から学べる環境を用意し、アウトプットできる場を用意

する 

上長は個々の課題・目標への具体的な取り組みと進捗状況を、日々追って

いく 

3 計画・ねらい 保育の目線や捉え方について話し合う 

実践予定内容 1枚の写真から、様々な職員がいて、様々な子どもがいて、それぞれの感

じ方や考え方があって、認め合い、育ち合い、成長していく集団であるこ

とを考える機会を作る 
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環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環を毎日の畑仕事から感じられるようにする 

実践予定内容 堆肥作り、土作り、種蒔き、間引く、収穫、野菜のくず、と循環している

ことを、体験を通して気づけるようにする 

2 計画・ねらい 命をいただく 

実践予定内容 鶏、魚など命あるものをいただく経験を行う 

感謝をしていただけるように導く 

3 計画・ねらい 食材の加工への興味をもつ 

実践予定内容 旬の食材を長持ちさせる方法や無駄にしない方法、日本ならではの伝統食

への加工 

調味料の原材料への興味や関心を深める 

 

 

チーム保育の強化 

1 計画・ねらい 様々な角度から子ども見る視点を磨く 

実践予定内容 互いの保育の目線を話し合う機会を作り、子どもの成長について理解を深

めていく 

園全体の職員が担当にとらわれず、園の子ども全てに関わりを持つ 

2 計画・ねらい 学び合う姿勢への導き 

実践予定内容 一つの事例から学び合える機会を逃さずに、チャンスと捉えられるように

する 

保育所保育指針を活用し理論の紐付け 

3 計画・ねらい コンサルテーション能力を高めていく 

実践予定内容 施設長をはじめ各リーダーは、定期的に課題を整理し、適宜助言・指導を

していく 

 

 

 

100の本物の体験を追う 

1 計画・ねらい 子どもたちの挑戦する気持ちを後押しする 

実践予定内容 職員、保護者は見守り、答えを導き出せるまで一緒に考えていく 

保護者にも速報を出し、心の動きを共感していく 

2 計画・ねらい 旬の野菜の加工方法を学ぶ機会を提供する 

実践予定内容 旬の野菜を日本ならではの調理方法や、調味料に加工する方法を子どもと

共に調べ挑戦していく 

作る楽しさ、食べる楽しさを存分に味わえるようにする 

3 計画・ねらい 日本ならではの行事に触れる 

実践予定内容 ならせもち、門松作り、など子どもたちが興味を持てる環境を用意し、意

欲を引き出し、理解を深めていく 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

15人 15人 15人 15人 15人 15人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 16人 看護師 1人 栄養士 3人 事務 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 3人 用務 1人 嘱託医 2人   

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 園内研修、コンピテンシーによる自己評価、研修報告、共

有事項、活動振り返り 

給食運営会議 
月1回 給食内容の検討、マニュアル確認、各クラスの状況共有、 

アレルギーへの対応、食育や畑活動報告 

事故防止委員会 
月1回 事故記録・インシデント・ヒヤリハットの分析、検証、再

発防止策 

ケース会議 月1回 特別配慮を要する子どもについて情報共有、指導計画 

リーダー会議 適宜 活動の軸となる計画、全体での調整事項 

クラス会議 
週1回 翌週の活動計画、より良い保育をするために子の現状の把

握と共通の目線が持てるような関わりと配慮 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 業務報告、共有事項 

施設長勉強会 月1回 

園運営における質向上のための講義、ディスカッション 

保育の質・リーダー、主任・ミドル会議と連動してのテー

マ 

食育会議 年4回 
園の取り組み報告、マニュアルの見直し、食育に関する課

題・目標の共有 

保健会議 年4回 衛生管理の統一、感染症等各ガイダンスの共有 

主任会議 年１回 園運営、マネージメントにおけるスキルアップ研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上に向けたスキルアップ研修。 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生的改善と疾病の予防、衛生全般の管理、心身の健康状態管理等 

安全対策係 
職員の安全に対する意識を高め、施設内において様々な安全点検・対策

に取り組む 

防火管理者 
防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務（防火管理業

務）を計画的に行う 

食品衛生責任者 食品管理に関する業務、食育会議の計画や実践 

畑係 畑の環境整備、植物の病気の予防 

生き物係 飼育動物の健康管理、環境改善 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者の主体性を尊重し、準備・活動を共に進める。 

子育て支援・相談係 子育てに関する相談業務、子育て支援（ちきんえっぐ）開催 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・人格形成の基礎となる重要な時期に、十分に養護の行き届いた環境

のもと、一人ひとりと愛着関係を築き、ゆとりのある保育を心掛ける 

・一人ひとりの子どもの様々な感情や意欲を尊重し、健やかな育ちを

保障する 

・応答的な関りの中で、愛情や安心感が得られ、人との関りの基礎が

培われるようにする 

下半期 

0～1歳児 

・人格形成の基礎となる重要な時期に、十分に養護の行き届いた環境

のもと、一人ひとりと愛着関係を築き、ゆとりのある保育を心掛ける 

・受容的・応答的な関わりのもとで、身近な人と親しみ、関りを深

め、人と関わる力の基盤を培う 

・様々な体験を通して、豊かな感性や創造性の芽生えを育てる 

・子どもの自主的な気持ちや意欲を尊重し、子どもの健やかな育ちを

保障する 

・簡単な言葉で自分の気持ちを表し、友達や保育者と関わる 

・様々な運動遊びを通して、生活に必要な動きを身につける 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・保育者の見守りのもと、子ども本来の姿である遊びが十分にできる

環境の中で、一人ひとり遊びきった満足感・仲間意識や集団活動の楽

しさを感じ、充実感を得られる保育を行う 

・リズム体操、表現遊び、歌遊びなどで自分を発揮し表現する意欲や

協調性・社会性を育てる 

・素話や絵本・紙芝居等の読み聞かせを通して、聞く力や想像力を伸

ばす 

・動植物を飼育栽培し、体験を通じて自然物や動物の命の大切さ、食

の循環に気づく気持ちを養う 

下半期 

2～5歳児 

・自分たちで考えた遊びに意欲的に取り組む 

・目的を持ち継続した遊びを楽しむ 

・自分のイメージしたものを様々な方法で表現する 

・自然界の中での発見や不思議さを体験し、豊かな感性をそだてる 

・異年齢で触れ合う中で、互いに刺激を受け自分たちで問題を解決

し、相手の思いに気づくことができるようになる 

・自信をもって自己表現をする 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 



20221215版 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 空腹感を感じられる子ども、意欲的に食べられる子どもになる 

実践予定内容 お腹がすくまで遊ぶ、美味しく楽しく食事をとる、旬を味わう、国内産・

高品質の食材、日本食・伝統食、を大切に考え、昼食・おやつ・夕食も全

て手作りのものを提供する 

2 計画・ねらい SDGsを視野に入れた食の循環を知る。 

実践予定内容 自ら育てた作物を食する、命をいただく（捌く、解体する）体験を通して

自然の恵み・命の大切さに気付く 

野菜のくず・糞の堆肥化から、そのサイクルを知る 

3 計画・ねらい 食への関心を広げる 

実践予定内容 素材の味を味わえる形状・温度で提供する 

畑で収穫したものを調理し食べる機会を提供する 

行事食・郷土食などと触れ合い、伝統文化を知る 

子どもたちが自分たちで盛り付け、配膳して食べる 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
手洗い・うがいの励行 歯磨き指導 温湿度管理 SIDS予防チェック 

命の大切さ（5歳児） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

7月頃～･･･咽頭結膜炎、手足口病等 

11月頃～･･･インフルエンザ、胃腸炎等 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷所にて保管 

ロラタジン･･･１名より預かり済み／常温にて保管 

セレスタミン･･･１名より預かり済み／常温にて保管 

レボセチリジン･･･１名より預かり済み／常温にて保管 

フェキソフェナジン･･･１名より預かり済み／常温にて保管 
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プレドニゾロン･･･１名より預かり済み／常温にて保管 

エピペン･･･１名より預かり済み／常温にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在25名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員３名については4月の園内研修にて受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在25名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員３名については６月の救急救命講習までに受講予定 

その他保健に関する取組 

5歳児対象に性教育指導 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年2回／6・11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 
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利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたちが自ら遊びの幅が広がるような環境設定 

実践予定内容 子どもたちと話し合いをして、環境充実に向けたレイアウトを更新して

いく。 

2 計画・ねらい 子どもたちの活動が継続的に考えられる環境の設定 

実践予定内容 昨日の続きを楽しみにできるような環境の提案。 

新たな創造性を育まれるような、様々な素材の提供、仕掛けつくり。 

3 計画・ねらい 子どもたちが安心できる環境を作る。 

実践予定内容 安全を基本に、物的環境、社会的環境、人的環境を整えていく。 

職員間で話し合い、アップデートし最善の環境を考えていく。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 レゴテーブル 幼児保育室 毎日 

2 配膳台（2台） 幼児保育室 毎日 

3 一本橋 園庭 毎日 

4 鶏小屋 園庭 毎日 

5 かまど 園庭 毎日 

6 廃材入れ 玄関ホール 毎日 

７ 平均台（2台） ホール 使用前 

8 竹馬（5組） ホール 使用前 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 （防災） 

危機管理マニュアルに則り、消防訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自

衛消防訓練通知・救命救急資格取得（継続）手続き・防災自主点検・危機

管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策係の設置・緊急地震速報

運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従う。 

２ 実践予定内容 （ケガ事故防止） 

危機管理マニュアルに則り、事故防止チェック及び設備点検チェックの実

施、安全教育、SIDS防止策を行い、ケガ発生時には対応フローチャートに
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従う。 

3 実践予定内容 （防犯） 

危機管理マニュアルに則り、不審者侵入訓練の実施・笛の携帯・代理送迎

者把握・不審者情報の収集と共有を行い、不審者侵入時にはフローチャー

トに従う。 

4 実践予定内容 （光化学スモッグ） 

危機管理マニュアルに則り、光化学スモッグの知識を身に付け、注意報発

令の把握を行いながら、発生時には光化学スモッグ発生対応および行政の

連絡に従って対応する。 

つくば市では、「光化学スモッグ注意報」が発令された場合には、市役所

から保育園、幼稚園、義務教育学校、公共施設、駅、郵便局等に情報を流

し、看板の設置や運動の自粛など対策をとっており、人体への影響が心配

される場合、光化学スモッグ警報が発令される。「光化学スモッグ注意

報」連絡体制に伴い、万博公園どろんこ保育園でも従い、発令中の間の外

出を自粛する。 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代を担う学生や中高生を、保育の現場で積極的に受け入れを行います。個々にあった指導や援

助を丁寧に進めていきます。地域に開かれた保育園として、様々な人との関わりの中相乗効果で豊か

な心を育くみます。 

1 実践予定内容 小中学生の体験学習の受け入れ 

2 実践予定内容 養成校の受け入れ（保育士・養護教諭・看護師・栄養士） 

3 実践予定内容  

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

２０23年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 
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開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月11日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・子どもの

人権 

③ リスク管理ケーススタデ

ィ 

④ アレルギー児への対応 

⑤ 写真から捉える姿（１） 

・人権について考え、質の高い保育

について考える 

・リスク管理について実践例を踏ま

えて行う 

・子どもの見方、捉え方を考える 

5月９日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② さくらさくらんぼリズム 

③ 基本活動について 

④ 写真から捉える姿（２） 

・ 実技を交えながら、指導法のヒン

トを探る 

・基本活動の意味について、深く理

解し学ぶ 

・子どもの見方、捉え方を考える 

6月13日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 畑と食の循環について 

③ 水辺のリスクマネージメ

ント 

④ 写真から捉える姿（３） 

 ・畑仕事と食の繋がりについて理解

を深める 

・水辺の危険性について考える 

・子どもの見方、捉え方を考える 

7月11日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 夏の感染症について 

③ 書類作成について 

④ 写真から捉える姿（４） 

・夏の感染症について学び、対策・

防止策を考える 

・週案・月案・日誌の書き方につい

て具体例を交えて考える 

・子どもの見方、捉え方を考える 

8月８日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 環境について（前期） 

③ 本物の体験（火） 

④ 写真から捉える姿（５） 

・室内環境についての意見交換と全

体での共通理解 

・火と関わる保育の実践と提案 

・子どもの見方、捉え方を考える 

9月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② アプローチカリキュラム 

③ 写真から捉える姿（６） 

・小学校接続への理解を深める 

・子どもの見方、捉え方を考える 

10月10日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 丁寧な接遇 

③ 10の姿を考える 

④ 写真から捉える姿（７） 

 ・保護者や来客者に対しての接遇に

ついて考える 

・子どもたちの育ちを理論的に捉え

る 

・子どもの見方、捉え方を考える 

11月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 食育について 

③ わらべ歌の世界 

④ 写真から捉える姿（８） 

・ 豊かな食育について意見交換をし

て理解を深める 

・わらべ歌の引き出しを増やす 

・子どもの見方、捉え方を考える 
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12月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採 

点 

② 冬の感染症について 

③ プロポーザルに向けて 

④ 写真から捉える姿（９） 

 ・冬の感染症について学び、対策・

防止策を考える 

・法人理念、保育所保育指針、策定

会議の意義 

・子どもの見方、捉え方を考える 

1月9日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 策定会議に向けて 

③ 環境について（後期） 

④ 写真から捉える姿（1

0） 

・策定前の振り返り 

・室内環境についての意見交換と来

年度に向けて 

・子どもの見方、捉え方を考える 

2月日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  年度振り返り 

 一年を振り返り、それぞれの課題・

園の課題を考える 

3月●日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

課題への共通理解や協同性を高め、

目標を設定し計画を立てる  

 

茨城エリア合同研修予算内訳（つくばどろんこ保育園・万博公園どろんこ保育園・学園の森どろんこ

保育園・守谷どろんこ保育園・アイビー保育園・ほしのこ保育園・おひさま保育園合同開催） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ 会場 総予算 
按分 

予算 

6月17日

(土) 

9:00~12:

00 

救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

6月24日

(土) 

9:00~12:

00 

救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 
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リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

多様化する保育ニーズにより、地域に開かれた社会資源として、専門機能を地域のために活用す

る。小学校訪問、地域の商店街や官公庁との繋がりをひろげ、地域に根差した保育園になるように密

接に連携していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：吉祥公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人会との交流（年間を通して、高齢者グループとの伝承行事） 

運動会・園外保育等、日常の保育活動で積極的に交流 

異年齢交流 小学校訪問、他園との交流 

中学生の体験活動やボランティアの受け入れ 

日々生活の中で、異年齢で共に過ごす。 

地域拠点活動 ちきんえっぐ 青空保育 

園庭開放利用者には積極的に誘い掛け、行事参加やちきんえっぐの

広報に努める。 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

小学校1年生の授業内容について理解を深め、保育園での生活が逆算をして、子どもの姿や発達が適

切であるかを模索する。子どもたちの育つ力・学びの連続性を相互共通の理解目標としていく。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

４月頃 高山学園島名小学校  10名予定 
組織づくり（島名小

学校） 
職員間交流 

5月頃 
高山学園香取台小学校 

1年生 
18名予定 

授業見学（香取台小

校庭） 
子ども間交流 

7月頃 
高山学園香取台小学校 

1年生 
2名予定 

給食参観（香取台小

学校） 
職員間交流 

８月頃 高山学園島名小学校 10名予定 
情報交換（島名小学

校） 
職員間交流 

10月 
高山学園香取台小学校 

2年生 
6名予定 町探検で来訪（園） 子ども間交流 

11月 高山学園香取台小学校 18名予定 
運動会見学（香取台

小学校校庭） 
子ども間交流 

12月 
高山学園香取台小学校 

1年生 
18名予定 学校探検、交流会 子ども間交流 

3月 
高山学園島名小学校 

 
18名予定 

入学予定者引継ぎ面

談 
職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

個別の保育計画を立案し、全職員で具体的な対応を共有し園全体で取り組む。保護者との面談を重

視し、子どもの成長発達を同じ視点で見られるようにする。また、関係機関と連絡を取り、できるだ

け幅広い情報を収集し対応を考えていく。 

他児との育ちあいの視点で考え、社会の中で生きていくための手立てを援助する。その子の発達の

偏りを理解し、伸びる部分をより伸ばすことでほかの力も育つよう援助を行う。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：園会議出席者） 

担当・保護者等、特に配慮の必要な事例や気になることを職員間で共通理解を図り、支援してい

く。発達支援センターつむぎとの連携も視野に入れていく。 
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進級引継、および、小学校への引継 

看護師や担当保育者へ個の状況を共有し、丁寧な引き継ぎを行う。小学校へは必要な場合保護者の

同意を得て、教育委員会への相談を行い、安心して通える状況を構築する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（火）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（火もしくは金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：吉祥公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

今年度受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年１２月２８日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１３時３０分 

自己評価終了予定時刻：１４時３０分 

自己評価実施予定者：施設長及び当日出勤の全職員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 ３カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 見守る保育→場面の見極め 子どもたちの姿をしっかりと捉え、体と心

の育ちを後押しできるのかを職員一人ひとりが考えられるようにする。

また、個々の発達段階に合わせ、明日へと繋がる保育を意識し保育計画

を立てていく。職員においては、それぞれが自分の強みを自覚し更なる

スキルアップを目指す。 

振り返り 子どもたち一人一人に目を向けて、個々の発達状況に合った援助の仕方

をチームで、園全体で、考えられるようになった。様々な体験を通し

て、大人も子どもも主役となり、子どもたちと本気で楽しむ場面が見ら

れた。各々が場面から見える子どもの姿を、深く掘り下げ次に繋げるよ

うになった。スタッフが挑戦をしてみて考えるといった風土が出来上が

りつつある。 

更に次年度は、スタッフ一人ひとりが自走しながらPDCAサイクルを回

していく風土の確立する。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 チーム力向上に重点的に、スタッフ一人ひとりが自走しながら考えて、

職員間でPDCAサイクルを回し、質の高い保育を目指す 

一つの場面から子どもを捉える目線を確立し、多様な人との関りの中で

育つ重要性を認識する 

重点施策 課題抽出をから解決に向けて、保育者自身が考えて提案できる機会。 

写真から捉える子どもの姿から、発達や目線の確立 

多様な人との関りから、相手を知ること、地域を知ること、文化を知る

こと、自らの視野を広げていく。 

2024年度 目指す姿 園や地域、様々なコミュニティ、多様な人々の中で、自分がやりたいこ

と・できることを認識し、互いに高め合う土壌のもと、知識を深める集

団となる。園内だけでなく、地域へその力を還元し貢献する。 

重点施策 自分をさらけ出すことから、相手を受け入れることへの意識を持つ。 

学んだスキルを、更に高め合えるようにチームで、園全体で、地域にも

発信しリードできるような機会を提供する。 

2025年度 目指す姿 万博らしい保育の明確なビジョンをもち、一人ひとりが自信と誇りを持

ち地域をリードできる存在となる 

重点施策 保育を楽しみ、笑顔を地域の子育て家族にも広められるようにする。 

自分の強みは、人の弱みである場合もあるので、惜しみなく出し合いワ

ンチームとしての価値を高める。 

万博らしい保育は何かを一人ひとりが常に考えて、チームとして進化し

続けていくことを軸に保育をする集団を目指す。 

 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：万博公園どろんこ保育園  施設長 田中 恵 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ 桶川ルーム 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 子どもは、未来への希望であり、社会の宝である。 

その子どもたちの健やかな成長と、子育てを支えることは、保育園の重大な責務である。 

『生きる力のある子どもを育てる』法人方針を礎とし、子ども・保護者・スタッフが協働的に関わりながら、選ばれ

る園となるよう地域に愛される保育を実践していく。 

 急速な少子化の進行、地域とのつながりの希薄化や経済的理由による子育てへの不安から、桶川市は子ども

子育て支援事業計画を立てている。その基本理念である『子どもがのびのびと個性豊かに育ち、育てられるま

ち』へ向けて、メリー★ポピンズ 桶川ルームは、地域の社会資源としての役割を担い、開園７年目をスタートする。 

昨年度より一時保育事業を再開し、多数の方にご利用いただいている現状からも、この地での保育の必要性を

強く感じる。都内への通勤も多い保護者にとって、桶川の駅前園は利便性も高い。地域の子育て世帯の中枢とな

るサービスの提供を行っていく。 

また、併設の発達支援つむぎ桶川ルームと協働し、インクルーシブ保育を実践する。省令改正により2023年

4月からは、保育園と児童発達支援センター・事業所双方が同じ施設を共用でき、スタッフも双方の子ども

の支援が可能になった。地域の先駆けとして、障害のある、なしに関わらず、子どもたちの力を信じて、生きる

力、意欲を育み、たくさんの経験が出来る保育の場を提供していく。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 生きる力のある子どもを育てる 

実践予定内容 ・どろんこ会グループの日課・基本活動である、散歩9時出発、畑仕事、生き物の

世話、長距離散歩を実践し、日常の生活、遊び、労働から生きる力を育てていく。ま

た、それぞれの活動の意味を、スタッフ一人ひとりが理解し自分の言葉で説明でき

るようになる。 

2 計画・ねらい ・異年齢、インクルーシブの関わりの中で、他者との協働、感情コントロール、目標

の達成を実現できる環境構成をし、見守る。 

実践予定内容 ・異年齢での直接体験を通し、１つのことを協働でやり遂げられる機会の提供。 

・子ども同士の関わりを大切に、保育士がすぐに入るのではなく、自分の思いを伝

え合い、感情のコントロールが出来るように見守る。 

3 計画・ねらい 小学校１年生を知り、逆算した保育を行っていく。 

実践予定内容 ・小学校の授業見学をし、実際の１年生の姿を見て逆算した保育計画を立てられ

るようにする。 

・小学校の先生と交流の機会を多く持ち、円滑な就学が出来るようにしていく。 

4 計画・ねらい 保護者、来訪者が見て気持ちの良い施設を作り、おもてなしの心を持って最高級

の接遇で対応する。 

実践予定内容 ・施設内の美観を維持し、整理整頓を徹底していく。 

・スタッフの接遇研修を行い、自分の得手、不得手を自覚し、チームで補い合いな

がら最高級の接遇を目指す。 

4 計画・ねらい 地域にインクルーシブ保育を発信し、ちきんえっぐ利用者を増やす。 

実践予定内容 ・インクルーシブな保育の取り組みを発信し、地域の中で受け入れられる取り組み

を行う。 

・地域の子育て拠点となるよう、支援センターの環境改善、内容発信を行う。 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい ・保護者と、子どもの育ちについて協働的に関わる。 

 

実践予定内容 ・保育内容の説明を丁寧に行う。 

・日々の園での子どもの様子をエピソードと共に具体的に伝える。また、家庭での

様子や、心配事等のヒアリングを行う。 

2 

 

 

 

計画・ねらい ・園と保護者の情報共有の場を積極的に作り、信頼関係を築く。 

 

実践予定内容 ・保護者懇談会、個人面談、送迎対応、連絡帳のアプリやタイムラインなどを活用

し、子どもの育ちを丁寧に共有する場を作る。 

3 計画・ねらい ・保護者同士の交流の場、スタッフとのコミュニケーションの場を作る。 

 

実践予定内容 ・どろんこ祭りや、畑の除草作業、救急救命講習、キャンプなどを企画し、保護者同

士の交流や、スタッフとの信頼関係を作る場としていく。 

4 計画・ねらい ・発達に関する悩みを気軽にできる場を作る。 

 

実践予定内容 ・併設園の強みを活かし、心理士、言語聴覚士、理学療法士などの専門士に子ど

もの発達について相談できる機会を作る。また、勉強会などを開き、就学に向けて

の不安の解消を図っていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域における子育て支援の重要性をスタッフ全員が理解し、実践する。 

 

実践予定内容 地域の保護者等に、保育園の専門性を活かした子育て支援として、相談会や勉

強会などを積極的に行う。 

2 計画・ねらい 地域の子育てしている保護者の安らぎの場となる。 

実践予定内容 ちきんえっぐの広報活動を行い、地域の子育てしている保護者が気軽に利用でき

る場にする。また、そこで生まれる保護者同士の繋がりも大切にしていく。 

3 計画・ねらい 地域の関係機関との連携強化 

実践予定内容 ・地域の関係機関と説教的な連携を図るとともに、子育て支援に関する地域の人

材と積極的に連携を図る。 

・近隣の園や、小学校、行政と連携を図り、安心して就学に繋げられる体制を築く。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい どろんこ会グループのマニュアルの徹底 

実践予定内容 マニュアルについての理解と実践が行えるように、定期的にロールプレイ研修を実

施し、定着を図る。 

2 計画・ねらい 法人の取り組みである、雑巾がけ、座禅、畑仕事等の日課を行うことの理解を深

める。 

実践予定内容 毎日の日課を行うことの意味を、スタッフ一人ひとりが十分に理解し自身の言葉

で語ることができるようにする。 

3 計画・ねらい リーダーの育成 
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実践予定内容 様々な場面で、自分の仕事に責任を持ち、後輩に指導していける立場になれるよ

う、自分の保育をスタッフの前で語る機会を設けていく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 畑仕事、食材加工、捌いて食べる命をいただく等の活動を通し、食材や食の循環・

環境への意識を育む環境教育を実践する。 

実践予定内容 自分たちが畑で野菜を育て、収穫し、食する経験を通じ、食について考える機会を

作る。また、魚の解体を通し、食の循環について学ぶ。 

2 計画・ねらい 給食残渣を減らすことで廃棄にかかる環境負荷を減らし、食べ物を大切に消費す

る。 

実践予定内容 ・野菜を皮つきで調理したり、皮を使ったメニューを考えたりして、給食残渣を減ら

す。 

・調理くずを用いて、コンポストで堆肥を作り、畑へと循環する。 

3 計画・ねらい 木や竹、花などに触れる機会を作り木育を行うことで、環境保全の意識を持つ。 

実践予定内容 桶川市の緑化ボランティア団体と協力し、竹細工や、木工遊び、花の植栽などを

行うことで緑化意識の向上と実践を行う。 

 

 

インクルーシブ保育の実践（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 併設園の強みを活かしたインクルーシブ保育を実践する。 

実践予定内容 ・保育園、つむぎのスタッフの垣根を無くし、チームで子どもを見守る。 

2 計画・ねらい スタッフ一人ひとりがチームとしての意識を高める。 

実践予定内容 ・保育者間での連携を密にし、声を掛け合うことでチームとして子どもを見守って

いく。 

・スタッフ一人ひとりが学ぶ意識を持ち、主体的に取り組むことができるよう、課題

を見つけて取り組む。 

3 計画・ねらい 全ての子どもの育ちを全てのスタッフが共有する。 

実践予定内容 ・スタッフ間の情報共有が徹底されるよう、事務所で会議を行い、内容は議事録で

全員が回覧し共有する。 

・子ども一人ひとりを全てのスタッフで見守ることの必要さ、面白さ、難しさを共有

し、目の前の子どもの姿を全員で理解する。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 12人 12人 12人 12人 66人 
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開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 9人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 4人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 

看護師 1人       

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 

月1回120分 ・コンピテンシー 

・活動の振り返り及び共有。子どもの姿の共有。 

・園内研修 

給食運営会議 

月1回 ・食育会議の策定 

・食育活動実施内容の共有 

・喫食状況(残渣記録)の確認 

・給食簿指摘事項の改善 

事故防止委員会 

月1回 ・ヒヤリハット、インシデントも分析 

・ハザードマップの見直し 

・自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ及び改善策を

策定。 

・全園事故防止委員会での内容共有 

ケース会議 
月１回 ・要支援児個別計画の振り返り及び省察 

・要支援児個別計画の見直し 

週会議 

週１回 ・各クラスの共有事項報告 

・次週の週案の確認と共有 

・クラス運営策定 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
月例確認事項、コンピテンシー、請求スケジュール 

各部署からの連絡事項伝達 

施設長勉強会 月1回 

マニュアル及び運用ルールの作成・見直し 

保育における課題点の抽出・改善アクションプランの立案、成果

発表 

保育所保育指針の理解 

食育会議 年4回 

献立の内容改善・提案 

給食提供マニュアル及び運用ルールの見直し 

食育計画策定 

保健会議 年4回 
感染症対策やガイドラインの作成・改善 

保健計画策定 

主任会議 月1回 
園の課題改善アクションプランの進捗確認と共有 

マネジメント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 
ポートフォリオを用いて、子どもを見る目を養う 

子どもの姿を深堀する。 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園内の汚染区域の安全管理や備品などの管理 

安全対策係 避難訓練計画の立案や、環境安全整備 

防火管理者 園の災害などに対する訓練の立案、実行 

食品衛生責任者 食育計画の計画や実践、食品の安全に対する管理 

畑係 年間農業計画の遂行状況の確認、及び整理 

生き物係 生き物や植物に関する環境整備 

環境係 保育室及び園庭の環境整備 

写真係 写真販売の写真整理と確認 

  

 

 



20221215版 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者の主体性を尊重しながら、計画、準備、活動を共に行う。 

運動会係 行事の企画、立案、実施 

生活発表会係 行事の企画、立案、実施 

入園式、卒園式係 行事の企画、立案、実施 

  

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 上半期 

0～2歳児 

・個々の成長や発達にあった援助を行い、一人ひとりが安心して過ごせる。 

・子どもの気持ちに寄り添い、共感し受容する。 

下半期 

0～1歳児 

・身近な自然や社会とかかわれるような体験の場を作る。 

・子どものやりたいことが保証され、応答のある環境の中、様々な経験や体験

を行い、興味関心が促される。 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

・子どもが安心して大人や友達と関わり、様々な体験や経験を通して友達と

学び合い、助け合い、協力できる。 

・喜怒哀楽などの様々な感情を表現することができる。 

下半期 

2～5歳児 

・様々な体験や経験のもと、自分の興味関心のあることに気づき、それに対し

て探求し、挑戦する姿が見られる。 

・子ども同士のグループで話し合い、役割を分担し、１つのものを作り上げる

経験の中で、合意形成や感情コントロールが身に付く。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご意見ご

提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２３年度年間スケジ

ュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい ・意欲的に食べる子どもが増えるよう、食への関心を広げる。 

実践予定内容 ・十分に遊び、身体を動かし、自然とお腹の空く環境を作る。 

・生活の中で、食事作りや準備に関わる。 

・献立を、栄養素毎に視覚化し、食への興味に繋げる。 

2 計画・ねらい ・保育士、栄養士、全てのスタッフが口腔発達を理解し、食事提供を行う。 

実践予定内容 ・園内研修で口腔発達について学び、子どもの噛む力を育て、素材の味を味わえ

る状態で提供できるようにする。 

・盛り付け、配膳を自分たちで行うことで、自分で食べられる量を把握する。 

3 計画・ねらい ・自然の恵み、命の大切さに気付く 

実践予定内容 ・自分たちで栽培し、それを食する機会を多く作る。 

・梅ジュース作り、干し野菜作り、いちごジャム作りなど、季節ごとに収穫する日本

ならではの食材を加工する。 

・魚を捌いて食べる等、命をいただくことを知る。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・手洗い、うがい指導では、スタッフが手本となり、習慣化できるように促す。 

・歯磨き指導では、紙芝居や模型を用いて歯の磨き方を伝える。 

・身体の絵や絵本を用いて、からだのしくみを伝える。 

・性教育から、身体の大切さ、自尊心を育むきっかけを作る。 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

３蜜にならないように、可能な限り配慮する。 

6月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

1月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン･･･2名より預かり済み／事務所にて保管 

アレロック･･･1名より預かり済み／事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在18名が、研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
設置なし 
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その他保健に関する取組 

・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・手洗い

指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

・救急救命講習 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確認

／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関する

チェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 整理・整頓を意識し、必要なもの以外置かない気持ちの良い空間を作る。 

実践予定内容 環境による保育が原点であることを念頭に置き、保育室内の清掃、消毒を毎日

行い、安全で清潔な環境を整える。 
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2 計画・ねらい 子どもが自発的に興味、関心のあるものに取り組み、自ら学び挑戦し続けられる

ような環境設定を行う。 

実践予定内容 目の前の子どもをよく見て、子どもに必要な玩具、遊びたい場所を自分で選択

していけるゾーン設定を行う。 

3 計画・ねらい ホンモノに触れる機会を作る。 

実践予定内容 玩具、楽器、画材、自然物など、ホンモノを用意し、子ども自らの意思で使用する

ことができる環境設定を行う。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 なし   

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 安全管理 園における事故にかんする安全管理危機マニュアルを設置しており、全てのスタッ

フは各自内容を読み込み理解し、マニュアルに基づいた運営管理を行う。 

2 危機管理 事故発生時における危機管理マニュアルを設置しており、全てのスタッフは各自

内容を読み込み理解し、マニュアルに基づいた運営管理を行う。 

3 救命講習の実施 スタッフは、応急処置に関する基本的な知識を持ち、事故発生時には適切な連携

を図り処置する。 

4 防火管理 ・防火管理者を選任し、所轄の消防署に遅滞なく届け出る。 

・消防法に定められた必要事項を満たした消防計画を作成し、消防計画の内容を

全スタッフに周知する。 

・避難、消火、通報訓練は法令・通達で定められている回数実施する。 

・少なくても年1回は引き取り訓練を実施するが、実施の際は保護者の負担をでき

る限り少なくす配慮をする。 

・防火管理者は、消防設備等の自主点検を実施し、不良箇所があった場合には即

時に改善する。 

・避難機器や消火器を、適正な場所に設置する。 

・非常ベルまたは非常警報設備を設置、点検を行う。 

5 光化学スモッグ対

応 

埼玉県または、桶川市からの情報を素早くスタッフに周知し、園外にいる場合には

素早く日陰に入るなどの対応を取り、子どもたちの健康状態などに留意する。 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

・保育園は地域の社会資源であり、地域研修の場であることを意識し、実習生、研修生を積極的に受け入れてい

く。 
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・次の世代を担う保育・福祉の場で活躍する人材を育成し、また、自園スタッフの自分の保育を振り返るきっかけ

に繋げ、共に成長の機会となるようにする。 

1 実践予定内容 近隣の中学校や高校などからの体験学習の依頼があった際は、積極的に受け

入れる。 

2 実践予定内容 保育養成校の学生の実習、一般および学生各種ボランティアの依頼があった場

合は、積極的に受け入れる。 

3 実践予定内容 ・実習生とは、日々の振り返りを行い、疑問点などはすぐに解決できるように指導

する。 

・保育の楽しさを伝えられるように関わる。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  接遇 

 相手の気持ちに寄り添い、最高の接遇

を学ぶ 

5月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  マニュアル研修 

③ ケーススタディ研修 

マニュアルの徹底。全スタッフが同レベル

で行えるようにする。 

6月9日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水の事故 

③ 保護者対応 

・水の事故への対応、危機管理 

・接遇、連絡帳、タイムラインの書き方、写

真の撮り方 

7月14日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② インクルーシブについて  

・併設園として、インクルーシブ保育の実

際や課題について学ぶ。 
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8月18日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 小学１年生を知る 

 小学校１年生を見て知り、逆算した保育

を遂行する 

9月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

③   １０の姿 

 保育所保育指針を踏まえ、10の姿を捉

える。 

10月13日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  こどもの環境について 

④ 利用者アンケート分析 

 子どもの姿が変わる環境設定 

11月10日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   併設園の役割 
 地域の中での併設園としての役割 

12月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  指導要録 
 小学校へのスムーズな移行を考える 

1月12日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

③   進級、進学に向けて 
 日課の振り返り 

2月9日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  年度の振り返り 

 体験活動の振り返り、及び次年度の課

題抽出 

3月8日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   次年度目標設定 

 課題への共通理解を深め、次年度の目

標を設定する 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる会

議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成計画を

施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

 地域との交流の中で子どもたちが育つために、地域の方々の理解を得て、子どもの社会体験の場を広げてい

く。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：駅西口公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との交流(トミオ桶川べにばなテラス) 

中高生の体験学習受け入れ 

異年齢交流 小学校訪問 

小学生とあそぼう会 

近隣園との交流 

地域拠点活動 ちきんえっぐ(自然食堂・寺親屋・芸術学校)の開催 

園庭開放 

地域公開講座の実施 

救急救命講習 

どろんこ祭り 地域の方にも参加していただき、交流の場となるようにする。 

また、園の活動を知っていただく機会とする。 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

・小学校1年生の授業を実際に見て知り、逆算した保育を遂行する。 

・子どもの発達の連続性を見据え、子どもたちの生活が小学校へ繋がるものとして就学を見通した保育を行って

いく。 

・小学校接続アプローチカリキュラムの理解を深める勉強会を実施し、スムーズな接続が行えるようにする。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を2月1日（水）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 
桶川小学校  

 
12名予定 

小学校に行こう（桶川

小校庭） 
子ども間交流 

9月頃 
朝日小学校  

1年生 
3名予定 

公開授業（朝日小学

校教室） 
子ども間交流 

11月頃 
桶川小学校  

1年1組 
12名予定 

公開授業（桶川小教

室） 
子ども間交流 

1月頃 朝日小学校 15名予定 
小学校の先生の招い

て 
スタッフ間交流 

２月頃 
朝日小学校 

1年1組 
12名予定 

校内探検(朝日小学

校) 
子ども間交流 

２月下旬 桶川市内小学校 ２名 連絡協議会(市役所) スタッフ間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

   個別支援計画は、年齢・障害・手帳の有無に関わらず、気になる子ども全員に対して作成し、ケース会議を月

1回開催する。 

   毎月1回行われるケース会議にて、計画・実施状況・結果等の振り返りを行い、前期または後期の個別支援

計画に赤入れをして実施する。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 

   園長、主任、担任、つむぎ専門スタッフとケース会議を行い、記録を取り、全スタッフに周知する。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

   支援の必要な園児に行ってきた援助、支援内容を引き継ぎ、入学後の円滑な学校生活に繋げることを目的

に作成する。 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 



20221215版 

実施項目 詳細 

園開放 
（月）～（土）9:30～16:30 

 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（金）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（木）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：駅西口公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年２月17日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１３時００分 

自己評価終了予定時刻：１３時４０分 

自己評価実施予定者：千葉彩華、高橋くるみ、山城仁美、松田典子 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指した

姿 

重点施策 ・保育者が「目の前の子どもの姿」を十分に理解したうえで、主体的・自発的

に生活を展開できる環境、集中して遊び込める環境を作る。 

・保育士一人ひとりが、自分の持っている力を十分に発揮すると共に、研修等

に積極的に参加することにより保育の質向上に繋げる。 

振り返り ・園内研修でポートフォリオや、ドキュメンテーションを用いて子どもの姿の共有

を行うことにより、環境についてスタッフが自発的に考える機会を持つことがで
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きた。具体的に環境を変えるところまで出来なかった部分もあるので、次年度

に繋げたい。 

・スタッフが自分たちで話し合いたい内容を出し、園会議で話し合い研修を行

うことで、互いに学び合い、保育の質向上に繋がった。 

・どろんこ祭りでは、たくさんの保護者の協力や、近隣の方の参加もあり、盛大

に行うことができた。コロナ禍の中、人とつながるイベントの必要性を感じたの

で、地域の中で子育て支援を引き続き考えていきたい。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・保育園、つむぎが協働して混じり合い、互いに認め合って大きな一つの家に

なる。 

・子どもも大人も共に成長を楽しめる施設になる。 

・地域の中で、インクルーシブ保育の先駆けとなるよう、社外向けの発信を行っ

ていく。また、地域の子育て拠点となるよう、ちきんえっぐの活性化をはかる。 

重点施策 ・つむぎスタッフと協働して業務を行うことにより大人が背中を見せ、つむぎ利

用児と保育園園児が助け合い、学びあい、生活、遊びを支え合うインクルーシ

ブ保育を行っていく。また、スタッフはインクルーシブ保育についての理解を深

め、自身の言葉で語れるようになる。 

・地域や社外に向けて保育を公開し、インクルーシブ保育を地域に浸透させる。 

2024年度 目指す姿 ・保育士のスキル向上と保育の質向上。 

・どろんこ会が育てる６つの力を育む『体験』や『活動』が出来る機会を子ども

に提供できるスタッフ集団になる。 

重点施策 ・目の前の子どもの姿を見て、今の子どもに必要な環境と体験を用意できるよ

う、スタッフ一人ひとりのスキル向上を行う。 

・保育士一人ひとりが、自分の持っている力を十分に発揮できると共に、研修

等に積極的に参加することにより保育の質向上に繋げる。 

2025年度 目指す姿 ・地域に愛され、子育て支援の拠点となる開かれた園になる。 

・地域の中で、障害のあるなしに関わらず、全ての子どもが共に育つインクルー

シブ保育のモデル園となる。 

重点施策 ・地域の方が気軽の利用できるような取り組みを考え発信する。 

・インクルーシブとしての取り組みを外部発信し、地域の中に浸透させていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 桶川ルーム  施設長 千葉 彩華 
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２０２３年度 北千住どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
(１) 東京都足立区にある北千住どろんこ保育園は、東京下町の情緒と人情味あふれる宿場町の名

残が感じられる場所にある。荒川の雄大な川の流れと青々とした土手に、隅田川の整備され

た遊歩道があり、東京スカイツリーがそびえたつ、東京の中でも住みやすい街の上位にあが

ってくる地域で都会の中に自然も感じられるような場所である。この地域で成長する子ども

たちに身につけてほしい力とは何かということをしっかりと考え、実践できる園づくりを目

指したい。 

(２) 北千住どろんこ保育園では「にんげん力。育てます。」という法人の子育て理念に基づき、

保育を展開する。 

にんげん力とは何か。生涯にわたって意欲をもち、逆境にも耐えうる力を身につけ人生を歩

んでほしいと願うとき、これからの時代を生きていく子どもたちに必要な力とは、大人の言

うことをきちんと聞ける力ではなく、ルールを守れる力でもないと私たちは考える。自分の

意見をきちんと伝え、人の意見にも耳を傾けられる力であり、ルールは守るものではなく作

っていくことができる力である。その土台を作る大切な時期に、私たちは人とかかわる力や

感情をコントロールする力を身につけられるような保育環境を整えながら、子どもたちに100

のホンモノの経験を提供していくことこそが必要なことであり、にんげん力につながると考

える。指示、命令を子どもに行うのではなく、子どもたちの気持ちに寄り添い、見守り、大

人が背中を見せて、自分で選び自分で決める経験の積み重ねができる園を作り、保育を展開

する職員集団を目指す。 

(３) 北千住どろんこ保育園は発達支援つむぎ北千住ルームと併設されている。 

併設されている環境を最大限に活かしながら、子どもも職員も保育園、つむぎということに

左右されず、子どもを中心におきどの職員でも対応しかかわっていける保育を行っていく。

そのために必要な環境構成や人員配置の徹底した仕組みづくりを行っていく。 

また、連携園であるメリー★ポピンズ 北千住ルームとも連携を図り、職員での意見交換や勉

強会を行い質の向上を目指し、地域の子どもたちを一緒に育てていく環境を整える。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 丁寧なかかわり、美しい日本語を話せる職員集団を目指す。 

実践予定内容 子どもに対してきちんとした日本語で話をする。きれいな言葉づかいをす 

る。 

子ども扱いするような保育ではなく、思いやりを持った丁寧なかかわりを 

する。 

人権について学びを深める。 

2 計画・ねらい 虐待の定義について学び、子どもが伸び伸びと過ごせる保育を展開する。 

実践予定内容 虐待の疑いさえも絶対にない保育者となるための学び、園内研修を定期的

に行っていく。 

3 計画・ねらい 保育者・職員は常に温かくポジティブな養育を目指し、共感力を身につけ

る。 

実践予定内容 ・子どもに対しポジティブな態度を示す。（きちんと向き合う。否定的な

態度をとらない） 
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・子どもの成長発達を正しくとらえ、常に発達にあった保育環境を提供す

る。 

・子どもの発声、発音にその都度応答したり、質問したりする。  

・子ども自身のほほえみや、笑うことを引き出し、促していく。  

・指示するのではなく、子どもが発するサインに答えていく。 

・目先の出来栄えを追うのではなく、子どもの心を育てる保育を徹底す

る。 

・子どもの思いや気持ちに寄り添い、共感することができる保育を徹底す 

る。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 最高の子育てパートナーとなる。子育てが楽しいと感じられるような子ど

もを中心に置いた保護者支援を目指す。 

実践予定内容 子育ての楽しさや成長、喜びを互いに感じられるような支援や情報提供を

していく。保護者の方に、元気や希望がわいてくるような最高のお迎え対

応を目指す。 

2 計画・ねらい どろんこサポーターズや、おやじの会の活動の場をつくり、保護者同士が

つながりを持てるような活動をする。 

実践予定内容 どろんこサポーターズとともに、保護者がいきいきと、子育てに積極的に

かかわれる場を増やし、かけがえのない保育園時代を楽しんでいただける

場や環境を提供し、職員と保護者、地域で子どもを中心に置いた子育てを

展開できるようにする。 

特にどろんこ祭りは保護者とともに作り上げ、横のつながりも大切にした

取り組みとなるよう工夫する。 

 

 

地域の子育て支援事業 

地域の全ての子育て家庭を対象とし、ちきんえっぐを拠点として積極的に支援していく。地域の

特性として、地元の方の他に、転勤で引越しをして来られる方も多く、核家族の家庭も多い。い

つでも遊びに来ていただけるような雰囲気づくりと、気軽にちきんえっぐを利用していただける

プランを立て、情報発信をしていく。地域の方に保育園を知っていただく場として、また、孤立

する子育てを少しでも減らせるような場として「地域に開かれた子育て支援」ができる園を目指

す。 

 

１ 計画・ねらい 地域子育て支援事業の実施 

実践予定内容 子育て支援事業としての定期的な取り組みを行い、年4回地域の保護者や

お子様向けにイベントを開催。 

同じ年代や子育て世代の横のつながりを深められるような場の提供となる

ようにする。 

２ 計画・ねらい ちきんえっぐという場を知っていただき、気軽に利用していただけるプラ

ンを立て、広く周知できるように情報発信をしていく。 

実践予定内容 ヤギの餌やり、園庭解放。 

青空保育や、散歩先でチラシを配布し周知する。 

自然食堂、芸術学校の実施。 
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３ 計画・ねらい 孤立する子育てを少しでも減らせるような場として「地域に開かれた子育

て支援」ができる園を目指す。 

実践予定内容 子育て相談、保育園体験、寺親屋の開催。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 子どもにかかわるすべての職員が丁寧な保育を実践できる職員を育成す

る。 

実践予定内容 園長大学®・保育士大学の講座を視聴し、ディスカッションを行いながら全

員が丁寧な保育を実践できるようにする。 

２ 計画・ねらい 子どもの人権を学ぶ。虐待防止について学び徹底した対応をする。 

実践予定内容 子どもの人権をしっかりと学び、子どもを保育することはどういうことな

のか、大人の都合で子どもたちに接していないか、子どもに、一人の人間

として応対しているか、子どもの心を傷つけていないか、日々常にプロの

保育士としての誇りと責任を感じて保育に当たれるようにする。 

年に2回の法人人権チェックのほかに、年4回自己チェックする。 

虐待防止については、虐待の定義を意識し、大人都合である保育を行って

いないかをしっかり学び、子どもの人権を考えた行動がとれる職員集団を

目指す。 

３ 計画・ねらい インクルーシブ保育を学ぶ。 

実践予定内容 園長大学®・保育士大学の講座を視聴し、法人が目指す真のインクルーシブ

保育を追及する。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 生きる力をはぐぐむために今行うべきことは何かを考え、そのために整え

るべき環境は何かを考えられる職員集団となる。 

実践予定内容 園児が自己選択すべきことは何かをディスカッションし、そのために必要

な環境とは何かを考える。 

また、大人が教えなければならないこととは何かを考える。そのために必

要な人的環境、物的環境とは何かを学ぶ。 

2 計画・ねらい 園スタッフ自身のにんげん力を育てる。子どもたちのにんげん力をはぐく

むためには大人のにんげん力(人的環境)が大切であることを学ぶ。 

実践予定内容 法人が大切にしている日課について考えた時、なぜ子どもとともに畑仕事

をし、ヤギ鶏の小屋掃除・糞の始末をするのか。そこに付随する人的環

境、物的環境について考えられる意識を身につけ語れる職員となる。 

3 計画・ねらい 食の循環についての意識を高める。 

実践予定内容 命をいただく経験のための取り組みとして鶏の解体を行う。 

食の循環を知り、食や環境への意識を育てられるようにする。 

 

 

真のインクルーシブ保育を実践する施設づくり 

1 計画・ねらい 個々の発達に合わせた個々への配慮と支援を行っていく。 

実践予定内容 発達の早い子も、緩やかな子も、その子の豊かな生活を願ってその先につ
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ながる支援を行っていくことを意識できる職員集団となる。 

2 計画・ねらい 要支援児、つむぎ利用児、保育園児等、形態にとらわれず、子ども同士の

つながりを大切にする園づくりをする。 

実践予定内容 保育園、つむぎという枠を取り払い、園児をつむぎ職員が対応する、見守

る、保育園職員がつむぎ利用児の対応をする、見守ることを実践する。ま

たそのかかわりについて共有を密に行い全職員が一人一人の把握ができ、

一緒に丁寧な対応ができる施設づくりをする。 

そのために真のインクルーシブ保育とは何か、混ざり合うとはどのような

ことなのかを、インクルーシブについての園内研修を行い追求し、職員の

意識をさらに高めていけるようにする。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 12人 20人 20人 20人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時３０分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤スタッフ 保育士 12人 看護師 1人 栄養士 4人 調理員等 0人 

パートスタッフ 保育士 3人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 

用務 2人 嘱託医 1人     

 

 

 運営方針 
 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 当月の行動計画の成果発表／園内研修／次月の行動計画決
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定 

給食運営会議 月1回 
食育計画策定／食育活動実施内容／喫食状況確認／検食簿

指摘事項改善／配膳方法など 

事故防止委員会 月1回 

自園及び系列園で起きた事故のケーススタディと改善策策

定／全園事故防止委員会での内容共有／当月のヒヤリハッ

ト・インシデント分析 

ケース会議 月１回 
要支援児個別計画の振り返り及び省察／要支援児個別計画

の見直し 

週会議 週１回 １週間の予定確認・情報共有 

乳児会議 週１回 乳児クラスについての情報共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人からの連絡及び経営Visionとの接続 

施設長勉強会 月1回 
マネジメント・コンプライアンスなど。課題改善計画立案

及び取り組み成果発表 

食育会議 年4回 
献立内容の改善・提案／給食提供マニュアル及び運用ルー

ルの作成・見直し／食育計画策定 

保健会議 年4回 感染症対策ガイドラインの作成、改善／保健計画策定 

主任会議 月1回 
各園の課題改善アクションプランの進捗確認と共有／マネ

ジメント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 
マネジメント・コンプライアンスなど。課題改善計画立案

及び取り組み成果発表 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

園舎、職員、園児衛生全般の改善と感染症予防対応、衛生管理全般の管

理。掃除チェック表管理・細菌検査とりまとめ・予防接種把握・身体測

定などを行う。 

安全対策係 

様々な災害を想定した訓練実施。施設内避難経路の管理点検設備点検チ

ェック、事故防止チェック、防災自主点検、不審者侵入訓練を計画し実

施する。 



20221215版 

防火管理者 
防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務（防火管理業

務）を計画的に行う。 

食品衛生責任者 食育会議の計画や実践。食品の安全に関する管理や啓蒙をする。 

畑係 畑の管理をする。 

生き物係 生き物に関すること全般。 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭り実施に関わる取りまとめをする 

運動会係 運動会実施に関わる取りまとめをする 

生活発表会係 生活発表会に関わる取りまとめをする 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・安心して過ごすことができる環境を整える。 

・どんなことも気持ちを受け止め共感する。 

・笑顔や笑いを引き出す保育を展開する。 

・様々な行動や欲求に適切に応え、身近なおとなとの情緒的な絆を 

形成する 

・活発な探索活動を楽しみながら、様々な感覚が育つ 

・身近なおとなや、少し大きい子どもとの日常の中で、身近にいる

子どもを見て学び、感情を十分に表現し、大人に見守られながら

健やかにのびのびと育つ 

・生活の中の様々なあそびや、身近なものとの関わりを通して感性

が育つ 

・園児同士の関わり合いの中で身近な人と気持ちが通じ合う。気持ち

のぶつかり合いや、モノの取り合いなど、さまざまなやり取りを通

し、気持ちを立て直す中で、関係の基礎、コミュニケーション力の

基礎、非認知能力の基礎が育つ。 

下半期 

0～1歳児 

・自我形成の時期で、他者を認め始める時期に当たるので、異年齢

での活動、たくさんの大人との関わりを十分に取り入れ0歳児1歳

児共に活動する時間を増やしていく。 

・とにかく気持ちを受け止める保育者がそばにいることを実践する

。 
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・保育者も一緒に遊び、遊びのバリエーションや、展開のヒントを

率先してみせることで生活の中の様々なあそびや、身近なものと

の関わりを通して感性が育つ。 

・園児同士の関わり合いの中で身近な人と気持ちが通じ合う。気持ち

のぶつかり合いや、モノの取り合いなど、さまざまなやり取りを通

し、気持ちを立て直す中で、関係の基礎、コミュニケーション力の

基礎、非認知能力の基礎が育つ。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・毎日の生活やあそびの中で、基本的生活習慣や運動が心地よい感覚

として身につく 

・友だちとの関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現し熱中

してあそぶ 

・遊びたいものを自分で選択し、道具や玩具をいつでも手に取って使

える環境の中で思いきり遊ぶ 

・園児同士の関わり合いの中で人間関係、コミュニケーション能力を

身につける 

・自分の要求や思いを言葉や行動で相手に表現しながら、他者を受容

する感情が育つ 

・生活やあそびの中で、達成感や充実感を味わう経験をし、目標に向

かって友だちと力を合わせて活動する 

・遊びの中で様々な経験を通し、思考力、判断力、表現力を身に付

け、結果ではなく、その過程での取り組みを、しっかりと見守られ

ながらのびのびと遊ぶ 

 

下半期 

2～5歳児 

・5歳児の午睡が終了し、2歳児が幼児クラスに合流するので、手伝い

や当番活動の充実を図る。 

・10の姿を、卒園する時期の子どもの育ちに照らし合わせながら成長

を見守る 

・友だちとの関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現し熱中

してあそぶ。 

・自分の要求や思いを言葉や行動で相手に表現しながら、他者を受容

する感情が育つ 

・生活やあそびの中で、達成感や充実感を味わう経験をし、目標に向

かって友だちと力を合わせて活動する 

・遊びの中で様々な経験を通し、思考力、判断力、表現力を身に付

け、結果ではなく、その過程での取り組みを、しっかりと見守られ

ながらのびのびと遊ぶ 

・失敗してももう一度挑戦してみようとする気持ちが育つような配慮

をする 

・就学に希望を持ち卒園できるようにする。また在園児は5歳児の姿を

見て進級に見通しを持てるようにする。 

 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 
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保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

 給食運営会議・食育会議を通じ、子どもが楽しく食事ができる環境を設定していく。 

 日常の生活に密着した食育を深く考察し、実践する。 

 分かち合う事の素晴らしさや、大切さを感じられるよう工夫する。 

  

食品の加工や命をいただく経験から食の循環を知る。 

1  計画・ねらい 友だちや身近なおとなと親しみを持って、好きな場所で、好きな人と、自

分の食べられる量を、楽しい時間空間の中で食べる 

 実践予定内容 バイキング方式を実施。大人が決めすぎない設定の中で食事ができる環境

づくりをする。楽しく食事ができ、食べることを楽しめるような工夫をす

る。 

2  計画・ねらい 食の循環を知る。命の大切さを学ぶ。 

 実践予定内容 コンポストづくりを行い、土にかえったものを使って畑活動をする。 

鶏をしめ、命をいただく経験ができる取り組みを行う。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 
年2回（5月・11月） 

０歳児検診 毎月１回実施 

歯科検診 年1回（7月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導・うがい歯磨き指導・鼻のかみ方指導 

流行が予測される感染症 
通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 
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5～7月頃･･･ヒトメタニューモウイルス、ＲＳウイルス、アデノウイ

ルス、手足口病 

12月頃･･･インフルエンザ、感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･1名より預かり済み／調乳室の冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 
本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
ＡＥＤ未設置 

その他保健に関する取組 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。子どもたちおよび、スタッフがこまめに手洗いう

がいをするよう徹底する。消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／5･10月 

歯科健診 年1回／7月 
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運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

子どもたち自身の生活やあそびは、乳幼児の成長発達を的確にとらえ、その都度発達に即した環

境や遊びを展開できるように整えていく。遊具は継続的に点検・整備改善を行い、ゾーンの確立

と展開のために、園庭、園内環境をしっかりと整備設置していく 

1 計画・ねらい 子どもたち自身が主体的に選べるように環境設定をする。 

実践予定内容 環境設定を園会議時に話し合い、実践共有しまた実践していけるように

する。 

2 計画・ねらい 年に2回、全職員で話し合いをし、必要だと思う玩具の6月、12月に玩具

の補充をする。 

実践予定内容 人的環境・物的環境について勉強会で学ぶ。 

3 計画・ねらい 園長大学®・保育士大学による環境構成についての講座を受講する。 

実践予定内容 子どもたち自身が主体的に選べるように環境設定をする。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ベンチ 園庭 毎日 

2 ブランコ 園庭 毎日 

3 テーブル 園庭 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践予定内容 防災…危機管理マニュアル№３の災害対策に則り、消防訓練・避難訓練・

避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手

続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛防災…危機管理マ

ニュアル№３の災害対策（Ｐ．１２～）に則り、消防訓練・避難訓練・避

難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策

係の設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャート

に従う 

2 実践予定内容 ケガ事故防止…危機管理マニュアル№３のけが事故防止策・安全点検と保

全（Ｐ．１４～）に則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの実



20221215版 

施、安全教育、ＳＩＤＳ防止策を行い、けが発生時には対応フローチャー

トに従う。 

3 実践予定内容 防犯…危機管理マニュアル№３の不審者対策（Ｐ．２０～）に則り、不審

者侵入訓練の実施、笛の携帯、代理送迎者の把握、不審者情報の収集と共

有を行い、不審者侵入時にはフローチャートに従う。 

4 実践予定内容 光化学スモッグ…危機管理マニュアル№３の光化学スモッグ対策（Ｐ．２

１～）に則り、光化学スモッグの知識を身につけ、注意報発令の把握を行

いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対応および行政連絡に従って

対応する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

 

次世代育成の観点から、積極的に受け入れを行い、実習生や生徒の一人ひとりの様子に合わせて具体

的かつ家庭的に援助・指導を行う。中高生の体験学習の受入、保育養成校の学生の実習受け入れ、次

世代の子育て保育に携わる人材育成ととらえ、丁寧に受け入れ、指導する。 

1 実践予定内容 保育が楽しいと思える保育実習の場を提供する。 

2 実践予定内容 自分が思い描く保育士像に希望が持てる体験を実践する。 

職員が思いやりとプロとしての意識をきちんと見せられるようにする。 

3 実践予定内容 実習を終えて、より具体的に保育士として働くイメージをもって、どろ

んこ会で働きたいと思える実習生を増やす。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 
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（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  虐待防止・接遇 

美観の意識・最上級のおもてなしの

心（最上級のサービス） について考

える  

園長大学®の視聴、ディスカッション

を行う 

5月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  日課・丁寧な保育 

日課について考える（私たちが育て

る6つの力）について理解を深める 

園長大学®の視聴、ディスカッション

を行う 

6月23日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

 水の事故・丁寧な保育 

ハザード・水の事故について/救急対

応/感染症について 

園長大学®の視聴、ディスカッション

を行う 

7月28日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  人権・丁寧な保育 

人権について考える 

園長大学®の視聴、ディスカッション

を行う 

8月25日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

身体の使い方 

作業療法士の視点から身体を知る 

園長大学®の視聴、ディスカッション

を行う 

9月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 全社員研修・上期振り返

り 

上期の保育、支援について園全体で

振り返る 

全社員研修の動画視聴、意見討論を

行う 

10月27日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

虐待防止 

虐待防止について園全体で振り返る 

園長大学®の視聴、ディスカッション

を行う 

11月24日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

心の発達 

心理士の視点から心の発達を知る 

園長大学®の視聴、ディスカッション

を行う 

12月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

言葉の発達 

 発達支援の視点から言葉の発達につ

いて知る 

1月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

1年の振り返り 

一年間の振り返り（併設園の取り組

みについて） 

2月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 係振り返り 
係・役割の振り返り 
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3月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  嘔吐処理・与薬・SIDS 

アレルギー対応・おむつ交換・与

薬・エピペン・嘔吐処理について 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に園外に出かけたり、招待したりしながら近隣住民や身近な人と様々な関わりを経験し、地域

に愛されるよう計画し実践する。つながりをより深める。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：千住旭公園にて 
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商店街ツアー 週1回 

世代間交流 日ノ出町にお住いの地域の方々との交流を、年３回以上行う。 

異年齢交流 主に３～５歳児は日常的に異年齢保育を行い、年少児と年長児の生

活の中でのかかわり合いが密になるように工夫する。 

0～２歳児はこどもの様子に応じて異年齢で過ごせる機会を設け、幼

児や様々な人とのかかわりが充実するように配慮する。 

小学校訪問や、1年生を園に招待し主に５歳児と交流しながら小学校

を知る体験を行う。 

地域の小学生を対象に年3回の交流事業を行う。 

地域拠点活動 園児保護者の保育参加の随時受け入れ、保護者との共同によるどろ

んこ祭りの開催を行う。 

ちきんえっぐにて園庭開放や給食体験など地域の方に利用していた

だくイベントを実施する。 

また、子育て相談の対応や子育てサークルの支援を行う。 

また、地域にお住いの保護者とそのお子さんを対象に、育児講座を

年3回以上開催する。 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

足立区接続期カリキュラムをもとに、北千住どろんこ保育園アプローチカリキュラムを作

成し、小学校へのスムーズな移行ができるように小学校との連携を図りながら取り組む。

また、地域の情報なども収集し、より具体的な 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月15日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 千寿第八小学校  3名予定 幼保小連携会議 協議会 

7月頃 千寿本町小学校  20名予定   学校体験 参加 

12月頃 千寿常東小学校 20名予定 学芸会見学 見学 

1月頃 千寿常東小学校 3名予定 幼保小連携会議 協議会 

2月頃 千寿常東小学校 20名予定 給食交流会 参加・交流 
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2月頃 千寿本町小学校  20名予定 1年生との交流会 見学・交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

特別な支援が必要な乳幼児については、個別に保育計画を作成し、家庭や関係機関と連携しながら、

計画的・継続的に一人ひとりに応じた保育内容や配慮を実践する 

 

 

毎月のケース会議開催 

４～３月に計１２回開催予定 参加者：毎月２０名予定 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

併設園としての特性を生かし、職員間での共有や小学校との連携をしっかりと行い、情報共有してい

く。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：千住旭公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 
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園による自己評価の実施 

２０２３年１１月３０日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１２時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、当日出勤のスタッフ 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 保育所保育指針10の姿の読み解き、プロジェクト型の保育展開、イン

クルーシブ保育のさらなる定着化 

振り返り 園内研修で1年かけ10の姿を学び、保育の中でどのように展開していけ

ばよいのか、着眼点はどこなのかなど学び保育の場で意識することがで

きた。 

プロジェクト型保育は難しさを感じながらも、子どもたち自らが展開し

ていく体験がいくつも行うことができた。 

インクルーシブは進んでおり、形は混ざり合うことができてきたが、意

見の交換などさらに進めていく必要も感じられる。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 いつでもどの職員でも丁寧な保育、かかわりができる園。 

インクルーシブでは保育園に通う子ども、発達支援つむぎに通う子ども

という意識をなくし保育にあたる。 

重点施策 丁寧な保育を展開するために、園内での言葉遣いを職員同士で意識しあ

えるような園内研修を継続して行なっていく。 

インクルーシブをさらに発展させていくために、保育園とつむぎの保育

体制や、振り返り時間の確保ができるよう、新たな仕組み作りを行い、

保育園児もつむぎ利用児も子どもたち同士のやり取りの中で安心して過

ごせる場となる。 

2024年度 目指す姿 いつでも柔らかい雰囲気の中で子どもがのびのびと元気に遊びこめるよ

うな園となり、保育者は常に丁寧で美しい言葉と所作で保育にあたる。 

インクルーシブも自信をもって行えるようになり、モデル園となる。 

また、 

重点施策 職員同士で常に意識を高められるような取り組みの中ではぐくまれる力

を身につけていく。 
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併設園としての取り組みをしっかりと展開できる集団となるような取り

組みをする。また北千住どろんことつむぎ北千住ルームの併設園モデル

を外部に発信する。併設園としての取り組みの参考となれるような園と

なり、いつでもプロの集団としての自信と誇りをもって、丁寧に保育に

当たる集団となる。 

インクルーシブ保育の良さをいろいろな手法で、自信をもって外部に発

信していける併設園となる。 

2025年度 目指す姿 区の福祉事業であるアシストや、子育て支援センターげんきと連携し、

足立区内の保育園や、発達支援事業所を足立区内に発信し、区内のイン

クルーシブの推進を図る。 

重点施策 どろんこ会グループが目指す形を足立区内の園や施設に発信し、公開保

育、園見学を行い私たちが目指すインクルーシブと国が目指そうとして

いるインクルーシブをしっかりと学びながら足立区内のインクルーシブ

についての概念を形成していく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：北千住どろんこ保育園 施設長 宮澤 叙栄 
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２０２３年度 一宮どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

 

自分で考えて（スタッフを含めて）行動する力を育てていくために、子どもの主体性を引き出すた

め、体験・学び・成長に必要な環境を大切にして行く。人間形成に重要な乳幼児期を培っていること

を受け止め、スタッフ全員が常に子どもの最善の利益を念頭に子どもの人格、危機管理意識を最善に

しながら必要な体験を与え、保育にあたる。 

 

①子どもをいつも真ん中にして、子どもの成長した事や良かった事を認めながら、スタッフ全員で共

有する。 

 

②どろんこ会グループの保育園として、子どもにとって真に必要な機会を用意して、生きる力のある

心と体を育てる。 

 

③どろんこ会グループが基本としている異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操

や音楽指導・9時出発散歩・ヤギと鶏の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・銭湯での

お風呂の日・青空保育を実施する。 

 

④リアルな体験・原体験をもとに自分の力で健康で安全な生活をつくりだす力を養う。室内・室外共

に子ども自発的に関わる環境を設定する。 

 

⑤感じたことや考えてことを水・砂・土・紙・粘土を使用し、造形・描写にて表現する。活動を子ど

も自身が選択したり自分で考えたことを発表したりする。 

 

⑥就学に向けてアプローチプログラムを作りつつ数量・図形・文字・運動・音楽表現を指導する。 

 

⑦地域の方々に積極的に挨拶をはじめ交流を深めることにより、地域に密着した保育園を目指してい

くと共に地域の核となる子育ち支援を実施していく。 

 

⑧保育の課題などの共通理解や共同性を高め、保育園全体として保育の質の向上を図っていくための

園内研修を計画的に実施していく子どもが自分たちで盛り付け・配膳して食べることを基本として食

欲と意欲を育てる。 

 

⑨どろんこ会の食育方針（1）栄養士・調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる（２）嚙力を

育て素材の味を味わえる状態で提供する（３）子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる基本として

食欲と意欲を育てる。 
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保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい 保育士、栄養士、看護師、事務員、用務員などすべてのスタッフがそれぞ

れの専門知識と技術のスキルを磨き、常に自己目標に向かって研修などを

利用して学び続ける 

実践予定内容 研修や勉強会などで得た知識を園会議等に多く持ちより、共有する 

2 計画・ねらい 生活や遊びを通して子どもの心に寄り添い、見通しを持って物的、人的環

境を整え、計画的に保育を実践する 

実践予定内容 子どもたちの様子を見て気持ちや遊んでいる様子など細かく観察し、記録

に取り共有をして実践に移していく 

3 計画・ねらい 子どもの主体性を伸ばすために、子ども同士で生じた課題は子ども同士で

解決できるように子ども同士が話し合う機会を設定する 

実践予定内容 子どもに何が目的で話し合いをしているのか、話し合いの結果はどうだっ

たのか等を教え、スタッフは介入しすぎず、丁寧に見守っていく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

 

1 計画・ねらい 大切な子どもを預ける不安をしっかりと把握し、安心して仕事ができるよ

うに日々の様子をスタッフ全員が保護者へ共有出来るようにしていく 

実践予定内容 スタッフは日々の子どもたちの様子を共有し、子どもが特に頑張った事や

良かった事を保護者に伝えていく。また、連絡帳でも子どもの様子を細か

く伝えていく 

2 計画・ねらい 保育園は【いつ誰が来ても良い所】だと地域の方々に浸透させていく 

実践予定内容 日課の散歩や青空保育、商店街ツアーなどの機会をしっかりと利用して、

地域の方々に積極的に挨拶、声がけをしていくことで、保育園の認知度向

上に努める 

3 計画・ねらい 年2回予定の保護者懇談会において、保護者に日々の子どもの姿を伝える

と同時に保護者間の交流を深める 

実践予定内容 普段の生活の様子を細かく記録し、園での様子に興味を持っていただき、

懇談会に参加して良かったと感じてもらえるよう、スタッフ間で改めて重

要な場であることを認識し、担当者は創意工夫を行う 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 子育ての悩みや不安に対する相談や親子で遊ぶ機会の提供などを多く持

ち、地域の中での子育て機能を明確にして、対象となる人々の拠点となる 

実践予定内容 保育園をより多くの方に知ってもらえるよう、パンフレットやチキンエッ

グだよりなど見やすいところや、センター、役場などに掲示し、興味をも

ってもらえるようにしていく。 

2 計画・ねらい 保育園は【いつ来てもいい所】として、地域に浸透させていく 

実践予定内容 散歩や青空保育・商店街ツアーなどで地域の方に積極的に挨拶、声がけを

して保育園の認知度向上に努める 
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3 計画・ねらい 地域の集まりや行事に参加しながら交流を深めていく 

実践予定内容 地域の行事にできるだけ多くの職員が参加して、意見交換を行い、保育園

の認知度向上に努める 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

 

1 計画・ねらい 学び合い、支え合う保育者集団をつくる 

実践予定内容 スタッフ各自が研修や課題について積極的に取り組み、学んだことを園会

議などで多くのスタッフに共有していくことで視野を広げていく 

2 計画・ねらい 園長大学®・保育士大学の動画視聴を奨励 

実践予定内容 月に1本、園で決めた動画を全員が視聴し、その感想を園会議などで共有

する 

3 計画・ねらい 子どもが自ら主体的に活動し、自発的に生活できるように援助できるスタ

ッフ育成をする 

実践予定内容 施設長・主任は保育現場に多く顔を出し、スタッフ一人ひとりの子どもへ

の関わりを観察し、関わりすぎていないかなど適宜確認・指導を行う 

 

 

環境実施目標 

 

①  計画・ねらい SDG’sへの取り組み① 

実践予定内容 園にある自然（落ち葉等）を使用し、肥料作りを子どもたちに中心に行え

るよう大人が背中を見せる。作った肥料は畑などに利用し、野菜や植物の

成長繋がることを体験させる 

2 計画・ねらい SDG’sへの取り組み② 

実践予定内容 稲刈り後に藁を利用した土俵作り（相撲大会）やお正月飾り作りなどスタ

ッフもSDG’sの意識を高めるために研修や勉強会に参加し、レパートリ

ーを増やし、伝承行事とも絡めて子どもたちに教えておける環境を作る 

 

 

食の大切さを知る（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

 

1 計画・ねらい 年間を通して野菜や植物の成長に関わり、収穫や食育活動等で健康な体を

作ることや生命の大切さを理解できるようになる 

実践予定内容 園にある畑やプランターで野菜や植物のお世話を日課である水やり等を通

して、成長を観察したり、収穫をしたりして生命の大切さを知らせていく 

2 計画・ねらい 食への関心を高める 

実践予定内容 食べたいものを食べたい人と食べたいだけ食べる経験を実践し、食への興

味を促進する 

3 計画・ねらい 食の循環・工程を知り、食べることの楽しさ、作ることの楽しさを知る 

実践予定内容 畑計画の進捗状況を見ながら遅れが出ないようリーダーが中心になって遂

行する。園庭の畑で四季折々の野菜作り・米作り・芋掘りだけでなく、火

起こし体験も行い・焼き芋・ピザつくりなど食の変化を楽しませる 
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大きな家の中で、全年齢の子どもたちが自由に行き来する保育園（施設長が力を

入れて取り組みたい内容） 

 

1 計画・ねらい 子ども・スタッフの笑顔が溢れる保育園 

実践予定内容 異年齢の子どもたちが広い園舎・園庭を自由に行き来し、様々な友達と関

わり合い、お互いに手を差し伸べることできるよう、子どもの気持ちに寄

り添い、スタッフの意見に耳を傾ける。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 ２４人 ２４人 ３６人 ３７人 ３７人 1７０人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 21人 事務 1人 栄養士 ３人 

パート 

スタッフ 
保育士 ３人 調理 １人 事務 １人 用務 1人 

嘱託医 2人 
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 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育の振り返り、こどもの姿の共有，保育の質の振り返

り、園内研修 

給食運営会議 月1回 アレルギーの確認、食育活動、食に関する内容の確認 

事故防止委員会 週1回 事故、ヒヤリハット、インシデントの検証、見直し 

ケース会議 月1回 配慮を必要とする子どもの姿の共有 

リーダー会議 週1回 各クラスの問題点、保育内容について 

クラス会議 その都度 保育内容、環境、問題点 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 業務報告、伝達事項 

施設長勉強会 月1回 園運営確認、各園の保育実態、確認、スタッフの研修内容 

食育会議 年4回 
マニュアルの見直し、各園の取り組み、疑問や課題につい

て話し合い 

保健会議 年4回 
マニュアルの見直し、各園の取り組み、感染症対策、衛生

管理、疑問や課題について話し合い 

主任会議 年12回 エピソード記録や園の課題について 

子育ての質を上げる会議 月1回 各園のエピソード記録を持ち寄りながら検討している 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 保育環境、衛生、予防に関する提案 

安全対策係 防犯、保育備品の安全点検及び事故防止 

防火管理者 避難訓練、不審者訓練の実施、改善の取り組み、消防署への届出 

食品衛生責任者 食の安全、食育活動への取り組み、衛生点検 
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畑係 年間を通しての企画、種、苗の購入 

生き物係 生き物の世話をしながら、命の尊さを知らせる 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者と連携して一緒に行う 

一宮町文化祭 年長児共同作品出展 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者との信頼関係の下、情緒の安定を第1に自分で見つけた遊びを

充分に楽しむ 

・一人ひとりの子どもの意欲を尊重し、食、遊び、眠りを満たす 

・大人との対応的な関わりを通じて情緒的な絆が、形成される時期で

あるため愛情豊かに対応的に関わる 

・天候にかかわらず基礎体力を培う 

下半期 

0～1歳児 

・子どもの感性を揺さぶり、遊んでみたくなるような環境を整え、満

足感・充実感が得られるような保育を行う 

・いろいろな体験を通して、豊かな感性・創造性を育て運動機能を身

につける 

・他児や周囲への関心が高まる時期であるため、充分身体を動かし、

色々な感覚を働かせ興味や関心を育て、思考力や認識力の基礎を培う 

・生活や遊びを通じて、子どもたちの身体的、精神的、社会的な基礎

を培う 

・大人との間に愛着関係が形成される大事な時期であるため、子ども

の様々な要求を満たすように、気持のやり取りを丁寧に行う 

・保育士などの応対的な関わりや言葉がけにより自ら言葉を使おうと

したり、生活に必要な言葉に理解し聞き分けたり、遊びの中で友達と

の言葉のやり取りを楽しむ 

・自我の発達するこの時期に友達とのトラブルを通じて人との関わり

を知る 

・自分の意欲や努力を認め温かく見守り励まし、子どもの気持ちを受

け止め、自己肯定感や様々な力を身につける 

・なるべく戸外に出て体を動かし、室内でさくらさくらんぼ体操し

て、基礎体力を培う 

幼児保育 上半期 ・発達、興味、関心にあった遊具環境を整え、継続的に遊びが展開さ
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3～5歳児 れ、一人ひとりが充分満足感や充実感が得られる保育を行う 

・異年齢で生活する中で助け合いする経験を積み重ねていく 

・絵本、紙芝居、素話などの読み聞かせを通して、聞く力や想像力を

伸ばし豊かな感性を育む 

・動植物を飼育、栽培し体験を通して、自然物や生き物の命の大切さ

を学ぶ 

・生活の中で、充実感を持って自分のやりたいことに向かい心と身体

を十分に働かせ,見通しを持って行動し、自ら健康で安全な生活を作り

出すようにする 

・戸外遊びを日々行う中で、身体機能の発達を促し安全についての構

えを身につける 

下半期 

2～5歳児 

・リズム体操、表現遊びなどで自分を発揮し表現する意欲や協調性を

育てる 

・異年齢で触れ合う中で、お互いに刺激を受け合いながら、自分たち

で、問題や課題を解決する力が育ち、相手の気持ちに気が付くことが

できるようになる 

・自分たちで考えた約束やルールの中で、目的を持ち積極的に遊びを

楽しむそして仲間意識を深め共同性を培う 

・経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し相手に話

こと、聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表

現する力を養う 

・生活の中で、充実感を持って自分のやりたいことに向かって心と身

体を十分に働かせ、見通しを持って行動し、自ら健康で安全な生活を

作り出すようになる 

・自然体験、野菜つくり体験、動物飼育体験のなかで命の尊さ等様々

な感動を味わう 

・戸外遊びを中心に、身体機能の発達、体力増進を図る 

・子ども同士のグループで話し合い、役割を分担し、1つのものを、制

作物、発表、ルールなどを作り上げ、共同遊びへつなげ、異年齢遊

び、生活発表会などで表現していく 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食べる意欲を育てる 

実践予定内容 異年齢児で食事をし、年上児が年下児のお世話をする。炒める、煮る、焼

く、計量する、を経験する。食に関する絵本や、食材クイズを準備し、給

食を楽しい時間にする 

2 計画・ねらい 食の循環を知る 

実践予定内容 年間スケジュールを作り、畑仕事に意欲的に取り組む。コンポストを活用

し、堆肥を作成する。魚の解体をみて、命を頂くことの大切さを知る 

3 計画・ねらい 季節の恵み、行事食、伝統食などを取り入れながら、子どもたちが楽しみ

に待つ給食提供 

実践予定内容 地域の伝統食などにスタッフで意見を出し合いながら、食に対して興味関

心を持たせる 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い・うがいの遂行・歯磨き指導・性教育 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11月頃･･･嘔吐・下痢 

12月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･4名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ2名については5月1日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

行政からのお知らせ掲示、保険関係研修、会議に参加 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。など各園で記載 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  
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事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／6月･11月 

歯科健診 年２回／6月･11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

 

① こ

ど

も

が 

計画・ねらい 子どもが遊びを選択して、楽しんで遊び込めるブース作り、また危機リ

スク防止 

実践予定内容 遊びの様子や年齢や発達にあっているかの視点で遊びを展開させる。ハ

ザードマップの見直しは担当スタッフだけでなく、様々なスタッフが子

ども目線で作り上げる 

2 計画・ねらい 生命の大切さを知る 

実践予定内容 ヤギや鶏の飼育や野菜、米を作る体験を通して命あるものへの労り、命

あるものを大切にする環境を整える 

3 計画・ねらい 魅力を感じる環境作り 

実践予定内容 午前・午後、活動場所に関係なく、保育者は子どもたちが魅力を感じる

ような環境作りに努め、生きる力を育んでいく 
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 手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ピラミッドタイヤ 園庭 毎日（朝1番） 

2 木製ベンチ 園庭 毎日（朝1番） 

3 焚き火コーナー 園庭 毎日（朝1番） 

4 火起こし体験コーナー 田んぼ 毎日（朝1番） 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 年間計画に沿って、避難訓練、Twitterの書き込み 

2 実践予定内容 不審者訓練（年2回）不審者は職員がなり子どもたちに知らせていく 

3 実践予定内容 事故防止委員会を開き事故の検証と防止対策の話し合い 

4 実践予定内容 設備点検、自主点検（毎日行う） 

5 実践予定内容 インシデント、ヒヤリハットの検証、共有、再発防止策などの確認 

6 実践予定内容 法人内の事故発生記録簿の全職員回覧、再発防止策の話し合いをこまめに

行う 

7 実践予定内容 光化学スモッグの連絡が入り次第すぐに対応 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

地域に根ざした保育園として、地域の中高生の体験学習や、保育養成校の実習受け入れ、その他学

生ボランティアなどを積極的に受け入れていく 

 

1 実践予定内容 小学生、中学生との交流や職場体験受け入れ 

2 実践予定内容 実習生の積極的な受け入れ 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

スタッフ全員が経験年数に合わせた目標をそれぞれ設定する。研修等で学んだことを園内に展開でき

るスタッフ集団となる。 
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２０23年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 音楽・体育・のびのび教室

指導について  

③ 安心安全のための危機管理 

④ 虐待防止研修 

2023年チームワーク作り園での取り

組みについて怪我など危機管理研修 

5月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  接遇向上、連絡帳・タイ

ムラインの書き方 

言葉遣いや、電話の対応など具体的に

説明して理解を深める 

6月９日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  プールの安全・事故防止

（ロールプレイ） 

② 保育の環境の現状と見直し  

プールの安全、事故防止 

プールで使玩具制作 

7月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 不適切な行為・虐待につい

て 

③ 日々の保育についてエピソ

ードを用いて考える  

実例研究をしての勉強会 

8月4日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  気になる子について理解と     

  連携について 

各クラスの様子を共有しながら一人ひ

とりの思いを話し合う 

9月8日 18:00～20:00 ① コンピテンシー自己採点 インクルーシブ教育について 
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② 子どもの発達について学ぶ 

③ 保育の現状を振り返る 

10月13日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 就学前の保育について 

③ 安心安全のための危機意識 

④ 虐待防止研修 

 アプローチプログラムについて 

11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育の環境の現状と見直し 
 保育環境について 

12月8日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 内部監査について 
 内部監査勉強会 

1月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保育の振り返りと次年度の

方向性 

 保育所保育指針について（全学年） 

2月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 策定会議 
 来年度に向けて 

3月3日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議 
 来年度に向けて 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

自園以外の園を知る 

自分の園だけでなくどろんこ会グループの他園に行き、保育の様子や環境がどのようになっている

のかを知り、自園に良いところを持ち帰り、園・スタッフの思考に変化を加える。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域の方と触れ合い、思いやり、いたわりの気持ちを持ち、感謝の心を育む場所にする 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：上市場公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・近隣の老人施設との交流 

・地域の方々、祖父母の方々との交流 

・町内保育園との交流 

異年齢交流 ・大きな家で異年齢がまじりあい、兄弟のように過ごす 

・小学校、中学校、高校との交流 

地域拠点活動 青空保育、公開保育、職場体験の受け入れ、実習生 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

スムーズな就学を目的として情報交換や成長発達の様子をはじめ、子どもたちの姿の共有が出来で

きるようにしていく。小学校との交流の機会を多く取り入れられるように働かせていく 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月1日（土）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 
一宮小学校  

1年全クラス 
３８名予定 

小学校探検（一宮小

校庭） 
子ども間交流 

10月頃 
一宮小学校  

1年全クラス 
３８名予定 

一宮どろんこ保育園

（当園幼児保育室） 
子ども間交流 

2月頃 
一宮小学校  

1年全クラス 
３８名予定 

授業参観（一宮小教

室） 
スタッフ間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

要支援児だけでなく、気になる子として繰り返し園会議や共有の場で名前が挙がる児や保護者が支援

センターなどに相談に行っている児に対して個別支援計画を作成し、月１回の会議の際、情報を共有

し見直しする。 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：31名予定） 

・毎月一回開催（状況により回数が増える） 

・気になる子、問題を抱える子についてPDCA 

 

進級引継、および、小学校への引継 

・年度末、担任からの進級児について全スタッフ共有 

・小学校との引継ぎとして、小学校との面談、保育要録送付 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（金）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（水）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 
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ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：上市場公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年１０月１３日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１７時３０分 

自己評価終了予定時刻：１８時００分 

自己評価実施予定者：乳幼児担任、栄養士、各リーダー、主任 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 子どもと共に寄り添い、考え、導くことを大切にしていくスタッフ集団

をめざす 

振り返り スタッフ間のコミュニケーションが盛んになったことで、情報共有や課

題解決はスピード感を持って行えていた。子どもだけでなく、保護者と

のコミュニケーションも増えたが、一部のスタッフに留まってしまった

ところが課題。全スタッフが保護者とコミュニケーションを取れるよう

指導していく。 

 

 

当年度以降の3カ年計画はっていく 

2023年度 目指す姿 非認知能力を高め自尊心、自己肯定感、自立心、自制心、協調性、社交

性、道徳性、思いやりなど人と関わる能力が身につく保育実践 

重点施策 子どもを真ん中にした保育を目指し、保育者だけでなく保護者とも連携
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を図る。また、同時に地域にも発信をしていき、多方面・多くの人の協

力を得て保育を行う。 

2024年度 目指す姿 語れる保育士集団形成 

重点施策 園長大学®･保育士大学などの研修を積極的に受講し、その研修を他スタ

ッフにも展開し、保育の質向上に努める。自ら園の保育について語れる

よう他人に語る機会を多く創出する。 

2025年度 目指す姿 地域における自分たちの存在意義を強固なものにする 

重点施策 園の取り組みを全スタッフが把握し、語れる集団になるよう共通認識を

強く持つ。外部へ発信を積極的にしていくことで、保育所としての役割

を明確にする。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：一宮どろんこ保育園 施設長 末永 冨貴子 
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２０２３年度 郡山どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
郡山市は、福島県の中央に位置していることで交通の利便性が良く、住みやすさが県内1位ではある

が、未就学児が年々減少している状況である。その中で選ばれる園になるために、どのような取り組

みが必要になるのか模索し、以下のことに力を注ぎたいと考える。 

 

①子どもの「生きる力」を育む 

 日課・基本活動の意味を職員一人ひとりが理解し、一緒に取り組むことで子どもたちが楽しく感 

じ、主体的に活動できるようにしていく。また、子どもたちに経験してほしい活動を考え、必要な 

時間、場所などを確保しながら、心動かす取り組みを一緒にしていく。 

 

②食材・食の循環を知り、豊かにする 

 畑仕事を通しての種まき、育てる、収穫、いただくという体験の中での子どもの「気づき」に寄り

添い、「やってみたい」という気持ちを育む。また、命をいただく体験を通し、命の尊さと感謝の

気持ちを持ち、食の循環を知る。 

 

③共に育ち合う 

 子ども一人ひとりの育ちを把握し、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿に合わせた保育計画

を立て、就学に向け見通しを持った関わりをしていく。遊びを通して協力することや他者への思い

やり、諦めずに取り組むこと、挑戦することなどを育み、感情をコントロールする力を重視する。  

 職員は自己の弱み強みを把握し、成長のための目標を持ちながら学び続け、自らの保育力・にんげ

ん力の向上に努める。 

 

④気持ちの良い環境 

 整理・整頓・清潔・清掃を子どもと一緒に意識していくことで、気持ちよく過ごせる環境を整えて

いく。職員一人ひとりが意識し続け、主体的に動く姿を見せていくことで、子どもたちも動き出せ

るようにしていく。 

  

保育内容の充実・質の向上 

・一人ひとりの育ちや関わりをしていく中での変化などを日々の振り返りなどで共有し、様々な視点

からの子どものニーズを探っていく。その中で保育内容の見直しを繰り返し、季節や子どもの興味に

合わせた環境を構成し、育ちを見通した準備をしていく。 

・自らの弱み強みを把握し、自発的に学びの機会に参加していくことで保育の質の向上に努めてい

く。自らの学びをアウトプットしていく意識を持ち、園全体の質の向上に繋げていく。 

1 計画・ねらい 様々な視点から子どものニーズを探り、学年会議、フロア会議にて子ども

の興味・関心を話し合い、今後の保育環境を考える。 

実践予定内容 月曜日・・幼児  火曜日・・2歳児  水曜日・・1歳児 

木曜日・・0歳児  金曜日・・昼礼 

2 計画・ねらい 園長大学®保育士大学講座を視聴しながら、自分の強みを強化し、弱みを強

みに変えていく。 

実践予定内容 興味を持った講座から積極的に参加し、学びをアウトプットしていく。 
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すぐに保育に取り入れられることは保育に活かし、自分のものにしてい

く。 

3 計画・ねらい どろんこギャラリーを活用し、自らの気づき、子どもの育ちや心の動きを

読み取り、保育力を高める。 

実践予定内容 職員から発案されたどろんこギャラリー（玄関入口両脇の掲示）を活用

し、月に一度のペースで職員一人ひとりがポートフォリオを作成していく

ことを継続し、保護者への発信と自らの学びに繋げていく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

子どもを安心して預けられるように、保護者とのコミュニケーションを大切にし、保護者一人ひとり

の思いに寄り添い、ニーズに合わせた対応を心掛ける。そのために一人ひとりの家庭状況を把握し、

対応を合わせ丁寧に関わっていく。 

1 計画・ねらい 家庭での様子を把握し、園での様子や育ちを共有していくことで成長を共

に喜び合い、信頼関係を築く。 

実践予定内容 お迎え3分間対応・保護者懇談会・個別面談 

2 計画・ねらい 保護者の変化を読み取り、声掛けをして子育てなどでの不安や悩みを和ら

げていく。 

実践予定内容 保護者の思いに寄り添いながら子育てへの不安や悩み相談に応じ、子ども

の良さを伝えながら、今後の子育てについて一緒に考えていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

「ちきんえっぐ」の活動に関心を持ってもらい、子育て世代との交流を充実させ、地域子育ての拠点

としての役割を果たしていく。地域の方が参加できる園行事について発信し、地域交流を深める。 

1 計画・ねらい 「ちきんえっぐ」のおたよりを公共機関に配置し、興味を持ってもらい参

加人数を増やす。 

実践予定内容 自然学校、自然体験、芸術学校などの活動内容を具体的に発信する。 

2 計画・ねらい 地域参加の園行事を計画し、地域との交流を深める。 

実践予定内容 どろんこまつり・季節ごとのマルシェを計画し、公共機関にポスターなど

を掲示して知らせることで参加を促す。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

保育の中での気づきや思いを共有し、それぞれの保育感を話し合うことで、気づきの視点を育む。 

職員一人ひとりが自分の弱みと強みを理解した上で、補う努力と強化していくことを意識し、学び合

うことを継続していく。困りごとに直面した時には、解決方法や対応の仕方を一緒に考えてバックア

ップしていくことで、安心感を持って保育できるように配慮する。 

1 計画・ねらい 職員一人ひとりが目標を持ち、具体的な取り組みを明確にする。 

実践予定内容 普段のコミュニケーションの中で、職員の弱みや強みを抽出し合い、自己

の今後の目標を明確にして記録する。 

2 計画・ねらい 常日頃から園長大学®保育士大学の講座内容を確認することを意識し、興味

を持った講座を自ら視聴して学び続ける。 

実践予定内容 職員は情報を共有することで、仲間を巻き込みながら共に学び合う意識を
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持ち続ける。年に一度は自らの学びを園会議で発信していくことで学びを

自分のものにし、保育の質を高めていく。 

3 計画・ねらい 職員の自己肯定感を高め、チームとしての連携を大切にする。 

実践予定内容 職員は日頃の保育の中で、お互いの強みと感じることを伝え合い、それぞ

れの存在意義を確認することで自己肯定感を高める。 

施設長、主任は職員一人ひとりのモチベーションを探り、自分の気づきを

具体的に伝えることで信頼関係を築いていく。 

 

 

環境実施目標 

畑活動を子どもと一緒に取り組み、種まき、育てる、収穫、いただくという体験の中での子どもの

「気づき」に寄り添い、「なぜ？」「どうして？」「やってみたい」という気持ちを育む。 

命をいただく体験を通し、命の尊さと感謝の気持ちを持ち、食の循環を知る。 

1 計画・ねらい 魚の解体を経験することで、命をいただくことへの興味を持つ。 

実践予定内容 魚が生きるために必要なことは何かを気づき、食の循環に興味を持って、

自分たちも生きるために命をいただいていることを知る。 

2 計画・ねらい 毎日畑仕事に取り組み、その時に何が必要かを考える。 

実践予定内容 野菜の成長を見守り、畑の状態や季節によって何をしたら良いのかを考え

て取り組み、収穫する喜び、いただくことへの感謝の気持ちを持つ。 

 

 

大人も子どももわくわくする保育（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

子どもたちの活動の中での気づき、対話、試す、失敗などの学びのプロセスを大事にした保育を目指

す。子どもの興味・関心を丁寧に捉えて、大人が一緒に取り組みながら関わることで、保育が連続し

ていくことを実感する。 

1 計画・ねらい 日々の関わりから、子ども一人ひとりの興味・関心を探る。 

実践予定内容 日々の保育での振り返りをする中で、子どもの興味・関心を捉え、今後の

関わり方や保育準備をチームで探り、実践する。 

2 計画・ねらい 子どもの年齢に合った経験してほしい活動を用意する。 

実践予定内容 大人が用意しなければ経験できないことを理解し、経験できる場所、時間

を確保しながら、大人が一緒に取り組み心動かす。 

子ども一緒にTrial＆Errorを楽しみ、次の活動へ活かす。 

 

 

保護者との関わり（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

一人ひとりの家庭環境や事情を把握し、保護者の思いやニーズに合わせた丁寧な対応をしていく。 

いつでも相談できる、気軽に集えるなど、園が安心できる場として信頼関係を築いていく。 

1 計画・ねらい 保護者のニーズに合わせた丁寧な関わりをする。 

実践予定内容 子ども一人ひとりの家庭環境、事情を把握し、共有が必要と思われる内容

は職員間で共有し、対応を統一していく。 

2 計画・ねらい あたたかい雰囲気の中での保護者対応を心掛ける。 

実践予定内容 朝の受け入れ、お迎え時などは保護者の顔を見て笑顔で対応し、子どもの

育ちを丁寧に伝えることで信頼関係を築いていく。保護者一人ひとりが大

切にされていると実感できるように配慮する。 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 15人 15人 15人 15人 15人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 12人 看護師 0人 栄養士 2人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 
保育士 1人 保育補助 2人 調理 0人 事務 1人 

用務 1人 嘱託医  2人      

 

 

 

 運営方針 
 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 コンピテンシー・研修計画に基づき研修 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 危機管理・安全対策・研修 

ケース会議 随時 子どもの困りごとの明確化と対応 

学年会議 随時 月・ねらいの確認・子どもの様子報告等 

フロア会議 随時 フロアでの共有事項・連携確認 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 
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施設長会議 月1回 法人全体での課題解決・連絡 

施設長勉強会 月1回 意見交換をする中で学び合う 

食育会議 年4回 グループ全体で給食業務改善を目指し開催する 

保健会議 年4回 
グループ全体で園児健康管理業務改善を目指し、各園が園

会議で検討した事項をもとに開催する 

主任会議 月1回 
意見交換をする中で学び、主任としての立ち位置を確認し

ながら、自園の保育を振り返り活かす 

子育ての質を上げる会議 月1回 意見交換をする中で学び、明日への保育へ活かす 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 環境・衛生に関する事項の計画、実施 

安全対策係 けが防止・危機管理マニュアル参照・施設内の設備点検 

防火管理者 災害対策・避難訓練防災計画・自主点検 

食品衛生責任者 衛生点検・給食提供マニュアル参照・提供食材の衛生管理 

畑係 年間計画に基づく畑管理 

生き物係 ヤギの管理・環境整備 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 地域との交流を図り、郡山どろんこ保育園の保育の理解を深める 

クリスマスマルシェ 地域との交流を図り、郡山どろんこ保育園の保育の理解を深める 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・一人ひとりを愛情豊かに受容して生理的欲求を満たし、安心して過

ごせるようにする。 

・自分でしようとする気持ちを尊重し、温かく見守りながら応答的な
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関わりを大切にする。 

下半期 

0～1歳児 

・身近な人に親しみを持って接し、自分の感情を表現して受け止めて

もらう経験を通して、言葉の習得を促す。 

・身近な環境に興味や好奇心を持って関わり、感性を豊かにする。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・友だちと関わりながら集団的な遊びや協同的な活動が楽しめる場を

作り、協調性や自主性を育んでいく。 

・友だちとの関わりの中で、心を動かされるような体験を通し、思い

を伝え合うことの喜びを味わう。 

下半期 

2～5歳児 

・様々な体験を通し、試行錯誤しながらも諦めずに取り組み、達成感

を味わう。 

・友だちと共通の目的を見出し、工夫したり、協力したりすることの

大切さを経験する。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 なし 

 

 

年間行事計画 

・2023年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「2023年度

年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

・自然の風を感じ、縁側で気持ちよく食べることを大事にし、家庭的なあたたかい雰囲気の中で、友

だちや身近な大人と一緒に楽しく食べられるようにする。 

・「くう」「ねる」「あそぶ」のサイクルが整い、食への意欲が育つよう家庭と連携を取っていく。 

・命をいただいているという感謝の気持ちが持てるよう関わり、食べ物を大切にする姿を育む。 

・畑仕事を通しての野菜作り、加工体験、命あるものをいただく体験をすることで食への興味を持

ち、感謝の気持ちを育む。 

1 計画・ねらい 調えられた空間で心地よく食べられるよう連携する。 

実践予定内容 調理を担当する者は、子どもが「美味しそう」と思えるようなきれいな盛

り付けを心掛ける。 

職員が、食べ物への興味を誘う言葉を意識することで、子どもの食への関

心を育んでいく。 

2 計画・ねらい 体をたくさん動かして、お腹が空いて食に向かうリズムを大切にする。 
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実践予定内容 園では午前活動で体をたくさん動かすことを意識し、「あそぶ」「くう」 

「ねる」のリズムを整える。 

園での様子を家庭と共有し「あそぶ」「くう」「ねる」のサイクルの大切

さを伝えていく。 

3 計画・ねらい 食べ物の大切さ、命をいただいているということはどんなことかを子ども

と一緒に考える。 

実践予定内容 畑で野菜を育て、収穫したものをいただく体験を大切にし、食べ物への興

味を高める。 

魚を解体するなどの体験を通して、自分たちが命あるものをいただいて生

きていること、生き物の命の循環について考える機会を設ける。 

「いただきます」「ごちそうさま」の言葉の意味を伝え、感謝の気持ちを

育む。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導・手洗い指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

1月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

2月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･預かりなし 

ミリステープ･･･1名より預かり済み／与薬ポケットにて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在6名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については2023年3月に園内研修にて受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
ＡＥＤ設置なし 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 
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各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

安全で活動しやすい環境を整え、その中で一人ひとりが安心して過ごし、探索活動ができる場を大切

にする。子どもが安心して遊び込める場・空間・時間を保障し、子ども主体での活動を大事にしてい

く。 

保育室の整理整頓を心掛け、清掃・消毒・換気を丁寧に行うことで、安全に過ごせるようにする。 

1 計画・ねらい 職員同士で連携を取り、子どもの探索活動を見守る。 

実践予定内容 学年で区切ることなく、大きな家の一人として子どもの主体性を大事に

し、チームで見守り連携していく。 

2 計画・ねらい 環境構成では集団での空間、個の空間を大事にしながら構成していく。 

実践予定内容 遊びに応じて安心して遊び込めるような場を確保し、個の空間を確保す
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ることで、一人ひとりの活動を大事にする。 

3 計画・ねらい 整えられた空間で過ごし、子どもたちにも整える習慣が身につき安心し

て過ごす。 

実践予定内容 職員一人ひとりが整理整頓を心掛けることで、子どもたち自身が物を大

事にする気持ちを育む。 

清潔な場で過ごす心地良さを感じ、安心して過ごす。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 幼児フロア 月に1回 

2 木製スロープ 乳児室前の縁側 使用前に都度 

3 木製トンネル 乳児室 使用前に都度 

4 木製テーブル 幼児室 月に1回 

5 焚火ベンチ 園庭 月に1回 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 消防計画に基づき避難訓練を月1回実施。震度5以上の際は園が情報を発信

し、安否、施設状況、避難先を情報共有する体制をとる。また、帰宅困難

者対策を踏まえ、災難に備える。マニュアルの徹底。 

2 実践予定内容 事故防止チェックリスト年４回、設備点検年4回を行い、事故防止の徹底

を図る。またマニュアルにある園外保育、遊具等の保育士行動指針の徹底

を図る。 

3 実践予定内容 インシデント、ヒヤリハット報告の分析をする。 

職員間で状況を共有し、日々の保育の中で事故防止策を探る。 

4 実践予定内容 年２回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者侵入訓練を実施す

る。 

また訓練は避難訓練確保、不審者撃退、通報の訓練で職員全員を対象とす

る。 

5 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響・光化学スモッグ注意報を

把握し、発令があった場合は内容に合った看板、貼紙などを掲示する。そ

の際、園児・職員は室内で過ごす。 

6 実践予定内容 リスク管理委員会によるリスクマネジメントを周知、徹底する。 
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 実習生・中高生の受入 

・地域の中学校・高校の職場体験を受け入れ、地域に貢献していく。子どもとの触れ合いから様々な

ことを感じてもらえるようにする。 

・実習生を積極的に受け入れ、次世代の人材育成に力を入れていく。実習生が保育の仕事にやりがい

を見出し、希望が持てるよう丁寧に対応しながら取り組めるようにしていく。 

 

今年度方針・テーマ 

実習生を積極的に受け入れ、郡山どろんこ保育園の実習経験者から、どろんこ会への入社希望者を増

やしていく。 

1 実践予定内容 実習生と日々の丁寧な振り返りをする。その中で、実習生の気づきなど

を認め、自信に繋げていく。 

2 実践予定内容 コミュニケーションを取りながら、どろんこ会の保育へ興味を持っても

らう。 

3 実践予定内容 若手職員から、保育の楽しさが伝わるようなコミュニケーションの時間

を設ける。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
保育に携わる職員は、必要な知識や保育力を身につけ、質を高めていく必要がある。人権に配慮した

保育を行うためには、その倫理観や人間性も大事である。日々の保育の振り返りを習慣化し、今後の

保育に必要な環境を整えていく意識が求められる。 

 

専門性を高めるためのキャリアパス研修、外部研修、園長大学®保育士大学講座に積極的に参加し、

個々の学びを園内研修に繋げていくことで、保育の質向上を図る。研修や書籍で学んだことを共有す

ることで、自らの学びを確実なものにし、仲間と学び合う環境を作っていく。 

 

2023年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 
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開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  接遇・保護者対応 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

保護者対応で望まれること 

5月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  センス・オブ・ワンダー

の学び 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

センス・オブ・ワンダーから保育の 

原点に戻って学ぶ 

6月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びの安全管理 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

水遊びの危機管理の共通理解 

7月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  環境を考える 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

今の子どもの姿から考えられる環境

と今後必要と思われることを考える 

8月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  気になる子への関わり 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

子どもの発達を捉えての関わり 

小学校連携の仕方 

9月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  乳幼児期に育みたい力 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

幼児期の終わりまでに育ってほしい1

0の姿から考える 

10月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  小学校接続を考える 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

年度後半で出来ることを明確にする 

11月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  エピソード発表 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

子どもの心が動いた活動を捉え、エ

ピソードを発表し、掲示する 

12月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  感染症対策とロールプレ

イ 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

感染症の理解と対応の共有 

1月 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  今年度の振り返り 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

個人と学年、フロアでの振り返り 

次年度に活かす 

2月 18:00～21:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 策定会議1回目 

③  リスクマネジメント研修 

コンピテンシーの振り返り 

次年度の活動について 

3月 9:00～18:00 ①  コンピテンシー自己採点 コンピテンシーの振り返り 
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②  策定会議2回目 

③  リスクマネジメント研修 

次年度の活動内容決定 

園目標を基に子どもに必要な体験を

考える 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

2～3月実施の「外部研修受講アンケート」に基づき、施設長および運営部が推薦する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域に開かれた温かさが感じられる保育園であるために、子育て支援を行い子どもの健やかな成長を

保障できるように取り組む。 

地域の方が自由に園を利用していただきながら園運営の理解を深め、地域の方の見守っていただける

保育園となる。 
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具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：開成山公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人施設訪問（イルヴィラージュ） 

民話の語り部・読み聞かせ 

異年齢交流 青空保育・保育参加・体験活動参加・小学校交流 

地域拠点活動 保育体験・観劇・音楽鑑賞 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

就学を見据え、必要な経験や身につけておきたいことを把握するために、小学校見学や教職員の交流

を計画的に実施する。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を理解し、「5歳児と1年生の年

間連携計画」に沿った保育を逆算しながら展開していく。昨年度に引き続き、幼保小連携推進事業へ

積極的に参加し、他園や小学校との情報交換をすることで、就学を見据えて必要なことを考えてい

く。小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育所保育要録の送付、児童情報の申し送りや面

談を実施する。 

 

今年度方針・テーマ 

近隣小学校の情報を収集し、行事などへの参加または見学可能な活動へ積極的に働きかけていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 
開成小学校  

1年生 
30名予定 

運動会練習の見学 

（開成小校庭） 
子ども間交流 

6月頃 にこにこ子ども館 2名予定 幼保小連携推進事業 職員間交流 

7月頃 開成小学校職員 10名予定 情報交換 職員間交流 

9月頃 開成小学校 15名予定 授業参観 子ども・職員交流 

10月頃 にこにこ子ども館 ３名予定 幼保小連携推進事業 職員間交流 

1月頃 就学予定小学校  情報伝達 職員間交流 

2月頃 開成小学校 １５名予定 小学校見学 子ども間交流 

 

 



20221215版 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

要支援児がいる場合は、一人ひとりの様子に合わせて年間・半期ごとに計画を作成する。関わってい

く中でケース会議を行い、見直しをしながら丁寧な支援を考えていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 

要支援児の過ごす保育室によって、担任だけではなくチームとして話し合い、関わりを検討してい

く。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

今までの支援計画に基づく関わり、ケース会議の資料を使いながら丁寧な引継ぎを行う。 

小学校へは保育所保育児童要録の申し送りの他に細やかな面談を実施し、丁寧な引継ぎを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 

（月）～（土）9:30～16:30 

※新型コロナウイルス感染予防への対応は自治体の規定に準ず

る。 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（火）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：開成山公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 
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園による自己評価の実施 

2023年8月1日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：10時00分 

自己評価終了予定時刻：11時00分 

自己評価実施予定者：佐藤陽子、橋本久美 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
日課・基本活動の意味を理解して学びを深め、職員一人ひとりが楽しんで取り組む姿を見せること

で、子どもたちの意欲を高めていく。保育の中でのPDCAサイクルが身につくように子どもの姿を語れ

る場を意識して設け、チーム保育を確立していく。大人も子どもも生活の中でのTrial＆Errorを経験

し、気づきと学びを繰り返していくことで、それぞれの「にんげん力」を高めていく。 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 職員一人ひとりが、子ども自ら選択できる環境や関わりについて学び続

け、チームでの質の向上を目指す。子どもたちが安心して過ごし、他者

との関わりの中で協働、葛藤、達成感などが経験できる環境を整えてい

く。 

振り返り 自然に親しむ活動を意識して取り入れ、その中で子どもたちが気づいた

ことや疑問に思ったことに共感し、安心して過ごせる場を築いていた。 

子どもの「つぶやき」に耳を傾け、探求していくことを一緒に楽しみ取

り組む姿があったので、その事例を共有したり、認めたりし、職員間に

広め継続していきたい。 

環境の見直しは子どもの活動に合わせて臨機応変に対応している姿があ

った。日々整え、補充していくことが課題として残っているので、環境

設定の大切さを意識し、継続に繋げていく。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 子ども一人ひとりの「育ちの願い」を踏まえながら保育を計画し、大人

も子どももわくわくするような活動を実践していく。その中でTrial＆E

rrorを経験し、共に学び、共に育ち合うことを大切にする。 

重点施策 季節ごとや子どもの発達によって、子どもに経験してほしいことを明確

にし、職員間で思いを出し合うことで実践に繋げていく。 

そこでの気づきや学びを振り返り、次の活動へ活かしていくPDCAサイ

クルを意識する。 

2024年度 目指す姿 目の前の子どもたちに必要なことを常に話し合い、学んだことを活かし

共有することで、専門性の高い集団になっていく。 

地域に開かれた子育て支援を充実していく中で、どろんこ保育園での豊
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かな経験や子育てへの思いを発信し、知っていただく。 

重点施策 専門性を高めるために何が必要かを意識し、自身での学びに繋げてい

く。その学びを園内で共有していくことで、園全体の向上に繋げ、学び

への意欲を高めていく。 

地域子育て支援実施についての広報を強め、参加者を増やしていく。そ

の関わりの中で、自園で大事にしていることや年齢によっての私たちの

「育ちの願い」を伝えることで興味を持ってもらう。 

2025年度 目指す姿 目の前の子どもの姿から必要なことにすぐに対応し、子どもの願いを読

み取れる眼を確かなものにしていく。 

PDCAサイクルの意識が定着し、保育の提案をし合っている。 

重点施策 昨年と同じで良いという考えではなく、目の前の子どもたちに必要なこ

とや思いに気づく眼を養うために、職員間で気づきを共有して提案し続

ける。 

子どもの学びの姿を捉え、大人も共に学び続け、PDCAサイクルの意識

で保育を見直して対応する。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：郡山どろんこ保育園 施設長 佐藤 陽子 
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２０２３年度 学園の森どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
時代を先取りする技術が集約した、先進的な環境と緑が豊かな自立都市であるつくば市。 

つくばエクスプレス沿線の開発地区を中心に人口が増加し、保育需要は増大し続けている。家族形

態や就労状況の変容を背景に、保育へのニーズもますます多様化している。子ども・子育てを支え、

選ばれる園となるように保育の質の向上を目指す。 

 

保育理念  「にんげん力。育てます。」 

保育目標  「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

２０２３年度 施設運営方針 

① 学び直し、学び続ける園運営 

② 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

③ 小学1年生を見て知り、逆算した保育の遂行 

 

２０２３年度 園目標 「地域全体での大家族を目指す」 

 

２０２３年度運営方針から園で取り組み、実現したいこと 

① 子ども主体の保育 

 子どもたちの「やりたい！」をかなえる環境作りをする。子どもの興味関心を広げる環境作り

を追求することで主体的に遊びこめる環境を構成していく。子どもたちが保育園内を自由に行き

来し、異年齢同士の関わりを深め、遊びたい場所、遊びたい仲間を選び過ごす中で起こりうる

様々なTrial＆Errorの経験を保育者は上手に応援していく。 

 就学に向け、小学１年生の姿から逆算した子どもたちへの保育を考えていく。主体的な判断の

下に行動し、自立した人間となるように導く。 

② 心と体の健康のための持続可能な活動 

 畑仕事を通して食の循環・環境の意識を高める。日課として活動し、持続可能でより良い世界

を目指す。 

 お腹がすくリズムを持ち「食べたい時に 食べたい場所で 食べたいものを食べたい人と 食

べたいだけ食べる」の食育の充実を図る。 

 食事の重要性や楽しさ、食文化を理解し、命をいただくこと、感謝の心を育む。 

③ 家庭との連絡を密にして地域のつながりを深める 

 核家族化の進行や、地域の子育て力の低下により、多くの家庭で子育ての不安や負担、孤立感

が高まっている。積極的に子ども・職員たちが園外に出て、関心を持ってもらう機会を提供し、

子育ての意欲向上の一助となるように支援していく。 

④ 職員育成 

保育の基本から学び直し、一人ひとりの力を高めるとともに、学びや得意なことを仲間に伝

え、チームの中で発揮する。お互い刺激しあい、相手を知る中でチームとして、子ども主体の保

育へ取り組んでいく。 

園内、園外の研修に積極的に参加することにより学び直し、学び続ける集団となる。 
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保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもたちが安心して居心地良く過ごせる環境の中で、子どもとのやり取

りを丁寧に行う。 

実践予定内容 ・整理整頓、いつみても気持ちが良い空間作り 

・正しい言葉使い、丁寧な対応 

2 計画・ねらい 主体的に集中して遊びに取り組める保育の中で、自己選択を促しつつ、温

かく応答的に関わっていく。 

実践予定内容 ・子どもの姿を捉えた保育計画の構築 

・環境のローリングアップ 

・自分の言葉で気持を伝える 

3 計画・ねらい 職員一人ひとりが目的と意識を持ち、計画を実行・実践する 

 実践予定内容 ・日々の保育の振り返りを語り合う 

・保育計画検討委員会の継続 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 掃除が行き届き整理整頓された気持ちの良い園の環境を常に維持する 

実践予定内容 ・マンスリーコンシェルジュの継続 

2 計画・ねらい ポートフォリオやタイムラインなど園内での様子や成長が伝わる情報の発

信 

実践予定内容 ・ドキュメンテーション等の研修を深め、感動を与えられる発信を目指す 

・定期的な発表 

3 計画・ねらい 保護者からの発信を見逃さず、丁寧に受け止める 

実践予定内容 ・3分間対応の内容を深め、子育ての楽しさや成長を共に喜び合い、支援

につなげていく 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 地域すべての子育て家庭を対象とし、ちきんえっぐを拠点とした憩いの場

を提供する 

実践予定内容 ・子育て情報交換 

・楽しみにできる計画・企画 

・園活動への巻き込み 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 保育の基本を確認、保育者としての資質の向上を図る 

実践予定内容 ・保育所保育指針の学び 

2 計画・ねらい 園職員がそれぞれの専門力を高めるとともにチームとしての力を高めてい

く。 

実践予定内容 ・個人目標の設定 

・協力すれば達成できるチーム作り 

・グループに分かれてのテーマ探究 



20221215版 

3 計画・ねらい 積極的に研修に参加し、学び得たことを発信、実践につなげていき、参

加・協働型研修を目指す 

実践予定内容 ・頑張り見える化 

・できること勉強会担当制 

・こども環境管理士資格試験挑戦 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食の循環・環境への意識を育む 

実践予定内容 ・畑仕事で世話・収穫をしたものの加工 

・調理くずの有効活用 

・生き物の糞・資材等を堆肥化し循環 

2 計画・ねらい 木育を通じて環境保護・保全のための活動を実践する 

実践予定内容 ・どんぐり銀行（豊かな生活をつくるお手伝い） 

 

 

職員間の協力体制の確立（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 得意な分野を生かし、苦手な分野にチャレンジできるような職員同士の互

いに違った個性を尊重する体制作りをする 

実践予定内容 ・できること勉強会を計画実行する 

2 計画・ねらい 風通しの良い人間関係作りを心掛け、明るい園を目指す 

実践予定内容 ・「ありがとう」感謝の気持ちを伝える 

・「私がやります」自ら進んで取り組む姿勢をもつ 

・園全体の協力の輪をつなげていく。 

3 計画・ねらい チームの力、信頼関係を築くためのアクティビティの実施 

実践予定内容 ・園内研修時に簡単なゲームを行い、人とのかかわりを考える 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

15人 15人 15人 15人 15人 15人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分  
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 17人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 人 

パート 

スタッフ 
保育士 1人 補助 人 用務 1人 事務 1人 

        
嘱託医・歯

科医 
 2人 

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 児童処遇改善検討（個別ケース検討）、保育内容の充実を

図る検討、園として取り組むべき課題への研修 

給食運営会議 月1回 乳児の離乳食進行検討、乳幼児の喫食状況検討 

事故防止委員会 
月1回 事故報告書の分析、再発防止、ヒヤリハット、インシデン

トの報告 

ケース会議 月1回 特別配慮を要する子どもについて 

リーダー・クラス会議 
週1回 園長・主任・リーダーによる報告・連絡・検討 

保育の計画と振り返り、児童処遇検討 

乳児・幼児会議 
月2回 乳児クラス、幼児クラス対象に保育の計画と振り返り大型

行事の検討など 

週会議 週1回 全クラスを対象に報告・連絡、大型行事の検討など 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人本部よりの伝達事項、運営状況の報告、検討事項 

施設長勉強会 月1回 園運営に係る検討、各種マニュアルの改訂 

食育会議 年4回 給食提供および食育に係る検討、各種マニュアルの改訂 

保健会議 年4回 児童保健に係る検討、各種マニュアルの改訂 
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主任ミドル会議 月1回 園運営の核となるスキル向上、マネジメントに関わる会議 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上のためのテーマ別スキルアップ会議 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

児童保健衛生に係る身体測定・定期健康診断・歯科検診の実施と保護者

との連携、施設の清掃と衛生管理、衛生管理に係る消耗品および備品の

管理、感染症予防対策の管理点検 

安全対策係 

避難訓練及び消火訓練・防災自主点検の実施管理、消防署との連携窓口

業務、救命講習計画と実施、施設内外の設備点検および事故防止点検の

実施 

防火管理者 
施設の火元の管理、消防計画の作成と届出、防火・消火についての毎月1

回の職員訓練と日常的な啓蒙を行う 

食品衛生責任者 給食食材および提供食材の衛生管理と在庫状況の管理 

畑係 
畑状況の管理、道具類の維持補充、乳幼児や職員の畑活動の把握や課題

検討におけるイニシアチブをとる 

生き物係 
飼育動物の健康管理、動物小屋の維持管理、乳幼児や職員の生き物飼育

活動の把握や課題検討におけるイニシアチブをとる 

写真係 
園児の写真管理、販売用写真の選定、確認販売用および保存用写真の保

護管理・選定 

環境整備・備品係 園内外の環境整備状況の管理、備品の点検と補充 

地域係 地域住民や団体などへの対外的な窓口業務管理 

厚生係 職員厚生に係る業務 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者と協働的に準備・進行を行う 

運動会係 保護者と協働的に準備・進行を行う 

生活発表会係 保護者と協働的に準備・進行を行う 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・新しい環境の中で、ゆとりのある保育を心がけ、保育者の声のトーンや立ち

振る舞いなど落ち着いた雰囲気づくりに配慮する 

・安定して保育者の膝から離れ遊べるよう、一人ひとりを受容することで情

緒の安定を図り愛着関係を築いていく 

・子どもの興味・関心に寄り添った玩具の数に配慮し、心身ともに安定して

遊べる環境を整える 

下半期 

0～1歳児 

・探索活動を十分に尊重し、色々なものに触れたり試したり失敗した

りすることを大切に見守り、豊かな感性や意欲、創造性の芽生えを育

てる 

・応答的な関りを大切にしながら発語を促し情緒の安定を図る 

・散歩は極力バギーを使わず、ハイハイや歩ける範囲の活動を大切に

し、発達段階を踏まえて全身を誓って遊びこむ活動を十分に尊重す

る。登ったり下りたり段差等を自分の力でやり遂げながら確かな歩行

の獲得につなげていく 

・自分でやろうとする気持ちを大切にし、時間がかかっても自分で最

後まで頑張ろうとする思いに寄り添い、達成感を共感する 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・園生活に慣れ、毎日保育園に来ることに期待感を持って生活できる

ように配慮する 

・安心して夢中になって遊びこめる時間に十分配慮する。機会を排除

しすぎない保育を心かける 

・一人ひとりの興味・関心に即して遊びが広がるように環境を整える 

・動植物を飼育栽培したり、畑仕事をしたりすることで、考えたり調

べたりしながら、世話をすることの面白さや喜び、命の大切さを知る 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢ならではの子ども同士の関りを大切に見守り、小さい子の気

持ちに寄り添う優しさや、大きくなることへのあこがれをはぐくむ 

・戸外活動を通して自然の美しさや厳しさを感じ、成功体験や失敗体

験を繰り返しながら安全で健康に過ごす力を身に着ける 

・みんなと一緒にいることの心地よさがわかり、自分の気持ちに折り

合いをつけ見通しを持って生活する 

・心を動かす様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造

性の芽生えを培う 

・いつでもどこでも誰にでも自分から元気に挨拶ができる 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 
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運営委員会 年2回 なし 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 共に食べる楽しさ・心地よさを味わえる食事の場作りを大切にする 

実践予定内容 ・異年齢で一緒に食事をする 

・空腹感を感じて意欲的に食べる 

・保育者を含めての園側給食での共食を基本とし、楽しみを共に感じる 

2 計画・ねらい 自ら栽培、体験したものを食するという循環から、環境、命の大切さに気

付く 

実践予定内容 ・畑活動、堆肥作りを全スタッフと子どもが共に行う 

・行事食、伝統食作り・加工品作りを体験する 

・食と命のつながりの体験や知識を知る機会を提供する 

3 計画・ねらい さまざまな素材を楽しみながら、自分で意欲的に食べることを大切にする 

実践予定内容 ・手掴みたべを推奨 

・素材を味わえる状態で提供する 

・食べる機能の発達を捉えた援助を行う 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月）および、入園前 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導、手洗いうがい指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11月頃～4月頃…インフルエンザ 

12月頃～3月頃…胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･2名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

レボセチリン･･･2名より預かり済み／常温にて保管 
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アレロック･･･1名より預かり済み／常温にて保管 

ナウゼリン･･･2名より預かり済み／常温にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については3月23日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については6月24日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

職員へのAED操作の周知、5歳児対象に性教育指導 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年2回／6･11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 



20221215版 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが快適に過ごせるように環境を整える 

実践予定内容 ・温度・湿度・環境など適切に保ち、衛生管理に努める 

2 計画・ねらい 子どもが主体的に育つ環境を作る 

実践予定内容 ・環境改良委員会設置 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ひな壇 幼児室 毎日 

2 配膳台 幼児室 毎日 

3    

4    

5    

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 危機管理マニュアルに則り、消防訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自

衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続き・防災自主点検・

危機管理マニュアルの整備・自衛防災…危機管理マニュアルに則り、消防

訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資

格取得（継続）手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛

消防組織と安全対策係の設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には

対応フローチャートに従う。 

2 ケガ事故防止 危機管理マニュアルに則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの

実施、安全教育、ＳＩＤＳ防止策を行い、けが発生時には対応フローチャ

ートに従う。 

3 防犯 危機管理マニュアルに則り、不審者侵入訓練の実施、笛の携帯、代理送迎

者の把握、不審者情報の収集と共有を行い、不審者侵入時にはフローチャ

ートに従う。 

4 光化学スモッグ 危機管理マニュアルに則り、光化学スモッグの知識を身につけ、注意報発

令の把握を行いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対応および行政

連絡に従って対応する。 
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 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代育成の観点から、積極的に受け入れを行い、実習生や中高生の生徒の一人ひとりの様子に合わ

せて具体的かつ家庭的に援助・指導を行う。 

1 実践予定内容 保育養成校の実習 

2 実践予定内容 中高生の体験学習 

3 実践予定内容 一般ボランティア、各種学生の受け入れ 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月18日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック 

③ 子どもの権利 

④ グループワーク1 

・自己採点 

・人権について考える 

・子どもの権利条約の再確認 

・Ｇ1-意思疎通 

5月16日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② アレルギー児への対応 

③ 衛生管理 

④ グループワーク2 

・コンピテンシーの課題発表 

・アレルギーについて学び、アレ

ルギー児に対する配慮や、エピペ

ンの使い方を習得する 

・嘔吐処理、おむつ替えのマニュ

アル徹底 

・Ｇ2-コンセンサス型の話し合い 

6月13日 18:00～20:00 ①  コンピテンシー自己採点 ・コンピテンシーの課題発表 
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② リスクマネジメント 

③ ポートフォリオ入門編 

④ グループワーク3 

・戸外活動（園庭・散歩先・プー

ル）の役割分担 

・保育の場面を切り取る 

・Ｇ3-テーマを決めて 

7月11日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  環境について1 

③ 保育所保育指針1 

④ グループワーク4 

・ コンピテンシー課題への取組 

・室内環境の見直し 

・保育所保育指針を深堀する1 

・Ｇ4-リーダーシップとは 

8月8日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② さくらさくらんぼリズム 

③ グループワーク5 

・コンピテンシー課題への取組 

・さくらさくらんぼリズムの実技

の確認とともに、指導法のヒント

を探る 

・学びを大切にした保育を展開す

るために 

・Ｇ5- グループテーマ進捗 

9月12日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 社員全体研修視聴 

・コンピテンシー取組の結果 

・屋外環境の見直し 

・保育の見直し 

10月10日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保育所保育指針2 

③ 活動実践共有1 

④ エピソード研修1 

・コンピテンシー取組の結果 

・保育所保育指針を深堀する2 

・できること勉強会実践報告から

の共有 

・ポートフォリオの作成、個々へ

の理解を深める 

11月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② リスクマネジメント 

③ エピソード研修2 

・コンピテンシー目標再設定 

・感染症の理解・対応 

・ポートフォリオの作成、個々へ

の理解を深める 

12月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 活動実践共有2 

③ グループワーク6 

・コンピテンシー№4目標再設定 

・できること勉強会実践報告から

の共有 

・Ｇ6-グループテーマ発表 

1月16日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保育所保育指針3 

③ 活動実践共有3 

・コンピテンシー「これが一番」

発表 

・保育所保育指針を深堀する3 

・保育計画検討委員会報告 

2月 18:00～20:00 
① 今年度の振り返り 

② 次年度の目標決め 
策定会議1 行事について 

3月 18:00～20:00 ① 次年度に向けて 策定会議2 
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キックオフ 

 

茨城エリア合同研修 

（つくばどろんこ保育園・万博公園どろんこ保育園・学園の森どろんこ保育園・守谷どろんこ保育

園・香取台どろんこ保育園・アイビー保育園・ほしのこ保育園・おひさま保育室）が参加予定 

 

開催日 開催時刻 名称・テーマ 会場 総予算 
按分 

予算 

6月17日

(土) 

9:00～1

2:00 

救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

6月24日

(土) 

9:00～1

2:00 

救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

保育課程における園目標の「人との関わりの中で健やかに育つ」にある通り、積極的に園外に出か

け、近隣住民や身近な人と様々な関わりを経験し、地域に愛されるよう計画し実践する。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：グランデ広場にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 乳幼児の様子に合わせ、高齢者福祉施設や近隣住民、子育て支援セ

ンター来所利用親子との交流を計画し、日常の保育活動の中で積極

的に交流を行う。 

小中高生の職場体験や幅広い年齢層のボランティア受け入れを随時

行う。 

異年齢交流 主に3～5歳児は日常的に異年齢保育を行い、生活の中での関わり合

いが深められるよう工夫する。 

0～2歳児は子どもの様子に応じて異年齢で過ごせる機会を設け、幼

児や様々な人との関わりが充実するよう配慮する。 

学園の森義務教育小学校訪問（近隣小学校）他園交流 異年齢保育 

地域拠点活動 園児保護者の保育参加の随時受け入れ、保護者との協同によるどろ

んこ祭りの開催を行う。 

ちきんえっぐにて園庭開放や給食体験など地域の方に利用していた

だくイベントを実施する。 

また、子育て相談の対応や子育てサークルの支援を行う。 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

以下計画について、小学校と相談・協議をより開始する。 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 
春日学園・学園の森義務 

教育学校区 
2名予定 幼保小連携年間計画 職員間交流 
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6月頃 学園の森義務教育学校 2名予定 
授業参観（1年生教

室） 
職員間交流 

8月頃 学園の森義務教育学校 6名予定 保育参観 職員間交流 

10月頃 学園の森義務教育学校 20名予定 運動会招待見学 子ども間交流 

2月頃 学園の森義務教育学校 20名予定 登校路安全教室 子ども間交流 

2月頃 つくば市 1名予定 

幼児教育と小学校の

連携・接続のための

研修会（ z o o m 参

加） 

職員間交流 

3月頃 学園の森義務教育学校 2名予定 

学級編成資料・自動

要録提出、引き継ぎ

面談 

職員間交流 

年間 学園の森義務教育学校  毎月の学校通信掲示 
職員間交流 

保護者支援 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

・個別支援計画を作成し日常的に保護者と話して相互理解を図り、子どもの発達状況について職員間

で情報を共有し、認識の相違をなくすように努める。 

・集団保育の中で馴染みにくい子どもには、他児との集団の中で育ち合い社会で生きていく手立てを

支援するようにする 

 

 

毎月のケース会議開催 

・４～３月に計１２回開催予定 参加者：園会議参加者 

・医療機関や専門機関による療育方針・方法を知る。 

・担当者会議も必要に応じて行い、全体周知していく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

看護師や担当保育者へ丁寧な引継ぎを行う。小学校へは必要な場合保護者の同意を得て、教育委員

会への相談を行い、安心して通える状況を構築する。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（火）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：グランデ広場にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年３月14日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１２時００分 

自己評価実施予定者：施設長及び当日出勤の全職員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 学びあう風土作り、学びの見える化 

・各委員会・勉強会等のグループ、担当者を中心に園内研修内での発表

の機会を設ける。 

・ポートフォリオ等から子どもを見つめる感性を磨き、学びを支えてい

く。 
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振り返り 園内研修の場でグループワークの時間を設け、自分を含めメンバーの存

在を尊重できるチームつくりのヒントを学んできた。概念をくずし、柔

軟なものの見方、考え方ができるようにし、コミュニケーションを深め

るワークを重ねた。 

園長大学®・保育士大学、様々な講習を受け、その努力を『まなびの

樹』に茂っていく葉として見える化して頑張りを認めてきた。リーダー

たちにはそれぞれの役割を与え、テーマに沿って学び、発表の機会を設

けた。 

園会議の後半には、それぞれの学びをアウトプットできる時間を多く設

けることにより、誰もが発表の機会をもち、責任を持ち、真剣に取り組

むことができた。 

様々な学び、経験を保育への目を向ける糧としてきた。 

次年度も継続した学び、学び直しと専門職としての資質向上に努めてい

く。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 心を動かされる体験を通し、主体的・対話的な学びの実現を目指し、楽

しいがたくさんある毎日にする。 

子ども、それを取り巻くみんなが笑顔にあふれ、共に子育てを楽しむ。

子ども主体的な保育の定着 

重点施策 ・保育者の課題、園の課題を自ら見つけ出す 

・課題達成のための取り組みを考える 

・自園の強みを発揮できる保育計画 

・チームの力で子どもを育む 

2024年度 目指す姿 自分で考え、行動できる子どもたち・職員を目指す 

リーダー層の自立 

重点施策 ・保育の現場から発信する力をつける 

・保護者・地域、周りを巻き込む活動を計画し実施する 

2025年度 目指す姿 地域全体で一体感を持ち、学園の森どろんこ保育園を築いていく。 

重点施策 ・垣根のない社会作り、自園の保育が地域の中で注目され、インクルーシブ

を実践する。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：学園の森どろんこ保育園 施設長 根本 美佳 
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２０２３年度 中里どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

■保育理念 「にんげん力。育てます。」 

■保育方針 「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

 どろんこ会グループの法人理念に則り、子どもを中心にスタッフ・保護者・地域が参画し協同的に

共に育つことで地域に根付いていく。清瀬市の自然に恵まれた環境を活かし、「にんげん力」に必要

な遊びや野外体験を通じ、成功体験や失敗体験を経験する。そのなかで、他者との気持ちのぶつかり

合いや折り合いをつけ、試行錯誤する体験を積み重ねていく。やってみたいことの実現や思い通りに

ならないことを経験し、目の前に壁が立ちはだかったときに自分で考え判断し、行動して切り抜けて

いく力を身につける。また、次世代に向け質の高いコミュニケーション力が必要となる。自分を知っ

て、相手を理解しようとすることで、ぶつかり合い、頼り合い、助け合いながら人との繋がりを深め

ていく。 

 多様性のある不透明な現代社会において、突然の事象にも柔軟に対応できる能力、すなわち「生き

抜く力」を培っていく。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

原点回帰２年目となり、まずは基本的な日課活動を改めて定着させる。全スタッフが日課の必要性

を理解し、子どもたちに取り組んでいる背中を見せていく。 

ゾーン保育・指示をしない保育・継続性のある保育を意識し実践する。 

子どもも大人も主体的に生活することで、非認知能力を育み「にんげん力」を向上していく。 

1 計画・ねらい 日課活動の充実を図る 

実践予定内容 日課活動が定着・充実することで、情緒の安定を図る 

安心した環境のもと、自分自身を最大限に表現し試行錯誤のなかに成功体

験を積み重ねることで、自己肯定感を高めていく。健康な心を軸に健康な

体をつくりあげていく 

2 計画・ねらい 見守る・継続する保育の実践 

実践予定内容 指示をするのではなく、子ども自身が考え判断し、行動する機会を保証で

きるような見守る保育を実践していく 

「今日の遊びが明日もできる」というような期待をもって、子どもが登園

できるよう保育計画をたてていく 

振り返りを重ねることで、次の保育計画につなげていく 

結果、子どもたちの情緒が安定し、健康な心と体が保障されていく 

3 計画・ねらい 異年齢・インクルーシブ保育の確立 

実践予定内容 年齢の違う子ども同士、障害の有無に関係なく共に遊び、共に労働し生活

できる環境を構築する 

年齢ではなく発達段階によって、子どもの意思で行先や活動を選択できる

ゾーン保育の確立を目指す 

きちんとした計画のもと個々の関わりを充実させることで、インクルーシ
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ブ保育を確立する（発達支援に関する園内研修を、1回以上実施） 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

笑顔で保護者様を送り出し迎え入れ、信頼関係を深める。保育園に安心して通っていただくために

も、疑問や不安を汲みとり、すばやく解決へ導いていく。 

 自園が目指す保育・子どもの成長発達を理解していただけるよう、保育の可視化を図る。ポートフ

ォリオ・ドキュメンテーションをもとに、お迎えラッシュ時にもお待たせした気持ちにならないよう

工夫する。お迎え時の対応・個人面談・保育参加を通じ、子どもの成長を共有し見守ることで保育者

も保護者も共に育ちあう。 

1 計画・ねらい 保護者様の心に入り込んだ接遇 

実践予定内容 受け入れ・お迎え伝達時のコミュニケーションを豊かにとり、子どもたち

の様子が手にとるように伝わる伝達を心がける 

スタッフ誰もが対応に気遣いとおもてなしの気持ちをもって接する 

接遇について園内研修を実施（5月） 

2 計画・ねらい 利用者様に選ばれる施設になる 

実践予定内容 保育園見学対応を主任・リーダー層も柔軟に対応し、保育園の良さを最大

限にお伝えできるようにしていく 

前年度よりも入園第一希望者数の増加を目指す 

保育の可視化を図り、保育園での様子を透明化する 

3 計画・ねらい いつ見ても気持ちが良い施設になる 

実践予定内容 日常的な清掃に力を入れ、常に一定の清潔を保つ 

不要なものが明確になってきたため、計画的に断捨離を実施する 

 

 

地域の子育て支援事業 

毎月一度の青空保育を行い、地域の方々にも参加していただくことで子育てのネットワークを広げ

る。ちきんえっぐ（自然食堂・自然学校・芸術学校・寺親屋）への参加率を向上させることで、地域

に開かれた保育施設を目指す。清瀬市の子育て拠点となるよう、積極的に見学や子育て相談を受け入

れ、地域の子育て世帯が集いやすい保育園となる。 

1 計画・ねらい 地域に根付く活動の充実 

実践予定内容 清瀬市の地域事業を活用し、地域の方にも保育園へ足を運んでもらえる機

会を積極的に設けていく 

清瀬市のボランティア団体が運営している川を守る会や自然を守る会と連

携し、自然を中心とした保育活動を取り入れることで地域に根付く 

2 計画・ねらい 地域に開かれた施設の確立を目指す 

実践予定内容 保護者様・地域へ向けて、ブログ等を活用することで保育や子どもたちや

保育の様子を分かりやすくお伝えする 

また、自園の強みや特徴を活かした内容を心がける 

3 計画・ねらい ちきんえっぐ参加率の向上を図る 

実践予定内容 ちきんえっぐ（自然食堂・自然学校・芸術学校・寺親屋）や園庭開放など

のお知らせを前年度よりも増加することで、中里どろんこ保育園を知って

いただく機会を増やしていく 
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次世代を担うスタッフ育成  

施設長・主任をはじめ、リーダースタッフが中心となり園内研修を率先して行う。 

子どもたちの前月の姿をもとに翌月の個人計画をたてることで、更に個々の発達にあった関わりがで

きるよう、リーダースタッフが他スタッフへ指導していく。 

 

1 計画・ねらい 保育の質の向上 

実践予定内容 園長大学®・保育士大学からスタッフ自身が研修を選びとり、常に学びの向

上を目指す 

身近なスタッフが園内研修を行うことで、相乗効果を期待する 

清瀬エリア全体でも学びを深めることで、どこの園に行っても質の高い保

育を継続していく 

2 計画・ねらい 多様性を認めるスタッフ集団 

実践予定内容 子どもも大人も関係なく、自身を知り、相手を理解しようとすることで自

分自身の価値観にとらわれず自分と相手を認めていく土台を構築していく 

これを確立することにより、建設的な話し合いやコミュニケーションのも

と、情緒の安定を図る（離職防止） 

3 計画・ねらい 基本的な接遇マナーを身につける 

実践予定内容 保護者対応のみならず、電話対応や来訪者に向けた基本的な接遇技術を身

につける 

全スタッフが突然の来訪にも対応できるよう、自信をつけていく 

 

 

環境実施目標 

清瀬市の豊かな自然を最大限に保育へとりいれ、四季折々を感じられる環境を設けていく。 

自然物を通して遊ぶことで、子どもたちが実際に直接体験できることを期待する。 

また、人的環境の構築にも力を入れ、心の安全基地となれるようスタッフ各々が意識する。 

 

1 

計画・ねらい 環境の充実 

実践予定内容 室内外の物的環境・保育者の保育技術を磨くことで人的環境の充実を図る 

定期的に環境構成を見直しする（6月・9月・12月・3月） 

園長大学®・保育士大学などを利用し学びを深めることで、自分自身の保育

に向き合い、実践と振り返りを繰り返すことで、人的環境を豊かにする 

2 計画・ねらい 自然に特化した遊びの体験を実施 

実践予定内容 春は桜並木を眺めて歩き、夏は柳瀬川での川遊び体験をすることで楽しさ

やリスクを学び、秋は枯れ葉や木の実などを収集・制作・遊びへ活かし、

冬は霜柱を踏みしめたり池の水が凍ったりしている変化に気付くなど、季

節によって変化する環境を直接体験する 

 

 

就学に向けての取り組み 

小学校との連携をとり、実現可能な小学校接続計画を作成する。特にアプローチカリキュラム作成に

力を入れることで、スムーズな進級を目指す。小学１年生の授業を見学することで、より具体的な内

容とする。 

1 計画・ねらい 小学1年生の授業を見学する 
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実践予定内容 近隣の小学校へ行き、1年生の授業を見学することで年長児の卒園後の姿

を知るところから始める 

それをもとに、担当スタッフやリーダースタッフは保育計画をたて、より

具体的なアプローチカリキュラムを作成する 

2 計画・ねらい 子どもたちの小学校見学2回以上の実施 

実践予定内容 通学路の危険個所の確認や、実際に校内を見学することで小学校生活での

期待やイメージを膨らませる 

但し、新型コロナウイルスの感染拡大状況を見て、実施期間を判断する 

 

 

命の大切さを知る教育 

 法人としての性教育は年長5歳児が対象であるが、中里どろんこ保育園では3歳児・4歳児から性教

育を実施する。自分の体のプライベートゾーンを知ることで自己防衛意識を高めると共に、命の大切

さについて触れる。一人ひとりの存在自体に価値・意義があり、人生のなかで何か大きな壁が立ちは

だかっても決して命を捨てる選択をしないということを分かりやすく伝える。 

 また、自身の命だけでなく「命をいただく」ということを直接体験する。魚の解体ショーをはじめ

とし、鶏を捌いて食べる体験を通して、命の大切さを知る。 

1 計画・ねらい 年齢に合わせた性教育の実施（3・4歳児） 

実践予定内容 3・4歳児に向けた性教育内容を設定する 

命の大切さを知ると共に、相手への触れ方による快と不快の感じ方を知

り、人との距離感を知ることでコミュニケーション能力を培う 

2 計画・ねらい 誕生したことの尊さを再確認できる機会を設ける 

実践予定内容 5歳児における性教育では、法人指定の教材をもとに実施する 

胎動に似せた布製の袋を作成し、もう一度誕生の場面を再現することで、

この世に生まれた不思議さや尊さを疑似体験する 

3 計画・ねらい 鶏を捌いて食べ、命のありがたみを知る 

実践予定内容 実際に飼育している鶏を目の前で捌いて食べるところまで体験すること

で、「命をいただく」ことの本当の意味を知る 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 16人 18人 20人 20人 20人 100人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   
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スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 13人 看護師 1人 栄養士 4人   

パート 

スタッフ 
保育士 1人 事務 1人 用務 1人 補助 1人 

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 

月1回120分 コンピテンシー実施、重要事項の共有 

スタッフによる園内研修 

危機管理等におけるロールプレイングの実施 

給食運営会議 

月1回 子どもの喫食状況の確認、離乳食の進捗確認 

アレルギー児の進捗確認 

食事マナー教室の実施内容の確認、その他必要事項の共有 

事故防止委員会 
月1回 自園のインシデント・ヒヤリハットを元に考察を行い、対

策や起こり得るリスクを検討する 

ケース会議 月1回 対象園児の情報共有、課題検討、その後の様子を振り返り 

乳児・幼児会議 

リーダー会議 

各月2回 議案検討、保育運営確認、他会議内容の共有 

（清瀬エリアでのリーダー会を1回以上実施） 

清瀬エリア保健会議 
年4回 各園の情報共有、課題抽出、質疑応答 

保健指導の進捗確認 

有志エリア調理会議 
月1回 各園の情報共有、課題抽出、質疑応答 

食事マナー教室、食育活動の進捗確認 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
運営本部より必要事項の共有、議案検討、意見交換 

コンピテンシー実施、各課による課題内容の実施 

施設長勉強会 月1回 
法人内研修、スタッフ育成・保育の質の向上を目的とした

ディスカッション、課題における取組共有、活動成果発表 
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食育会議 年4回 議案検討、他園事例紹介、意見交換、成果発表 

保健会議 年4回 議案検討、他園事例紹介、意見交換、成果発表 

主任会議 年4回 

主任会議委員による課内研修、スタッフ育成・保育の質の

向上を目的としたディスカッション、課題における取組共

有、活動成果発表 

子育ての質を上げる会議 月1回 

子育ての質を上げる会議委員による課内研修、スタッフ育

成・保育の質の向上を目的としたディスカッション、課題

における取組共有、活動成果発表 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
園全体の衛生管理、感染症予防対策の実施、園児・スタッフの体調管理

や自治体報告 等 

安全対策係 園内安全管理、ハザードマップ作成・見直し、近隣情報収集 等 

防火管理者 消防計画作成、避難訓練計画作成、定期点検の実施 等 

食品衛生責任者 食品取扱内容の確認、食育活動の衛生管理 等 

畑係 畑の年間計画に沿った作物の、種まきから収穫管理 

生き物係 生き物の状態管理、飼育管理・指導 等 

誕生日会 誕生日カード作成、各担当配布振り分け 等 

青空保育 年間計画作成、実施サポート 等 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこサポーターズ窓口 どろんこサポーターズ主催の行事の協賛 

おやじの会窓口 おやじの会主催の行事や活動の協賛 

 

 

 

 保育方針 
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基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・愛着関係を育み、様々な行動や欲求に適切に応え、特定の保育者と情

緒の安定を図る 

・自主的な探索活動体験を保障し、様々な感覚を養う 

下半期 

0～1歳児 

・身近な人や物との関わりをもち感性を豊かにする 

・自分でしようとしている気持ちを尊重し、見守ることで自我が 

芽生え育つ 

・表現する力の基礎を養う 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・日々の生活や遊びの中で生活習慣が身に付き、ルールの定着を目指す 

・身近な人や物との関わりを広げ、様々な事象に出会うなかで失敗と挑

戦を繰り返す（感情コントロールエラーの体験） 

・友だち同士の関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現し 

伝えあう心地よさを感じる 

・遊びの継続性を目指し、可視化を取り入れることで子ども自らが 

自主的に遊びを展開していける環境を整える 

下半期 

2～5歳児 

・相手の話をよく聞き、自分の思いや要求を言葉や行動で表現し 

通じ合う心地よさを感じる 

・身近な人や物との関わりを広げ、様々な事象に出会うなかで失敗と 

挑戦を繰り返す（感情コントロールエラーの体験） 

・遊びに熱中し研究を繰り返すことで、達成感や充実感を味わう 

・保育所保育指針「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に向かって

いくよう意識した保育を行う 

・遊びの継続性が定着し、日々の充実感を高める 

・子ども自らが遊びを考え、展開し、日常に新たな遊びのゾーンが生ま

れている 

保育参加 4～3月 ・希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い 

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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給食・食育運営方針 

 

役職関係なく、全スタッフが子どもと一緒に食事をする（新型コロナウイルス感染症状況を加味す

る）。 

好きな人と好きな場所で好きなだけ食事をすることを基本とし、子どもが自分たちで盛付・配膳して

食べる。また、できない子にはできる子が手伝うなど、異年齢保育を活かす。身近な人と一緒に食べ

る楽しさを味わい、食の話題が盛んに出る子どもを目指す 

1 計画・ねらい 素材の味を活かし、大きな食材にかぶりつくことで噛む力を養う 

実践予定内容 離乳期から大きめの食材にかぶりつくことで、自分の一口量を知る 

よく噛むことで、咀嚼力の発達を促す 

2 計画・ねらい 素材を加工し、食の循環を知る 

実践予定内容 子ども自らが育てた野菜や、園庭に実る果物を食育活動に取り入れる 

加工することで新たな発見に触れ、食への興味を高める 

3 計画・ねらい 空腹のリズムがもてる子どもの姿を目指す 

実践予定内容 空腹を感じられるよう、「散歩9時出発」を定着させ日中の活動を十分に

行う 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

手洗い・うがい指導 

トイレの使い方指導 

歯磨き指導 

3・4歳 性教育（体の大切さを知る） 

5歳    性教育（体と命の大切さを知る） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～9月頃･･･胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、溶連菌 

12月～2月頃･･･ノロウイルス、ロタウイルス 

1月～2月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

抗アレルギー薬･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員4名については4月30日までに受講予定 
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AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員5名については8月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

感染予防のため、保育室内外の衛生管理に努める 

年2回の清瀬市保健会議にて近隣園、地域での感染症流行状況を把握

し、感染拡大防止対策をとる 

感染症対策として予防接種状況を把握し、保護者に対し年齢に応じた

計画的予防接種をすすめていく 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う 

消毒・喚起を徹底する 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

（0歳児のみ 年12回実施） 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 
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利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

 子どもの興味関心がどこに向いているのかを保育者が感じ取り、子ども自らが遊びを展開したくな

るようなゾーンを設置することで遊びを豊かにしていく。また、子ども同士で遊びの共有できるよう

な関わり方を意識する。遊びの継続性では、「今日の遊びの続きが明日もできる」という期待をもっ

て保育園に登園できるよう、環境の構成を行う。スタッフが子どもと遊び込むということを意識し、

ルールのある遊びができる環境を強化する。 

1 計画・ねらい 充実した室内環境の定着 

実践予定内容 子どもの興味関心がどこに向いているかをよく観察し、定期的に室内環

境の見直しを図る（年4回6月・9月・12月・3月） 

2 計画・ねらい どろんこ遊び場の充実 

実践予定内容 定期的に土を足し、水の運びやすい導線を確保する 

鍋やスコップなど見立て遊びができる道具・環境を充実させる 

3 計画・ねらい 継続性のある遊びの充実 

実践予定内容 室内外共に続きの遊びができる環境を構築する 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 すべり台 グラウンド 毎日 

2 タイヤの築山 グラウンド 毎日 

3 鉄棒（大・小） グラウンド 使用都度 

4 レゴブロック作業台 幼児室 毎日 

5 作業台2つ 幼児室 毎日 

6 ままごと化粧台 幼児室 毎日 

7 オオムラサキ飼育小屋 グラウンド 侵入都度 

8 絵本コーナーテーブル 幼児室 毎日 

9 外用ままごとテーブル2台 グラウンド 毎日 

10 生き物コーナー台2つ 幼児室 毎日 

11 荷物かけ2台 玄関 毎日 

12 ベンチ3台 グラウンド 毎日 

13 お茶用の台 グラウンド 毎日 
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14 一本橋 倉庫収納（幼児室） 使用都度 

15 遊び〇✕ボード 幼児室 毎日 

16 鶏小屋 グラウンド 毎日 

17 ホワイトボード 幼児室 毎日 

18 外用玩具棚 グラウンド 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 防災…危機管理マニュアルNO.3の災害対策（P6～）に則り、消防訓練・

避難訓練・避難訓練再開通知・自衛消防訓練通知・普通救急救命資格取得

（継続）手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備。自衛消防組

織と安全対策係の設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フ

ローチャートに従う 

2 実践予定内容 ケガ事故防止…危機管理マニュアルNO.3（P8～）のケガ事故防止策・安

全点検と保全、事故防止チェック及び設備点検チェックの実施、安全教

育、SIDS防止策を行いケガ発生時には対応フローチャートに従う 

3 実践予定内容 不審者対策…危機管理マニュアルNO.3の不審者対策（P14）に則り、不審

者侵入訓練・笛の携帯・代理の送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を

行いながら、不審者侵入時には対応フローチャートに従う 

4 実践予定内容 光化学スモッグ…危機管理マニュアルNO.3の光化学スモッグ対策（P15

～）に則り、知識を身につけ、注意発令の把握を行いながら、発生時には

光化学スモッグ発生時対応及び清瀬市緊急連絡網に沿って情報を流す 

5 実践予定内容 自園のヒヤリハット、インシデントをもとに検証・対策を積み重ね、怪我

に対する危機管理をもって保育にあたる 

子どもの視覚から、遊びや生活の危険を伝えられる可視化を強化する 

6 実践予定内容 園での安全指導内容を保護者懇談会にて共有していく 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

今年度方針・テーマ 

実習生を積極的に受け入れ、次世代の保育人材育成をしていくために、一人ひとりの様子に合わせ

た具体的な援助・指導を行う。実習指導のみにとどまらず、就職相談から人生相談など幅広く寄り添

い、社会福祉法人どろんこ会の人材魅力も伝えていく。 

1 実践予定内容 実習生が展開したい保育活動の実現に向けて、リーダーが直接フォロー

していく 

2 実践予定内容 当法人の魅力が伝わるよう、丁寧な実習の振り返りを実施する 

3 実践予定内容 小中高生のボランティアを積極的に受け入れ、地域に根付く 
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 スタッフ育成と研修計画 

 スタッフ一人ひとりの経験年数や能力に合わせた自己目標（MBO目標）を設定し、半期ごとに振り

返りを行う。目標達成に向けた保育内容や取り組みを実践し、振り返り、新たな課題を見出すことを

基本とし、保育に対して達成感や充実感を味わっていく。 

 施設長⇒主任⇒リーダー⇒スタッフへと流れるように情報を伝達していくことで組織を確立させ、

リーダーによるスタッフ育成を目指す。上長面談制度を取り入れ、より身近なリーダー職と話しをす

ることで本音を伝えあい、より絆の深いチームを築いていく。また、コミュニケーションを密にと

り、一つの保育チームとして関係を築くことで、スタッフ同士の人間性の質を高めていく。 

 保育園全体の質を上げていくためにも園内研修の充実を図ることで、目の前の子どもたちの姿を共

通理解し、同僚と話し合い、自らの保育を振り返りながら実践していく。 

 

 

２０23年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月7日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  リスク管理研修 

・自園の子どもの姿から危険を予測す

る 

・虐待防止、リスク回避の方法を探る 

5月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  接遇マナー研修 

・接遇の基本を学ぶ 

・気持ちの良い対応を考える 

6月7日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育計画のたてかた 

・保育計画のねらい・内容のたて方を

学び、充実した省察へつなげる 

7月5日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  水辺の危機管理研修 

・水辺の事故を起こさないためにでき

る基礎知識を学ぶ 

・リスクと楽しさを知り、実践につな

げる 
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8月2日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者支援とは 

・保護者との信頼関係の築き方 

・保護者ニーズを探る 

9月6日 18:00～20:00 
➀ コンピテンシー自己採点 

② 命をいただく 

・鶏を捌くことについて考える 

 

10月4日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  虐待の定義とは 

・法人としての虐待とは 

・自身の保育を振り返る 

11月1日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境設定研修 

・子どもにとってどのような環境が必

要か具体的に考える 

・室内外の環境の断捨離を実施する 

12月6日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもへの向き合い方 

・子どもを肯定的に捉えるとは 

・否定しないという本当の意味を理解

する 

1月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  小1を知る 

・小学校の見学を実施してみて、就学

に向けてアプローチカリキュラムの強

化を図る 

2月7日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  第一回策定会議 

・次年度の事業計画に向けた目標設定 

・チーム保育研修 

3月6日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  第二回策定会議 

・年間行事計画の作成 

・畝づくり研修 

 

エリア研修予算内訳（4園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 4園で按分した自園負担額 

10月頃 

保育士大学・園長大

学の研修をもとに、

清瀬エリアで学びを

深める 

0円 

講師代 

（交通費含む） 
0円 

0円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる
１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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会議） 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

スタッフ全員が一つの保育チームとなり、互いを育成し合う 

細やかなコミュニケーションをとることで相互理解を図り、頼り頼られる関係性を築く。この土台

があることで、スタッフ同士が一丸となり互いの保育を確認し合い、伝え合うことで保育の質を高め

られるチームとなる。また、自分の強みと弱みを認めることで、相手の強みと弱みを認めることがで

きるようになる。いかに自己開示をしていけるかに焦点を当て、自信をもって保育をしていける人間

性を養う。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域の方との交流を盛んに行うことで、子育て支援に力を入れた拠点となるよう以下計画を実施す

る。また、計画以外にも散歩先ですれ違った全ての方との挨拶をはじめ、交流を深めることで中里ど

ろんこ保育園を開けた施設にしていく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：伊藤記念公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 社会福祉法人東京聖労院「清雅苑」に月1回訪問し、交流を図る 

歌や手あそびの披露など、普段関わりが少ない世代とのやりとりを

楽しむ 
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異年齢交流 近隣の小学校・保育園などと交流できる機会を設けていく 

また、同系列保育園との交流会を定常化し、小中高生のボランティ

ア受け入れも積極的に行う 

地域拠点活動 どろんこ祭り、運動会、生活発表会に地域の方を招き、保育園を地

域に開いていく 

ちきんえっぐへの参加呼び込みを強化し活性化することで、子育て

相談のしやすい地域拠点を目指す 

銭湯でお風呂の日 月1回 東久留米市「みどり湯」にて実施〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

小学校接続連携計画・アプローチカリキュラムを近隣小学校と密に相談し計画をたてることで、在

園のうちから小学校への見通しをもって生活していく。卒園児がいる小学校へ積極的に出向くこと

で、進学への不安を取り除き期待を高める。 

自園スタッフと小学校の担当教員合同で交流する機会を設け、保育所保育指針第1章4の（２）に記

載のある「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を元に研修を行う。普段の授業内容や活動内容を

振り返り、共有し合うことでスタッフの保育の質を高めると共に小学校との相互作用が生まれる。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を3月7日（火）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

9月頃 
清瀬小学校  

1年生 
20名予定 学校見学（清瀬小校庭） 子ども間交流 

11月頃 
清瀬第八小学校  

1年生 
20名予定 

ドッジボール大会 

（清瀬第八小校庭） 
子ども間交流 

1月頃 
清瀬市 

保・幼・小接続研修 
30名予定 

コミュニティプラザ 

ひまわり 
スタッフ間交流 

2月頃 
清瀬第八小学校 

1年生 
20名予定 小学校へご招待 子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
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個別支援計画の作成・見直し 

 清瀬市発達支援センターとことこ、清瀬市子育て支援課と連携を図り、スタッフ間で相談しながら

計画を立てる。また、写真記録を用いて対象児を多面的に捉えることで、保育者は子どもの姿を見て

決めつけた判断をしないよう視野を広げる。清瀬市発達支援センターとことこへ通っている児童がい

る場合は定期的に行っている能力検査の結果をもとに計画をたて、専門的に近い活動や生活を保育に

取り込んでいく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：●名予定） 

ケース会議のなかで、計画をたて、振り返り、課題抽出を行う。撮りためた写真記録を元に、対象

児の成長点や近況の様子を共有し、次月の計画に取り入れることで個々にあった課題を見出す。ま

た、対象児への関わりをスタッフが統一することで、子どもにとって戸惑いなく心地よい関係性を築

いていく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

年1回開催される保・幼・小連携合同研修に参加し、園での取り組みや情報の共有を行う。就学前健康

診断前後には対象小学校と密に連絡をとり、必要に応じて共有会議を開く。場合によっては、担当教

諭の方に来ていただき、園での生活の様子を見て頂く。 

 保護者の方にはその都度近況を共有していくことで連携を密にとり、育児や就学相談を積極的に受

け入れていく。 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
どちらか月1回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：伊藤記念公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
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福祉サービス第三者評価の受審 

 

2023年度受審予定 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年５月３１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時３０分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、保育士リーダー、看護師、事務 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・子どもの興味関心がどこに向いているかをよく観察し、定期的に室内

外の環境の見直しを図る 

・危険を可視化することで、危機管理能力を育む 

・どろんこサポーターズ・おやじの会と共同し、保護者参加行事を豊か

にすることで、新たな行事提案が出やすい環境を構築する 

・地域の方を巻き込み、清瀬市の事業に積極的に参加する 

・保育士リーダー自らが判断し、決定していく機会を増やす 

振り返り ・定期的な屋内環境の見直しが実現した 

・時期によっては遊びの継続性が見られたが、滞ることもあった 

・子どもたちの危険行為が減少し、教え合う姿も見られるようになった 

・初めておやじの会による懇談会を実施した 

・保育士リーダーが中心となり保育をすすめてきたことで、現場目線の

運営ができるようになった 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 （子ども） 

基本的な日課活動を中心に、安心して保育園で過ごす 

各々が自発的に遊びを発展させ、遊びの環境を構築していく 

相手の話に耳を傾け、折り合いをつけながら子ども同士で問題を解決し

ている 

自らが危険を察知し、ケガをしない体づくりをする 
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（保護者・地域） 

どろんこサポーターズ・おやじの会を中心とした保育の充実を図る 

様々な行事企画をもとに、地域から保育園へ足を運んでいただく 

（スタッフ） 

日課の活動の意味を全職スタッフ理解し、一つひとつ丁寧に取り組む 

小学1年生の授業を見学し、より具体的な接続計画をたてられるよう土

台をつくる 

清瀬市内同法人4園の交流を通して、学びを深め合う 

重点施策 ・保育者が仲介しすぎず、子ども同士で話し合いができるよう見守る 

・日課を常に意識し、当たり前になるよう根付かせる 

・危険に気付き、保育者に伝えられるよう可視化のポイントを増やす 

・どろんこサポーターズ・おやじの会による行事参加を2回以上実施す

る 

・日課の必要性を園内研修にて学び、意味のある日常をつくりあげる 

2024年度 目指す姿 （子ども） 

中里どろんこ保育園での遊びや生活のルールを、子どもから子どもへと

伝承することができる 

また、日課活動を年上児から年下児へ伝えることができる 

地域や他園の子どもたちと交流を重ね、自然を通した体験遊びを通して

関わりを深める 

（保護者・地域） 

保護者参加型行事・保護者参加率30％、地域からの行事参加率20％向

上を目指す 

ちきんえっぐが地域に根付き、ひと月に3組以上の来訪が確立する 

（スタッフ） 

日課活動を定着・充実することで、子どもの個々の変化を敏感に感じ取

り、それを基に保育計画や個人の計画をたてることができる 

小学校接続計画をもとに、逆算したアプローチカリキュラムが展開され

ている 

アプローチカリキュラムに向けた乳幼児保育が、計画的に成されている 

リーダー層を中心に個々のスタッフが、それぞれの得意分野を活かした

園内研修を開催することができる 

重点施策 ・年上児が年下児へ遊びや生活のルールを伝えられる機会を設ける 

・他園の子どもたちがくる公園先へ積極的に出向き、交流を重ねる 

・ちきんえっぐの広報を、散歩先にて1組以上に宣伝する 

・計画の立て方をリーダースタッフが指導する 

・アプローチカリキュラムが計画の中に、常に練り込まれている 

・全スタッフが園内研修に携わる機会を設ける 

2025年度 目指す姿 （子ども） 

子ども自らが遊びや生活のルールを作り上げ、保育園生活を築いている 

その基盤が、年下児にも定着している 

日課活動をもとに保育園生活における情緒が安定し、継続性のある遊び

が常に展開されている 

また、地域や他園の子どもたちとも続きのある遊びが展開されている 

（保護者・地域） 
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深く地域に根付くため、清瀬市の他保育施設と合同で青空保育等を展開

し、合同保育を実現する 

地域で子育てを共にしていく者として、保育運営を共同で進め、保育内

容の充実を図る 

（スタッフ） 

スタッフ自らが必要なことを学びとり、実践と振り返りを繰り返すこと

で、常に保育の質が向上していく仕組みができている 

清瀬市内同法人4園の合同研修をもとに交流を深め、リーダー層スタッ

フがどの園に行っても良い視点を見つけ、助言ができる 

園内だけでなく合同研修の場においても講師ができる（2人以上） 

重点施策 ・子どもが発案した遊びやルールが採用され構築するよう、保育者が柔

軟に保育に取り入れる 

・遊びに継続性がもてるよう、屋内外共にゾーンの確保を常に行う 

・散歩先では、他園の子どもたちと次の遊びの約束ができるよう計画す

る 

・他園との青空保育の合同実施を打ち合わせ、1回以上実施する 

・清瀬市のボランティア活動への参加が定着するよう、計画的に交流す

る 

・スタッフの学びを、月に1回以上共有する 

・エリアで一つの大きな保育ができるよう、リーダースタッフが積極的

に園を行き来する 

・清瀬エリアでの合同研修において、2人以上講師を経験する 

 

 

以上 

 

 

 

         作成日：２０２３年３月１５日  作成者：中里どろんこ保育園 施設長 小川 愛 
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２０２３年度 春日どろんこ保育園 事業計画書 
 

 基本方針 
 

■保育理念：「にんげん力、育てます。」 

■保育方針：「センス･オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

これまでの春日どろんこ保育園にて、２０２１年度はＴｒｉａｌ＆Ｅｒｒｏｒをチームで楽しむこ

と、２０２２年度は保育方針の共通理解と業務の仕組みづくりの推進に注力してきた。２０２３年度

はチーム春日として子ども中心の保育と業務が円滑に回る組織文化をより強化し「春日どろんこ保育

園らしさ」を更に追及していく。 

 

【目指す子どもの姿】 

・子どもの発達を個々に捉え、発達と個性と意思に沿った遊びに没頭する中で、子どもが生きる力を

伸ばせている。 

 

【目指す保育者の姿】 

・保育内容：子どもの発達を元に物事を決める文化となる。 

・園の雰囲気：リーダーのもとで誰しもが意見をしやすい雰囲気を文化にする。 

・職員の業務：園の業務が仕組化され人に依存しない体制となる。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 個々の子どもの発達を職員が理解し把握する。 

実践予定内容 子どもの発達に関する知識や観察するポイントの研修を適宜行う。 

子どもの姿が深く理解されるための情報共有を実践する。 

2 計画・ねらい 子どもが自発性を持って日々の日課や活動に参加し、体験を自分なりに表

現する。 

実践予定内容 発達と個性と意思に合った日課や遊びを実現できるように物的環境と人的

環境を設定する。 

3 計画・ねらい 子どもが多様な人と関わり、協働して遊びが展開される。 

実践予定内容 大人が黒子の役割であることを認識し、子ども同士が一緒に遊ぶケースを

作る。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者一人ひとりの気持ちに寄り添い、家庭と保育園の両方で子どもが健

全に保育をされる。 

実践予定内容 保護者が気持ちよく子どもを迎えられるお迎え対応、方針を共有できる保

護者懇談会、保護者が気持ちを話せる保護者面談など。 

2 計画・ねらい ５S（整理整頓清掃清潔しつけ）を徹底した保育園となり来訪される保護

者様が心地よく感じる。 

実践予定内容 整理：要不要の区別 整頓：場所を決める 清掃：整った状態であること

を点検する 清潔：きれいな状態を保つ しつけ：習慣化する 

3 計画・ねらい 子どもが成長している姿が多様なメディアツールで共有される。 
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実践予定内容 タイムライン、おたより、掲示物、写真販売、外部発信ツールなど。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域子育てセンター「ちきんえっぐ」を拠点とし、地域に開かれた子育て

相談の場所として役割を全うする。 

実践予定内容 一時保育の受入れ、園庭開放、子育て相談と講話、イベント、子育て講

座、育児相談会など。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 全職員が「心理的安全性」を大切にし、職員間の言葉遣いや立ち居振る舞

いに気を遣い、お互いに思いやりを持って気持ちよく働ける環境を作る。 

実践予定内容 自己肯定感を高め自己開示の研修、他者との関係を作る研修を行う。 

2 計画・ねらい 全職員が保育のプロとして自覚を持ち、自分の知識をより深める。またそ

れを実行に移す。 

実践予定内容 子どもの発達に関する知識を深める研修、発達理論と実践をつなげる研

修、若手勉強会、ケース会議など。 

3 計画・ねらい リーダーはスタッフの声を拾い上げ課題を設定し、保育の質の担保と園務

分掌の仕組みづくりを行う。 

実践予定内容 目標設定を職員自ら行い、達成のために園長・主任・リーダーと主に課題

を遂行する。 

園運営における課題設定、業務の仕組みづくりなど。 

4 計画・ねらい 心地よい園を作る 

実践予定内容 ５Sを徹底する。整理：要不要の区別 整頓：場所を決める 清掃：きれ

いな状態であることを点検する 清潔：きれいな状態を保つ しつけ：習

慣化する 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 持続し循環する環境を知る（SDGｓ） 

実践予定内容 食物→廃棄物→土→食材の循環を知る仕組みを作る 

2 計画・ねらい 食べたい料理の原材料を育てる 

実践予定内容 食べたい料理の素材を自ら育て、生活と生産の循環を体験する。 

 

 

チーム春日どろんことしての組織文化の確立 

1 計画・ねらい 個々の職員の考え方、気持ち、知識、知恵を合わせ、組織の強みとする。 

実践予定内容 職員のいいところと得意分野を共有する場、個人の強みに併せた園務分

掌。 

2 計画・ねらい まずはやってみる。改善していく。 

実践予定内容 周りを巻き込みスモールスタートを実践、改善をして品質を上げていく。 
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 施設運営  
 

施設情報 
児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 24人 24人 30人 30人 30人 150人 

 

 

開所時間 
７時００分～２０時００分 

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 22人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 1人 補助 0人 調理 1人 事務 1人 

用務 1人 嘱託医  2人     

 

 

 

 運営方針 
 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 
保育の振り返り、及び、次月に向けての意見交換 

研修報告、保育の質を上げる園内研修 

給食運営会議 月1回 
喫食状況報告、アレルギー児確認・対応、食育計画確認、

食事提供の改善ディスカッション 

事故防止委員会 月1回 
ヒヤリハット・インシデント・事故報告の共有と注意喚

起、必要な事案を検討し日々の保育に活かす 

ケース会議 月１回 
発達に特性がある子どもについての情報共有、支援計画の

振り返り 

週案会議 週１回 各クラスの保育計画の全体統合 

週会議 週１回 各クラスの情報共有、行事の検討 
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クラス会議 週１回 保育の計画と振り返り、子どもの姿の共有 

リーダー会議 月１回 園全体の関わるクラスを横断する議題の意思決定 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人内統一の議案共有・意見交換、運営状況報告 

施設長勉強会 月1回 保育における共通テーマについての検討・意見交換 

食育会議 年4回 自演の取り組み成果発表 

保健会議 年4回 献立内容の改善・提案、食育計画進捗状況報告 

主任・ミドルリーダー会

議 
月１回 

主任・ミドルリーダーにおける共通テーマについての検

討・意見交換 

子育ての質を上げる会議 月1回 子どもの発達についての検討・意見交換 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
清掃指導と衛生管理、感染症予防・拡大防止策の実施、園児の健康管理

と保護者への発信 

安全対策係 
避難訓練・消火訓練・不審者侵入訓練の実施、設備点検・事故防止点検

の実施、ハザードマップの見直しと更新 

防火管理者 
消防計画を作成し、これに基づいて消火・通報および避難訓練を定期的

に実施 

食品衛生責任者 食材発注および給食提供食材の衛生管理と在庫管理 

畑・田んぼ係 畑・田んぼの計画・管理、用具類の管理および補充 

生き物係 生き物の世話の計画・管理 

写真係 写真チェック・販売申請、卒園アルバム作成 

保育環境整備係 子どもが遊び込める室内・園庭環境整備、提案、実施 

備品発注係 消耗品・事務用品・保育材料の購入、管理 
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行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭係 祭りの企画・運営、地域への広報 

地域交流係 異世代交流、地域行事参加等の窓口業管理 

子育て支援係 ちきんえっぐの活動計画、実施 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 上半期 

0～2歳児 

ゆったりとした関わりの中で、子ども一人ひとりの気持ちや意欲を尊

重し、健やかな発達を促がす 

下半期 

0～1歳児 

安心できる大人との関わりの中で、人に対する信頼感、愛着関係を形

成し、自己肯定感をはぐくむ 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

個々の発達を把握し「見守る保育」を実践する中で、子どもが自らや

ってみたいと思えるような環境を整え、遊びによる満足感や充実感を

得られる保育を行う 

下半期 

2～5歳児 

好きな遊びを見つけ、戸外や室内で友だちを意識して遊ぶ 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

随時、希望する保護者に対し実施 

「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご意

見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 
・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 
どろんこ会グループ・春日どろんこ保育園の食育方針は（１）調理員・保育士・施設長はこどもと

一緒に食べる （２）噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する （３）子どもが自分たちで

盛付・配膳して食べる である。以上を基本として下記方針を職員全員で行う。 
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1 計画・ねらい 五感を使える体験を行い多様な味覚を育て、子どもも大人も心身ともに豊

かになる。 

実践予定内容 堆肥作り、畑仕事、日々の味見体験、出汁比べなどの行事。 

2 計画・ねらい 持続可能な食環境を子どもが考えられる機会を作る。 

実践予定内容 自分の食を知る：食べこぼしの認知、残食糧の可視化、バイキングにて自

分が食べきれる量の把握。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（4月・10月） 

歯科検診 年2回（6月・12月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導､手洗いうがい指導､咳エチケット 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～8月頃･･･手足口病、プール熱 

12～2月頃･･･溶連菌、インフルエンザ、感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み/事務所冷蔵庫にて保管 

抗アレルギー薬･･･3名より預かり済み/事務所冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在27名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員4名については6月30日までに受講予定 

AEDを使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在20名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員4名については6月30日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年6回/5･7･9･11･1･3月の25日 

事故防止チェック 年4回/4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 
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不審者侵入訓練 年2回/6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回/5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表/毎日 毎日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表/毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿/毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認/保険証期限確認 

年2回/4･10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回/4･10月 

歯科健診 年2回/6月･12月 

運営管理 児童・保護者の人権と虐待

に関するチェックと研修 

年2回/4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 整理整頓・清掃・衛生管理 

実践予定内容 ５Sを知る研修。理想状態を作り共通認識を作ること、日々確認するべき

ことを徹底することをリーダーと共に確認を行う。 

2 計画・ねらい 室内環境・屋外環境 

実践予定内容 物的環境と自然環境を子どもの発達に併せて適宜更新していく。 

室内では子どもの発達に合わせて一人ひとりできる環境を作る。 

屋外では子どもが自分の好きなことを徹底するために火水土など十分な

素材を用意する。また園庭に樹木を多く植え日陰をたくさん作り居心地

のよい空間を作る。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 
手作り遊具・家具一覧 

no 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 おままごと台 園庭 毎日 

2 ベンチテーブル 園庭 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 防災対策 危機管理マニュアルの災害対策に則り、月1回の避難訓練を行い火災・地

震の避難方法を確認。（6月･11月は消防署と連携をした総合訓練を行う）

災害緊急時にはアプリを使って園児情報を発信する。 

2 事故防止 危機管理マニュアルのケガ事故の防止策に則り、ケガ発生時には対応フロ

ーチャートに従う。ハザードマップを作成・半年に1度更新し、ケガや事

故防止に努めていく。毎月の事故防止委員会で事故記録簿・インシデン

ト・ヒヤリハット報告書の共有・分析、防止策を検討し再発防止に努め

る。 

3 防犯対策 警察と協力し年2回不審者侵入訓練を実施し、不審者侵入時にはフローチ

ャートに従う。日々の生活の中でも常に不審者を意識することが大切であ

り、散歩時における対応も意識統一しておく。 

4 光化学スモッグ 

pm2.5 

危機管理マニュアルの光化学スモック対策に則り、光化学スモック・pm2.

5の知識を身につけ、注意報発令の把握をしながら発生時には、光化学ス

モック発生時対応および行政連絡に従い対応する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 
・基本方針 

実習生や中高生の職場体験・交流などの受け入れは、次世代育成・地域貢献のため積極に行い、実習

生や生徒の一人ひとりの様子に合わせて保育・子育てで大切なこと、大事にして欲しいことなどを具

体的に理解し易いように伝え、援助や指導を行う。 

・配慮点 

実習生には保育の楽しさや魅力を熟練度に沿って伝えるように配慮し、次世代を担う実習生にとって

保育の魅力を感じてもらえるようにする。 

1 実習生 近隣養成学校より受入れ予定。 

2 中高生 春日東中学校１年生他を受入れ予定。 

3 実践予定内容 保育体験、保育実習、記録の記入方法、子どもとの接し方の指導 など 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO3自己

採点 

②安全管理・危機管理 

ハザードマップの改訂と 

安全管理と危機管理の研修を行う。 

5月26日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO4自己

採点 

②子どもの発達と保育記録

の書き方 

 子どもの発達を知りどのように記録

に残すかを再考する。 

6月23日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO3自己

採点 

②水遊びの危機管理 

水に纏わる事故予防を行う。 

7月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO4自己

採点 

②子どもの権利条約と保育

所保育指針の接続 

 法人の理念も保育所保育指針も含

め、世界基準で守るべき子どもの姿

を共通で理解する。 

8月25日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO3自己

採点 

②異年齢保育の真髄を知る 

異年齢保育の核となる考え方を復習

しクラス間で目指すところを共有す

る。 

9月22日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO4自己

採点 

②半期総括：個人とチーム

で振り返る 

 個人でできたこととチームでできた

ことを半期で振り返り、職員の自己

肯定感と後期の課題設定を行う。 

10月27日 18:00～20:00 ①コンピテンシーNO3自己 年初に行った危機管理の見直しを行
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採点 

②危機管理見直し 

う。 

11月17日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO4自己

採点 

②環境の発展 

子どもが遊びに集中する要素を学

び、目の前の子どもの発達段階を見

極め適切なコーナーを作る。 

12月22日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO3自己

採点 

②子どもの発達：進級と個

人とチーム 

 発達には個人差があること、また学

年ではなく発達が一つの目安である

ことを知りチームに生かす。 

1月26日 18:00～20:00 

①コンピテンシーNO4自己

採点 

②一年総括：翌年度に向け

て 

 個人とチームで一年の総括を行う。

翌年度の計画に生かせる振り返りを

し、翌年度の飛躍を狙う。 

2月16日 18:00～21:00 ①策定会議１  翌年度の方針を全員が理解する。 

3月3日 9:00～18:00 ①策定会議２ 翌年度の行事を全員が理解する。 

 

 

外部研修への出席 
２～３月実施の「外部研修受講アンケート」に基づき、施設長および運営部が推薦する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

施設長勉強会 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

子育てスキル講座

研修 
別紙、「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施予定（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育
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成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

若手勉強会 
毎月第４火曜日の１４：００～１４：３０に、３年目までの職員を対象に月に１回勉強会を開催す

る。テーマは若手に身に付けてほしい項目に特化し知識の増補と振り返りの時間を作る。研修の担当

は４年目以降の職員が担当する。 

 

 

中堅勉強会 
 ３か月に１度、木曜日の１４：００～１４：３０に、中堅の職員を対象に人を育てていく方針と具

体的な方法を学ぶ勉強会を開催する。テーマは育成について幅広く設定する。職員の育成状況の確

認、指導方針の統一、心理的安全性の構築方法、ファシリテーションの方法など。講師は園長、主

任、ミドルリーダーが行う。 

 

 

リーダー会 
 毎月第２火曜日の１４：００～１４：３０に、各クラスのリーダーを対象にクラス間の進むべき方

向を共有し視座を合わせる。またリーダーとは何か、その立ち居振る舞いを確実に身に付け実行する

ための研修も同時に行う。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 
積極的に園外に出かけ、地域の人々と様々な関わりを経験し、また、地域からも関心を持ってもら

える発信をもとに地域との関わりを深めていける計画を実施する。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：春日市ふれあい文化公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人施設訪問､中高校生の職場体験学習の受入れ 

地域の方･園開放利用の親子との交流 

異年齢交流 他園交流､小中学校生徒の交流 

地域拠点活動 一時保育･ちきんえっぐ･地域行事への参加 

銭湯でお風呂の日 なし 
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 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 
以下の計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。メインは大谷小学校と交流を図

り、他小学校とも連携を進めいていく。スムーズな就学を目的とし、情報交換や発達・成長の様子を

はじめ、子どもの姿を共有できるように働きかけていく。 

 

 

具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を４月１８日（金）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 春日市立大谷小学校 4名予定 
小学校との連携を確

立する 
職員間交流 

7月頃 春日市立大谷小学校 30名予定 
小学校の校舎を見よ

う 
子ども間交流 

11月頃 
春日市立大谷小学校 

1年生 
30名予定 

授業参観 

（春日小教室） 
子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 
支援が必要な子どもについては個別に保育計画を作成。家庭や連携機関と情報交換を密にして一人

ひとりに応じた保育を行い、自らの育つ力を伸ばしていけるように支援し丁寧に関わる。 

 

 

毎月のケース会議開催 
（４～３月に計１２回開催予定 参加者：20名予定） 

毎月１回 年間計１２回開催予定。日々変化していく子どもの様子を記録し職員全員での共通理解を

図る。どの職員でも同じ対応で関わる。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 
特に幼児クラスにおいては、就学を見据え必要に応じて関係機関との連携を図っていく。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 

（月）～（土）9:30～16:30 

新型コロナウイルス感染拡大防止について、解放中止については

春日市と本部の方針に従う。 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月1回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：ふれあい文化公園 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 
受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 
２０２３年９月までに「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室担当者、施設長、主任、保育士 

 

 

利用者アンケートの実施 
施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 業務における課題設定と仕組みづくりをリーダー中心に行う 

子ども中心で考え環境づくりを当たり前に行う文化の深掘りを行う 

振り返り 業務の課題設定は完全にできてはいないが、目標までのステップを細か
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く刻み自発的に判断して動ける職員が増えたことは評価に値する。 

また子どもが自発性をもって動くことが重要であること、そのために子

どもがやりたいことを聞き待てる職員が増えたことは春日どろんこ保育

園の文化づくりに寄与したため評価できる。翌年度は子どもの発達によ

り深く沿った保育を展開したい。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 

（開園6年

目） 

目指す姿 保育の共通理解と業務の仕組みづくりによる「春日らしさ」を追及す

る。 

【子ども】職員が子どもの発達を個々に捉え、発達と個性と意思に沿っ

た遊びに没頭する中で、子どもが生きる力を伸ばせている。 

大人が決めない子ども中心の保育のイメージが共通理解されている。

【保育者】リーダーのもとで心理的安全性を大切にしたコミュニケーシ

ョンができている。リーダーのもとで園の業務が仕組化されている。 

重点施策 業務の仕組みづくりと心理的安全性がリーダー中心に行われる 

子ども中心が当たり前に行われる保育文化を定着させる 

2024年度 

（開園7年

目） 

目指す姿 業務の仕組み改善と基盤となる保育文化の完成 

【子ども】子どもの発達と感情に寄り添う人的環境のもと、自己決定が

尊重され自己肯定感が満たされている。 

【保育者】保育の方針がチーム間で共通で理解され春日どろんこ保育園

の基盤となり業務が適切に行われている。また子どもも大人もどんどん

挑戦できる雰囲気となっている。 

重点施策 業務の細分化と仕組みづくり、またその確認。 

保育の知識と保育方針の共通理解を行う場作り。 

2025年度 

（開園8年

目） 

目指す姿 基盤を元にした発展とリーダー意識 

【子ども】子どもの発達に沿った適切な環境が整っており、子ども自身

で考え行動している。また自分に自信を持てることでお互いのことを思

いやることが文化になっている。 

【保育者】業務の仕組みが整い改善されている。またそのための諫言が

できている。目指す保育の姿が共通理解されている中で、職員は自ら考

え最善の行動を選択している。またお互いのことを尊重しながら穏やか

な言葉遣いでチームが機能している。 

重点施策 子ども観の共有と議論をする場作り。 

業務における仕組みの改善。 

諫言できる雰囲気づくり。 

 

以上 

 

作成日：2023年3月15日  作成者：春日どろんこ保育園 施設長 鈴木 裕二 
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２０２３年度 宮下どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

誰もが主役になれる場所。 

子ども、保育者、利用者、それぞれの個性や強みを生かし、一人ひとりにスポットライトを当ててい

く。子どもが中心はもちろんのこと、時には大人が中心となりそれぞれの個性を発揮しながら、大人

も子どもも輝ける場所を目指していく。そして共に学び、共に育ち、助け合う仲間と、より良い「宮

下どろんこ保育園」の未来を創り上げていく。 

 

 

【義務ではなく権利を意識した保育】 

日本は北欧諸国と比べると、権利を教えることよりも義務が先行してしまう傾向がみられる。ま

ずは子ども自身が権利を知り、保育者も子どもの権利を最優先した生活や保育を行うことで、子ど

もの自己肯定感を高め、生きる力を培っていく。 

 

【未来を見据えた保育】 

近年、ＩＣＴ等のテクノロジーが急速に発展する一方で、社会問題や環境問題についての課題は

積み重なっている。予測できない未来を生き抜く子ども達の為にできることは、非認知能力を育む

だけでなく課題発見力や、解決力の獲得、インクルーシブ保育や地域交流を通して多様性や異文化

に触れる機会を積極的に設ける。 

 

【SDGsを意識した生活】 

  地球、そして子ども達の未来の為に、SDGsを取り入れた生活をおこなっていく。絵本や遊びの中

でSDGsに触れ、子どもたちが興味関心を持ち自分たちが出来ることは何かを考えていく。畑仕事、

コンポストの活用を通して食の循環にも触れていく。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい 体験を経験に 

実践予定内容 様々な体験の場を用意していくことはもちろんのこと、量を増やすだけで

なく、体験したことを生かせる場面を通して経験に繋げていくことが重要

である。保育者は子どもにとって必要な体験やその先の経験を見据えた、

ねらい、計画を立てていく。 

2 計画・ねらい 保育の連続性 

実践予定内容 保育園は子ども達が毎日生活する場であるため、日々の保育の連続性を大

切にし、見通し持って生活が行えるよう環境設定や様々な機会を保障して

いく。毎日の活動については保育者が主で考えるのではなく、子ども達と

話し合い散歩の行き先や活動の内容を決めていく。 

3 計画・ねらい 好奇心をくすぐる保育 

実践予定内容 物事を探求しようとする「不思議」「もっと知りたい」「試したい」とい
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う感情が刺激されるような体験、仕掛けを用意していく。感動体験を繰り

返すことにより、様々な事柄に挑戦する意欲や探求心、想像量を育む 

４ 計画・ねらい 日課・基本活動の充実と実施 

実践予定内容 原点回帰を図り、日課及び基本的活動を丁寧に実施していく。職員間でも

日課の重要性について学ぶことで、園全体として基本的活動への意欲を高

めていく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保者への支援 

 

1 計画・ねらい 一歩先を見据えた保護者対応 

実践予定内容 保護者の気持ちに寄り添った対応を心掛けることはもちろん、保護者が求

めている事柄に対し、複数の対応策を提示するなど一歩先を見据えた対応

を行っていく。 

2 計画・ねらい お迎え対応 

実践予定内容 「012歳クラス」 

エピソードのなどを交えながら、子どもの園での様子を手に取るようにお

伝えしていく。 

「345歳クラス」 

活動内容やお子様の姿の一部分をお伝えする「キーワード伝達」を行うこ

とにより、ご家庭での会話作りのきっかけを提供する 

 

乳児幼児クラス共に、子どもの体調面や様子の変化についてはより丁寧に

お伝えすることで、家庭との連携を密に行っていく。 

また、連絡帳やタイムライン等を活用しながら保育の様子を発信してい

く。 

3 計画・ねらい ポートフォリオの活用 

実践予定内容 保育園での様子をより詳しく丁寧にお伝えできるよう、ポートフォリオ等

の活用も行っていく。子どもの様子だけでなく、園内環境設定や保育のね

らい等にも触れることで、保護者にも保育活動におけるねらいや考えを共

有していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 地域の子育て支援拠点としての役割 

実践予定内容 地域の子育て拠点として、積極的に地域へ情報を発信していく。いつでも

気軽に支援センターを利用できるよう、園舎周辺の清掃や日々の挨拶等を

丁寧に行うことで、地域に開かれた園を目指していく。 

2 計画・ねらい スタッフ全員が子育て支援についての共通意識を持ち、ちきんえっぐ、発

達支援つむぎと連携しながら互いにコミュニケーションを図る 

実践予定内容 地域子育て支援における課題の抽出や、君津市の支援策や制度について学

ぶ場を設ける。子育て世代に今必要なリアルな声を集めるなどしながら、

地域、君津市、内箕輪どろんこ保育園とも連携を取りながら進めていく。 
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次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育者同士の学び合い 

実践予定内容 保育の質向上のために研修を受講することはもちろん、スタッフ同士で知

識を共有（アウトプット）することで相互の学びに繋げていく。研修を受

けるだけでなく外部に向けた研修の実施や社内外に向けた取り組み発表等

も行っていく。また近隣園の宮下どろんこ保育園とも連携し、研修の場や

交換研修等も実施していく。  

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 異年齢保育の実施 

実践予定内容 前年度に引き続き異年齢保育を実施していく。子どもたちが好きな時に幼

児クラス乳児クラスを行き来できるような環境作り、見守り体制について

検討、実施していく。 

2 計画・ねらい テーマに沿った活動や探求 

実践予定内容 季節や時期、子どもの興味関心に合わせて、定期的にテーマを設け環境設

定やコーナー作りを行う。テーマについては保育者も学んだうえで、子ど

も達が興味関心を持った際に学ぶに繋げていけるような関わりやサポート

を行う。 

 

 

保育者の原体験 

1 計画・ねらい 火の取り扱い、野外調理を学ぶ 

実践予定内容 保育者自身が火の取り扱いや効果についても学び、保育の中に焚火等の活

動を積極的に取り入れていく。また、焚火を活用しせんべいや焼き芋、パ

ン作り等を行うなどして「火×食育」活動にも繋げていく。 

2 計画・ねらい 水遊び、川・海遊びのプロとなる 

実践予定内容 幼少期の水遊びは五感の刺激や水に触れる楽しさ、怖さなどを学ぶことが

出来るため、積極的に活動へ取り入れていく。施設長を中心に川遊び研修

や水辺のリスクマネジメント研修等をおこない、水遊びのプロを育成して

く。 

3 計画・ねらい 自然の中での不自由体験 

実践予定内容 希望者を募り、施設長が管理する福島県下郷町の廃校（シルマンスクー

ル）を利用して1泊2日の自然体験研修を実施。自然の中で時間を忘れ、不

自由な体験を通して感性を高め、生きる力を培う。 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 18人 18人 18人 18人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 11人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 2人 

事務 2名 

パート 

スタッフ 
保育士 4人 用務員 1名 嘱託医 2名 

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育の振り返りや課題の抽出、改善に向けての討議 

行事の進捗確認、園内研修 等 

給食運営会議 
月1回 食育活動の提案や振り返り 

食事環境についての振り返り、改善策の検討 

事故防止委員会 
月1回 自園、他園の事故記録簿を活用し、事故防止に向けての討

議やハザードマップの見直し等 

ケース会議 月1回 要支援児についての情報共有、個別記録、振り返り 

担任会議 週1回 担任、担当同士の情報共有、相談、計画立案 

リーダー会議 週1回 園全体での課題の抽出、改善に向けた討議 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 共有事項の確認及び討議 

施設長勉強会 月1回 施設長の質向上に向けた勉強会 

食育会議 年4回 献立内容の振り返り、改善や提案。食育活動の共有。 

保健会議 年4回 感染症対策や衛生についての討議、共有 

主任会議 年4回 
主任としてのスキルアップ、園運営、スタッフ育成につい

て 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上に向けた研修や討議等 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生改善と疾病の予防措置、保育所の衛生全般の維持管理 

安全対策係 
ハザードマップの管理、設備点検、ヒヤリハット、インシデントの集

計、分析 

防火管理者 避難訓練、不審者訓練の計画実施、自主点検等の管理 

食品衛生責任者 食品の取り扱いに関する業務、調理室、配膳用品の衛生維持管理 

畑係 畑の年間計画の遂行、維持管理 

生き物係 生き物の飼育、管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの企画、運営を行う。 

周南公民館文化祭係 地域との連携及び子育て支援に関する計画、運営 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保護者との信頼関係を丁寧に築いていき、子どもが保育者に見守ら

れながら安心して保育園生活を送る。 

・子どもの個々の発達を見極め、必要に応じた言葉掛けや援助を行

う。 

下半期 

0～1歳児 

・子どもの心情や様子を汲み取り、気持ちに寄り添った環境構成を行

っていく。また子どもが自発的に試したいと思う環境を準備し、保

育者が見守る中で十分に遊べるように工夫していく。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・自ら学びを考え、楽しめるような環境構成や遊具の導入等も行って

いく。保育者は側で見守り、必要に応じて援助を行うことで子ども

の自発的な行動を引き出していく。 

・友達との繋がりを広げ集団で行動することを楽しみ、自分の気持ち

を言葉や行動で表現する力を養う。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢児で触れ合う中で、互いに刺激を受けながら自分たちで解決

し様々なことを学び成長していく。 

・数量や図形、文字などへ興味関心を持つ。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

 随時、希望する保護者に対し実施 

「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご意 

見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

 

1 計画・ねらい 子どもたちが食育を通じてSDGsの課題を意識し、体験を通じて学びを深

めていく。 

実践予定内容 日々の食育活動を通して、残菜量の比較や環境課題についても学んでい

く。また、コンポストの運用を通してリサイクルについても学ぶ。 

2 計画・ねらい 火×食材 

実践予定内容 調理の原点、薪や炭を利用した調理方法を体験し、直火ならではの魅力を
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感じる。日頃から焚火を行い、火の取り扱いについても身に付けていく。 

3 計画・ねらい 食材の流通経路や加工方法について知り、興味関心を持つ 

実践予定内容 朝の活動時に野菜の下処理や米研ぐ機会を設けていく。 

定期的に保育室で米を炊き、出来上がる匂いと共にお腹が空く経験を増や

していく。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導、歯磨き指導、流行性感染症の予防 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

冬季･･･インフルエンザ、胃腸炎 等 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

抗アレルギー薬･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在24名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員3名については4月1日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
法人内外の保健に関するお知らせの掲示 

基本的感染症対策の遂行 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 
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衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

 

1 計画・ねらい 子ども自ら環境へ関わり、失敗や成功を経て経験を得る 

実践予定内容 子どもが主体的に環境への関わりを持ち、自ら遊びを作り出すなど能動

的に動きたくなる環境作りを行う。様々な失敗から経験を積んでいく幼

少期においては、大人が先回りせず側で見守られる中で失敗や成功を繰

り返し、自身の経験に繋げていく。 

2 計画・ねらい 四季を通して、地域の自然環境へ興味関心を持ち、関わりを深める 

実践予定内容 四季折々の植物や生き物に触ることで感性を磨く。 

保育者が教えるのではなく子ども自身の発見や気づきを大切にし、探求

心を深めていけるよう、見守りや援助を行う。 

3 計画・ねらい 園舎の環境美化 

実践予定内容 早番や遅番だけでなく施設長や主任が率先し園舎内外の美化に努めてい

き、園児も巻き込みながら管理維持していく。綺麗な園舎を維持してい

くことで、保護者だけでなく地域の利用者にも心地よさを感じて頂く。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 サークルベンチ 玄関ホール 毎日 

2 L字パーテーション 玄関ホール 毎日 
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3 本棚 一時保育室 毎日 

4 タオルラック（上着掛け） 縁側 毎日 

5 調乳台 調乳室 毎日 

６ 水槽台 乳児室・縁側 毎日 

７ 給食室見学台 玄関ホール 毎日 

８ 職員靴箱 縁側 毎日 

9 足ふきタオルラック 縁側 毎日 

10 トイレサンダル 縁側 毎日 

11 
ままごとコーナー入り口仕切

り 

幼児室 毎日 

12 ブランコ つむぎ室 使用前 

13 ままごとカウンター 幼児室 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 光化学スモッグ 市が発信する光化学スモッグ情報を随時共有するとともに、園外で活動に

ついてはマニュアルに基づいた対応を行っていく。 

園内についても窓を閉め、子どもたちの健康状況について留意する。 

2 水辺のリスクマ

ネジメント 

川遊びの資格を有するスタッフが中心となり、川遊びやプール遊びの際の

事故防止についての研修をおこなう。プール活動時期においては事故防止

だけでなく事故発生時のシミュレーションを行い有事に備える。 

3 応急救命 怪我の応急手当や心肺蘇生方法について学ぶ。また、職員も積極的に上級

救命等の講習へ参加し資格を取得していく。 

4 危険生物対策 危険生物や危険植物についての基礎知識を学び、戸外活動時におけるリス

クを未然に防ぐ。また、危険生物に対する応急手当についても学ぶ。 

5 防犯対策 不審者訓練実施や警察との連携を図る。 

消防計画に基づいた訓練の実施、振り返りをおこなう。 

6 怪我防止 ヒヤリハット、ハザードマップの集計分析を行う。他園の記録も活用する

ことで、自園で発生しうる可能性がある事故を未然に防いでいく。 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

・実習依頼があった園からは積極的に受け入れを行い、実習生に寄り添った指導を心掛けていく。 

また、保育園側からも学校等へ積極的に関わりを行っていく。 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  1か月間の振り返り、共

有や改善 

③虐待防止、人権について 

新年度の保育の振り返り、共有を行う。

園全体としての課題を抽出し改善に向け

て話し合いを行う。 

5月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境について 

日常の子どもの様子をもとに、人的環

境、物的環境について話し合い、アクシ

ョンプランを立てる。 

6月23日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水辺のリスクマネジメン 

ト研修 

 プールや水遊び活動時におけるリスクの

抽出や、活動に見守り方について学ぶ。 

7月28日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  危険生物対策研修 

③  応急手当について 

 野外活動時における怪我や危険生物につ

いて学ぶ。日常的に起こる怪我や緊急時

における応急手当について学ぶ。 

8月25日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  接遇、保護者対応につい 

   て 

 研修を通して、保育園に子どもを預け保

護者の気持ちを疑似体験することで、保

護者の心に寄り添った対応を身に付け

る。 

9月22日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの未来を見据えた 

保育について 

様々な社会問題、環境問題等が懸念され

る中、子どもたちが未来を生きていくう

えで、どのような力が必要になるかを考

える。 
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10月27日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  利用者アンケートについ 

   て 

 利用者アンケートをもとに課題を抽出

し、改善点等について話し合う。 

11月24日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  虐待防止、人権について 

③  SIDSについて 

 

 １１月はSIDS予防月間及び、虐待防止月

間であるためスタッフ間で学び合い、重

要性を再認識していく。 

12月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  野外活動研修 

 アウトドアにおける基礎的知識を身に付

け、園庭や野外活動時における知識や技

術を身に付ける。 

1月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  年度の振り返り 

 年度の振り返りを行い、残り２か月間で

課題解決を行いながら、次年度へ繋げて

いく。 

2月23日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議 
 次年度に向けての計画を行う。 

3月3日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議 
 次年度に向けての計画を行う。 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

・施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確

認をする。 

・法人内部、外部で実施される研修を見える化し、積極的に参加を募る。 

・若手スタッフに向けたフォローアップ研修を施設長が年数回行う。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

コロナ渦だからこそ、地域との関わりや交流を絶やさず行っていく。基本的な感染症対策に努めな

がら実施方法を模索し地域に開けた園としての役割を果たしていく。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：宮下公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事への参加、高齢者施設訪問、小中高生の体験学習受け入れ 

異年齢交流 散歩先で小学生との交流、青空保育での交流等 

地域拠点活動 青空保育、子育て相談、ちきんえっぐ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

小学校に隣接している環境を最大限に生かし、積極的に交流を図る。 

小学校へスムーズに移行が出来るよう、日常からの連携や引継ぎを密に行っていく。 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 
周南小学校  

１年生 
19名予定 

保育園探検 

（当園幼児室） 
子ども間交流 

2月頃 周南小学校  19名予定 学校探検 子ども間交流 
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１年生 （周南小学校） 

12月頃 
周南小学校  

1年生 
2～3名予定 

授業参観 

（周南小学校） 
職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

個別支援計画を立案し、具体的な対応を職員間で共有していく。 

保護者との面談の重視し、子どもの成長発達を同じ視点で得られるようにしていく。 

  

〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：10名予定） 

 配慮が必要な児についての共有や関わりについてスタッフ間で話し合いを行う。 

 発達支援つむぎと連携し、情報と支援の在り方を共有しながら支援していく。 

 

進級引継、および、小学校への引継 

進級に際し支援が必要な子どもに対しては早期相談の場を求め、擁護教諭や発達支援担当スタッフ

への引継ぎを行う。 

通所など必要と感じられた場合は、保護者の同意を得て発達支援つむぎ宮下ルーム及び関係者への

相談を行い、安心して通える状況を構築する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 

（月）～（土）9:30～16:30 

10:00～12:00と13:00～16:00の計5時間は2名のスタッフを

配置とし、その他時間帯は自主事業として実施する 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐたより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回 宮下公園にて開催 
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 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年１０月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１０時００分 

自己評価終了予定時刻：１２時００分 

自己評価実施予定者：園長、主任 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 ３カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 スタッフ一人ひとりがどろんこ会の日課や基本活動を十分理解し、なぜ

それをやるのか？をスタッフ同士の対話により深め自分のものにする。

それぞれの立場や役割を理解し、認め合いながら、「みんなで一緒に」

子どもたちを育てていく。 

振り返り 園長・主任・事務・用務・調理など役職や職種関係なく「みんなで一緒

に」子どもを育てていくことが自然と出来ていた。また、会議や昼礼を

精査し、その分クラスミーティングの時間を増やし、日々振り返りや翌

日の打ち合わせなど語り合う機会を設けたことで、全スタッフで連携を

深めることが出来た。日課については、園内研修で取り上げるなどした

が、なかなかスタッフ一人ひとりがその意味を理解し実践するまでには

至らなかったので、今後も継続して学びを深め、取り組んでいきたい。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 保育園、つむぎが一体となり、子どもやスタッフが分け隔てなく過ごす

ことで「大きな家」を実現していく。 

重点施策 スタッフ間でビジョンを明確にし、子どもの主体性や安全を第一とした

うえで大人を含めた異年齢保育、インクルーシブ保育を日常的に行って

いく。 

2024年度 目指す姿 地域の子育て支援拠点として積極的に外部発信を行い、地域との連携を

密におこなっていく。地域の子どもを見守り、見守られる関係性を深め

ていく。 

重点施策 社会、地域の子育て環境における課題を抽出し、必要とされる支援や連

携を図る。園庭開放や、ちきんえっぐを利用される方とも積極的にコミ
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ュニケーションを図り、いつでも安心して相談等が行える関係性作りを

行う。 

2025年度 目指す姿 自立した、保育のプロ集団をめざして 

重点施策 スタッフ一人ひとりが保育に対する思いを持ち、互いに認め合いながら

チームとして、子どもにとって最善の利益を考えながら保育を行う。 

研修を受けるだけでなく、自身の経験や知識をアウトプットすることで

共に学び合い、保育の質を深めていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：宮下どろんこ保育園 施設長 羽澤 佑太 
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２０２３年度 つつじヶ丘どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 

【社会福祉どろんこ会 法人理念・方針】 

•子育て理念･･･｢にんげん力。育てます。｣ 

・子育て方針･･･｢センス・オブ・ワンダー｣｢人 対 人コミュニケーション｣ 

【運営部Mission】 

1.続・原点回帰 

  ①子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を全施設で実施する 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

２．小１を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

３．大人のにんげん力ＵＰ：学び続ける文化の醸成 

４．接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるように接する 

 

【つつじヶ丘どろんこ保育園 園目標】 

   ～見つけよう みんなそれぞれいいところ～ 

   

つつじヶ丘どろんこ保育園は併設園として6年目を迎える、異なる年齢の子どもたちや発達支援 つむ

ぎに通う子どもたちが、自然に混じり合いインクルーシブをしながら園舎という大きな家の中で 

互いに存在を認め合い、共に遊び、相互に響き合う保育環境を大切に考えていく。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 続・原点回帰：子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動

の実施をする。 

実践予定内容 どろんこ会の原点でもある異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらん

ぼリズム・散歩９時出発・生き物の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・

商店街ツアー・銭湯でお風呂の日・青空保育の意味を深めながら実践す

る。 

2 計画・ねらい 子どもが表現する環境を作っていく 

実践予定内容 身近な環境や経験から様々な美しいものや心を動かす出来事に触れ、子ど

もの感性を育むと共に感じたことや考えたことを自分でできる環境を作る

言語表現や造形表現、音楽表現、絵画表現等の素材や道具などを用意し子

どもにとって活動できる環境を作る。 

3 計画・ねらい 子どもの興味・関心から保育を展開していく 

実践予定内容 保育者は定期的に子どもの環境マップを作成しながら、子どもの興味・関

心を膨らませていくような保育を展開していく。また、中期・長期的視点

で遊びが発展でき、子ども同士が対話しながら協同的な学びが得られるよ

うな保育を展開していく。 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者との信頼関係を作り、より良い子育て環境を作る。 

実践予定内容 ・「保育の見える化」に力を入れていく。 

・日々の子どもの活動をタイムラインやポートフォリオで作成しいつでも

見られるようにしていくまた、保護者には面談や保育参加の機会を多く持

つ。 

・保護者懇談会の場で、保育者が大切にしている保育のポイントや日頃の

活動の様子など分かりやすく伝える。 

・うちのこアプリを活用し、子どもの育ちが分かるように伝えていく。 

2 計画・ねらい 保育参加、個人面談の実施 

実践予定内容 保護者にしっかりと寄り添い子どもの状況、時には課題について共に理解

し、家庭と園とが同じ目線での育ちを保障していく。 

3 計画・ねらい 保護者との「共育て」の意識を高める。 

実践予定内容 ・子どもを軸においた対話的なやり取りを通し、子育ての楽しさや成長、 

喜びを互いに感じられる支援や情報提供をする。園で行っていること、 

大事にしていることを保護者と共有し、常に保護者と共に育てていくと 

いう意識を持てるよう、ドキュメンテーション型の発信（園内掲示・タ 

イムライン）していく 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 選ばれる園を作り。 

実践予定内容 いつ見学者が来ても良いように、親切・丁寧な入園説明や案内など、どの

スタッフでも自園の保育を自分の言葉で伝えられるようにすると共に、ス

タッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から愛

され、評判がよい園つくりをしていく。 

2 計画・ねらい 園庭を活用した火・水・土の直接体験の提供 

実践予定内容 水遊び、どろんこ遊び、畑仕事、たき火など園の環境を最大に生かした

火・水・土の直接体験を提供、体験していく。 

3 計画・ねらい 地域に開かれた子育て内容の実現や美観を通し選ばれる施設を目指す。 

実践予定内容 ・イベントだけでなく園庭開放や室内開放での子育て支援事業と、保育事 

業が混ざった環境の保証をする。 

・保護者・来訪者がいつ見ても気持ちの良い環境を整え、選ばれる施設を

目指す 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい リーダー層のスタッフが若手スタッフの育成担当としての役割を担う 

実践予定内容 人材育成の役割をリーダー層のスタッフが担当し、スタッフの目標設定、

業務確認、進捗確認のサポートを行う。また、保育の質の向上やスタッフ

のチーム保育を進めるための園内研修の企画、運営を担っていく。 

2 計画・ねらい チーム力を高める 

実践予定内容 全スタッフが全ての子どもを見守り、保育する環境を作る。また、保育の

質の向上、チーム保育作りに本気で向き合い、本音で話し合いができる関
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係を作る。 

3 計画・ねらい スタッフのMBO目標設定から達成までマネジメントする。 

実践予定内容 スタッフが主体的に考え行動する中で、進捗状況を確認しながら、課題が

あれば何が原因か見極め働きかけていく。またスタッフの特性、個性、長

所を活かしていく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 一人ひとり目的をもって登園し、充実して過ごせる環境作りを行う。 

実践予定内容 ・園舎、園庭も含めた「大きな家」の中で、「居たい場所」 

「一緒に居たい人」の選択を担保する。 

・遊びの選択肢が充分にあるよう様々な素材を準備し、園庭でも様々な工 

夫や創造ができ、遊び込めるような環境作りと素材の充実を図る。 

2 計画・ねらい 心地の良い環境を整えよりよい子どもの育ちへとつなげる。 

実践予定内容 ・園内環境の整備・美観に努め、各係で子どもの育ちに関連付け日々を振 

り返り環境整備と連動して取り組む。 

 

 

発達支援 つむぎつつじヶ丘ルームの連携 

1 計画・ねらい 同じ空間での生活 

実践予定内容 マンスリーで通所するお子さんも保育園の活動を共にし、保育園に通う子

どもたちと同じ空間で生活できるようにする。 

2 計画・ねらい インクルーシブ保育を目指す。「誰もが自由に行き来する大きな家」 

実践予定内容 園のスタッフ、つむぎのスタッフが壁をなくし、すべての子どもを一緒に

見ていきそれぞれの目線で子どもを把握していくために振り返りや連携を

強化する 

3 計画・ねらい 子どもをとらえる質の向上を目指す 

実践予定内容 子どもの動きや遊びを観察し、どのような心の動きがあるのか、どのよう

な関わりがあるのかをエピソードとして記録し共有していく 

 

 

「見守る」 「やって見せる」 原体験を組み込んだ保育の実践 

1 計画・ねらい 考える保育 

実践予定内容 実践予定内容 「できる」「できない」ではなく、相手の姿を捉え「このや

り方ならできる」「こんなやりかたもある」と他者肯定を基本とする視点

を持つ 

2 計画・ねらい 「try&error」 

実践予定内容 「大人がやってみる」ことで子どもたちは興味を持って様々なことに挑戦

することができる環境を作り、また、「try&error」を繰り返すことで子

どもたちは経験を通して生きる力を身につける機会とする。  
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 15人 18人 18人 18人 18人 93人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 14人 看護師 1人 栄養士 3人 

パート 

スタッフ 
保育士 6人 用務 1人 事務 １人 

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 事例検討会、園内研修、ケース会議、行事進捗 

給食運営会議 月1回 献立、離乳の振り返り共有・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 他園自園の事故記録簿考察・インシデント考察・ヒヤリハ

ット考察・分析・検証 

ケース会議 月１回 子どもの様子の共有・関係機関との連携 

リーダー会議 随時 月案・週案ねらいの確認・様子の報告・課題の共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での課題解決・業務連絡 
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施設長勉強会 月1回 意見交換・ディスカッションでの学び合い 

食育会議 年4回 法人全体で給食改善を目指した意見交換・ディスカッショ

ン 

保健会議 年4回 法人全体で園児健康管理業務改善を目指した意見交換・デ 

ィスカッション・流行的感染性の把握・新型コロナウイル 

ス対策 

主任会議 年4回 主任としての意見交換・ディスカッションでの学び合い 

子育ての質を上げる会議 月1回 法人の保育の質向上の為の講義・意見交換・ディスカッシ 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

・子どもの健康維持・温度・湿度・換気確認 

・感染症発症の予防策を実施 

・園内の清潔区域（調乳室/調理室）と汚染区域（トイレ・オムツ交換場

所 シャワー室・沐浴室・トイレ後の着替え場所・感染症流行時居室

）の安全と衛生管理 

・の検便 

安全対策係 

・避難訓練（毎月）、不審者侵入訓練（6月/11月）の実施報 

告書確認 

・設備安全点検（5月・7月・9月・11月・1月・3月の25日） 

・事故防止自主点検（4月・7月・10月・1月の25日） 

・園内外、公園のハザードマップの更新（3月・随時） 

防火管理者 

・消防計画作成と届出 

・安全対策係の任命 

・自衛消防組織作成  

・防災用備蓄品の確認（6月・12月） 

・自主点検チェック表（日常） 

食品衛生責任者 

・衛生管理、点検作業の実施 

・食育会議の計画、実践 

・「作業手順書」と「作業結果の記録」の作成 

畑係 
畑の年間計画の遂行、管理維持、子どもたちを巻き込み活動をおこな

う。 

生き物係 
ヤギ、ニワトリをはじめとする飼育物全般の管理、維持、子どもたちへ

の働きかけ 

環境係（室内、園庭） ・室内外の園庭、遊具の清掃点検、施設の清掃状況の確認、指示 
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 室内外の設備危険個所の点検 

・破損個所の補修、地震時の落下防止、遊具・設備・樹木等の安全点検 

写真係 ・個人情報の確認、写真販売、卒園アルバムの作成 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 
園主体としながらも、保護者ボランティア（どろんこサポーターズ）と

も連携し準備運営を行って行く 

環境改良チーム 
保育環境の発展、整備をどろんこサポーターズと連携した環境改良の 

計画と実行 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者等に見守られながら、好きな遊びを楽しむ 

・子どものそれまでの経験や発達過程に留意し、子どもの気持ちを受 

容し、共感しながら継続的な信頼関係を築いていく 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

下半期 

0～1歳児 

・土や水等に触れ、全身で感触を楽しみ、感性を育む 

・安心できる保育者等の関わりの中で人への基本的信頼関係をもち、 

人間関係の基礎を培う 

・個々の発達の状況を捉え、生命の保持と情緒の安定を図り、生活リ 

ズムを作る 

・スタッフ間の連携や嘱託医との連携を図る 

・栄養士・看護師は、その専門性を生かした対応を図る 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・基本的生活習慣を身に付け、喜びながら意慾的に生活する 

・友達との繋がりを広げ、集団で行動する事を楽しむ 

・異年齢で生活をする中で思いやりの心、協力し合う心を養うと共に 

達成感を知る 

下半期 

2～5歳児 

・身近な環境や自然などに自ら関わり、様々な事物や事象と自分達と 

の生活との関係に気付き、それらを生活や遊びに取り入れ、生活の 

経験を広げる 

・小学校以降の生活や学習の基盤の育成に繋がることに留意し、創造 

的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う 

（幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を考慮する） 
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友達と合唱合奏することで、ひとつの物を作り上げ動きや言葉などで

表現し、演じる楽しさを知る 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

どろんこ会の３大食育方針 

（１）調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる  

（２）噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する  

（３）子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる 

 

1 計画・ねらい 子どもが食に対して興味・関心が持てるよう日々の保育の中で積極的に食 

育活動を取り入れていく。 

実践予定内容 旬な野菜を取り入れたクッキングや、畑で収穫した野菜を素材の味を活か 

し子ども達に提供する。 

2 計画・ねらい 月1回の給食会議にて情報の共有を行う。 

実践予定内容 離乳食の進み具合や食事の状況を確認し、発達に合わせた援助を行う。 

 

3 計画・ねらい 火×食材 

実践予定内容 調理の原点、たき火を活用したクッキングを行っていく。たき火ならでは

の不便さや香ばしい匂いを感じると共に、火の温かみや適度な緊張感も味

わう 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・12月） 

歯科検診 年2回（5月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 
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スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・手洗いの歌を一緒に歌いながら行うことで、手洗いに親しみを感じ 

正しい方法を伝えていく。また、バイキンスタンプや手洗いチェッ 

カーを使って可視化することで、意識の向上を図る。 

・手洗い、うがい、歯磨きの意味を絵本や紙芝居で伝え、正しい方法 

を伝えていく。 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12月頃･･胃腸炎 

1月頃･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
対象児なし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在25名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員３名については５月までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・ 

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 
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健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年2回／5月・11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／コンピテンシー会議にて5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが自分で選択して遊ぶ場所・遊ぶものを決めることが出来る環境

を整備する。 

実践予定内容 環境整備を分担し、月毎に振り返り・更新を行う。また子どもたちの発

達や、年間を見通した計画的な更新を継続する。 

2 計画・ねらい 生き物や植物が育つ力を持った園庭作り。 

実践予定内容 落ち葉やたい肥を子どもたちと一緒にすき込み、植物が育ち虫が集まる

園庭を目指す。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション(5台) 保育室 毎日 

2 図書館用の机 エントランス 毎日 

3 図書館用の本棚 エントランス 毎日 

4 おままごと机(2台) ひえ、あずき組保育室 毎日 

5 かばん掛け ひえ組保育室 毎日 

６ ピーステーブル 幼児室保育室 毎日 

7 長椅子(4台) 縁側、エントランス 毎日 

８ お茶台(2台) 縁側 毎日 

９ コップ台 縁側 毎日 

10 おままごとテーブル 園庭 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施。震度５弱 

以上の際は園が情報を発信し、安否・施設状況・避難先を情報共有する体 

制をとる。帰宅困難者対策を踏まえ、災害に備える。 

2 実践予定内容 事故防止チェックリストについて、年4回設備点検6回を行い、事故防止の 

徹底を図る。 

3 実践予定内容 インシデント・ヒヤリハット報告の分析 

4 実践予定内容 法人内で事故報告を共有し、事故防止策を探る 

5 実践予定内容 年2回防犯チェックリストに従い、確認し合わせて不審者訓練を実施。訓

練は避難訓練・不審者訓練・通報訓練としスタッフ全員を対象とする 

6 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・光化学スモッグ注意報を把握 

し、発令があった場合は内容にあった情報を発信する。園児・スタッフは 

室内で過ごす。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

地域の中の保育園という意識や次世代育成の観点から、積極的に受入れを行っていく。 

1 実践予定内容 実習指導者は学生の指導を通して、自身のリーダーとしてのアウトプッ 

トスキルやファシリテーションスキルを向上させる。 

2 実践予定内容 実習生一人ひとりに合わせた温かい受入れ体制を整え、実習担当だけで 

なく、スタッフ全体でコミュニケーションをとり育成していく。 

3 実践予定内容 その日毎の気づきや疑問に対し、丁寧な振り返りを行い、翌日の実習に 

生かせるような指導を行う。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

月１回の園会議では一人ひとりが発表できるテーマの場を設け保育を語れる職員育成を行う。また、活発な意

見交換と適切なフィードバックから、保育者が自分の強みとなるよう、また保育へのやりがいを感じる場とする。自

分とは違う考えも受容し、それぞれがファシリテートする力を伸ばす 
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２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月20日 18:00～20:00 

①園内研修「チーム保育」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④ 行 事 の 共 有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・保育士の役割分担について共通理

解を深める。 

・さくらんぼリズムの知識を深め

る。 

5月18日 18:00～20:00 

①園内研修「内部監査研

修」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・ 内部監査を行う意味や設問を理解 

し、日ごろの保育の見直しを行う。 

・さくらんぼリズムの知識を深め

る。 

6月15日 18:00～20:00 

①園内研修「水遊びのリス

クマネジメント研修」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・プール遊び時の監視方法等ロール

プレイを行いながら共通認識し、水

遊びにおけるリスクマネジメントを

身につける。 

・さくらんぼリズムの知識を深め

る。 

7月20日 18:00～20:00 

①園内研修 「環境設定、室

内」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

・子どもの発達に合った室内環境に

ついて考える 

・さくらんぼリズムの知識を深める 
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④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

8月24日 18:00～20:00 

①園内研修「子どもの人

権」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・子どもの心と体を守るために子ど

もの最善の利益とは何かを学ぶ。 

・さくらんぼリズムの知識を深める 

9月21日 18:00～20:00 

①園内研修「安全管理」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・散歩のルール確認 

・さくらんぼリズムの知識を深める 

10月19日 18:00～20:00 

①園内研修「環境整備、園

庭」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・日課と労働について 

・さくらんぼリズムの知識を深める 

11月16日 18:00～20:00 

①園内研修「感染症対応」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・嘔吐処理や治癒証明 

・さくらんぼリズムの知識を深める 

12月21日 18:00～20:00 

①園内研修「保護者対応」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有  

⑤コンピテンシー自己採点 

・相手の心に届く話し方 

・さくらんぼリズムの知識を深める 

1月18日 18:00～20:00 

①さくらさくらんぼリズム 

②行事､係の振り返り 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・さくらんぼリズムの知識を深める 

・1年間の振り返りから来年につなげ

る 

2月15日 18:00～20:00 ①策定会議一回目 

今年度の課題をもとに次年度の園 

目標、方向性を決定し、行事につい

て話し合う。 

3月21日 18:00～20:00 ① 策定会議二回目 今年度の課題をもとに次年度の次 
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年度の行事を具体的に決める。 

 

自主研修 

  年３回以上 造形表現について、見守る保育について 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

1 個人・チームのあらゆる業務で目的を明確にして目標設定を行う 

2 業務設計を行い、詳細な計画を立てる 

3 業務ごとに振り返りの時期・日程を設定してPDCAのサイクルを一つひとつ回していく 

4リーダー層のスタッフが若手スタッフの育成担当とし目標設定、業務設計、進捗確認のサポートの

役割を担う。 

 

 

 

 地域交流計画 
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今年度方針・テーマ 

月１回「ちきんえっぐだより」を発行し、年間計画のもと地域交流を行う。また積極的に園外に出か

け、地域の人々と様々な関わりを経験をしていく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回  公園名：中原もみじ防災公園（芝生エリア）にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・地域との連携を積極的に行い、多様な年齢層との交流の中で人と 

の繋がりを大切にしていく。「物おじせず、誰とでも目を見て話 

が出来る子ども」を育む。 

・お年寄りを大切にする優しい心を育む。 

異年齢交流 小学校、中学校、近隣保育園との交流 

地域拠点活動 どろんこ祭り 

子育て支援事業「ちきんえっぐ」 

青空保育・地域に向けた子育てスキル講座 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

幼保小連絡会に参加し、子どもたちが小学校へ安心して就学できるよう、アプローチカリキュラムと 

スタートカリキュラムを共有しながら積極な情報交換や意見交換を行う 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を●月●日（●）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 
滝坂小学校  

1年生 
20名予定 滝坂小校庭 子ども間交流 

10月頃 
上ノ原小学校  

1年生 
20名予定 上ノ原小校庭 子ども間交流 

2月頃 滝坂小学校  2名予定 保幼小連携 職員間交流 
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 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

関係機関の機能を有効に生かし、子どもが健やかに成長すること、保護者が安心して子育てできる こ

とを目指す。毎月クラス会議を行い、その都度どのように支援を行っていくかを話し合って進めて い

く。 

 

 

毎月のケース会議開催 

４～３月に計１２回開催予定 参加者：園長、主任、幼児担任、つむぎスタッフ 計７名予定 

ケース会議の内容は全職員が確認し共有していく 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

個別支援計画を基に進級、小学校への引き継ぎを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月2回以上 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回  公園名：中原もみじ防災公園（芝生エリア）にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

2023年度受審予定 
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園による自己評価の実施 

２０２３年３月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：11時00分 

自己評価実施予定者：木下里佳、市川眞己 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 併設園としての連携を行うなかで保育園とつむぎの壁をなくし、すべて

の子どもを中心に考えそれぞれの見方で子どもを捉え情報共有をしてい

く。大人も子どもも共感力を身につけ、雰囲気、居心地のいい大きな家

作りを目指す保育園とつむぎ共同でインクルーシブ保育の実践と土台作

りをする 

振り返り 併設園として土台作りを行う中で、連携はまだまだ不十分と感じる1年

だったので、来年度の課題として引き続き取り組んでいく。また、大人

も子どもも共感力を身につけ、雰囲気、居心地のいい大きな家作りを引

き続き継続して目指していく。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 「子どもを真ん中におく保育」＝向上の年（にんげん力UP） 

重点施策 インクルーシブ保育の向上を目指す。異年齢で生活しているが各年齢の 

発達、子どもの興味、乳児と幼児の遊びの保障を考えた上で、現場での 

意見交換を活発に行いよりよい環境作りをしていく。 

2024年度 目指す姿 「子どもを真ん中におく保育」＝定着の年（にんげん力UP） 

重点施策 ゾーン保育、チーム保育の定着を目指す。子どもたちが一緒に暮らし、 

大きな家の兄弟姉妹のように関わっていく。園全体を自由に行き来し、 

自らが遊びを選び、没頭して遊べる環境を保育者が整える。 

2025年度 目指す姿 「子どもを真ん中におく保育」＝充実の年（にんげん力UP） 

重点施策 子どもが主体的にやりたいことを提案し、実現に向け考える力を育む。 

また大人はそっと子どもたちに寄り添える環境を用意する。 

 

 

以上 
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作成日：２０２３年３月１５日  作成者：つつじヶ丘どろんこ保育園 施設長 木下 里佳 

 



20221215版 

２０２３年度 前原どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
私たちは子どもたち一人ひとりの気持ちに寄り添い、人権を尊重しながら常に子どもたちに必要な体

験、環境を考え追及していきます。 

「みんなが楽しい保育園」を園目標、「子どものひらめき・ときめき・かがやきを大切にする保育」

を園目標とし、あそびや生活、労働などを通して子どもたちがにんげん力を身に着けられるよう保育

を行います。 

また、異世代交流、シニア交流など地域との交流を大切にします。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの「生きる力を育む」ために日課、基本活動を実施する 

実践予定内容 日課（畑仕事・雑巾がけ・ヤギ鶏の小屋掃除と糞の始末・座禅・散歩）を

充実させる。9時からの活動を確立し、自分の足で歩く「長距離散歩」を

通して、ケガをしない逞しい身体を作る 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育を実践する 

実践予定内容 子ども自ら田植え、稲刈り、野菜の種まき、収穫を経験する。加工する

（梅・味噌・たくあん・梅干し・ケチャップ・マヨネーズなど） 

命をいただく（魚を捌く、解体する、焼く、食べる） 

野菜くず・ヤギの糞の堆肥化（コンポスト） 

3 計画・ねらい 子ども主体の保育を実施する 

実践予定内容 子どもたちの「やってみたい」を叶える環境作りを行う。子どもの興味関

心を広げる環境づくりを追及することで、主体的に遊びこめる環境を構成

していく 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい コンピテンシー「保護者の立場に立つ」を追求し、利用者に選ばれる園と

なるように努力する 

実践予定内容 子育てについて保育園の考え方、保護者の考え方をお互いに話せる環境を

作り、一緒に子育てをしているという意識を持ち、信頼関係を構築する 

大切なお子さんを預ける不安を理解し、小さな体調の変化も共有し、安心

して仕事ができるようサポートする 

2 計画・ねらい 接遇（相手の気持ちに寄り添い、もう最高にしあわせ！）と思える神対応

の気持ちで接する 

実践予定内容 気持ちの良い挨拶を心掛ける 

3分間対応を通してのコミュニケーションをはじめ、タイムラインやポー

トフォリオ、連絡帳などでも日々の様子を丁寧に伝え、育ちをともに喜び

協力していく 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 保育園に関心を持ってもらう機会を積極的に設ける 

実践予定内容 地域集会所、店舗、出張所などへのアナウンス（自然食堂・寺親屋・芸術

学校・青空保育・商店街ツアー）職場体験や実習の受け入れを通しての交

流の様子等の発信を継続的に行っていく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 一人の保育を全体の保育へ（チーム保育） 

実践予定内容 経験を問わず、保育士、看護師、調理士が得意分野、専門分野で各自の力

を発揮し、連携を図っていく 

全職員で全園児の子どもの育ちを把握し情報共有を徹底する 

感謝の気持ちを忘れず「ありがとう」を伝える 

風邪通しのよい人間関係作りを心掛け、笑顔あふれる明るい園を目指す 

職員同士のポジティブフィードバックを積み重ねることで、ともに育ちあ

い、ともに学びあう職員集団を作りあげる 

施設長をはじめ各リーダーは、定期的に課題を評価・整理し、職員に対し

適宜支援・指導していく 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食の循環サイクルの実行 

実践予定内容 給食の残渣を記録しグラフで可視化や実際に秤に乗せるなどし、子どもが

関心を持ち残渣が少なくなるよう環境を工夫する 

コンポストを設置し、調理くずやヤギ鶏の糞を利用した畑仕事用肥料の生

産・利用を行う 

 

 

職場環境の充実（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 働きやすい勤務環境を整備するとともに、職員との良好な関係性を築いて

いく 

実践予定内容 トップダウンとボトムアップが融合する職場作りを行う 

受動的ではなく提案型で話し合える環境を整える 

 

 

地域が生かされた保育（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 地域の特徴や強み、資源を活かした保育を行う 

実践予定内容 特徴、資源、伝統の発見をもとにした体験活動を行う 

2 計画・ねらい 異世代交流や地域との関わりを大切にする 

実践予定内容 圓行事への招待や交流の提案を行う 

3 計画・ねらい 異文化交流を行う 

実践予定内容 園に招いての直接的な交流や、職を通して異文化にふれる機会を設ける 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 18人 18人 24人 24人 24人 120人 

 

 

開所時間 

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 15人 看護師 2人 栄養士 1人 調理員等 1人 

     0人   

パート 

スタッフ 
保育士 5人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 

用務 1人       嘱託医  2人 

        

 

 

 

 運営方針 

 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 園内研修、自己評価、研修報告、共有事項、活動の振り返

り 

給食運営会議 月1回 給食内容の検討、マニュアル確認、アレルギー対応、食育 

事故防止委員会 
月1回 事故記録簿、インシデント・ヒヤリハットの分析、検証、

再発防止策 

ケース会議 月１回 支援計画作成 
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リーダー会議 随時 職員間の連携や共有、保育運営に関する共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 本部より、運営に関する事項の確認 

施設長勉強会 月1回 園代表職員による保育内容に関する研修 

食育会議 年4回 食育マニュアル見直しと衛生事項改善方法の検討 

保健会議 年4回 保健マニュアル見直しと衛生事項改善方法の検討 

主任会議 年5回 職員の質の向上に関わる研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 
グループ毎による各園の取り組み発表、評価、振り返りそ

の都度テーマに沿ったディスカッション 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日・毎朝点検・改善、保育所の衛生全般の管理 

安全対策係 
毎日・毎朝園内外においての安全を図る報告・注意安全管理対策に取り

組む 

防火管理者 
防火管理に関わる消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に

行う 

食品衛生責任者 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応をする 

畑・田んぼ係 畑・田んぼの計画・管理、用具類の管理及び補充 

生き物係 飼育動物の健康管理、環境改善を行う 

美化委員会 
週1回点検しながら園内外の美化に努め、職員全体の美化意識を高める活

動をする 

写真係 写真チェック、販売申請、卒園アルバム作成 

保育環境整備係 子どもが遊びこめる室内・園庭環境整備、提案、実施 

備品、発注係 消耗品、事務用品、保育材料の購入、管理 
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行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズの企画・検討・運営のサポート 

地域交流係 異世代交流、地域行事参加等の窓口、管理 

子育て支援係 ちきんえっぐの活動計画、実施 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・新しい環境の中で生理的に満たされながら、安心して過ごせるよう

にする 

・保育者との信頼関係を深める 

下半期 

0～1歳児 

・身の回りのことに興味関心を持ち、やってみようとする 

・戸外での活動をたくさん取り入れる 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

・友だち同士関わり合いながら、相手の気持ちに気づくなど、協調性

を学ぶ 

・基本的生活習慣において、自立へ向けてできることを増やす 

下半期 

2～5歳児 

・様々な体験を通して、友だちとの関わり方を知る 

・ルールを守りながらも、様々な事象に主体的に取り組めるようにな

る 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 楽しく温かい雰囲気の中で、保育士、調理員ら全てのスタッフが子どもた
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ちと一緒に食卓を囲む 

実践予定内容 全スタッフは毎日子どもたちと一緒に食事をする 

温かいものは温かいまま食べるなど家庭と同じような食事を意識していく 

2 計画・ねらい 嚙む力や素材の味を意識した調理方法で給食を提供する 

実践予定内容 咀嚼する力など、大きさや固さを年間通して考えていく。給食会議にて保

育者、栄養士等とで考えていく 

3 計画・ねらい 食事を通して健康への意意識を持つ 

実践予定内容 3色食品群や絵本などを通し、食材の栄養素を知らせる 

4 計画・ねらい 食材への関心を広げる 

実践予定内容 畑仕事で種まき、苗植え、間引き、収穫を経験して食べるまでの一連の経

験をする 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回 

歯科検診 年2回 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い、うがい、歯磨き、鼻拭き、排泄後の始末指導等 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11月～２月頃･･･インフルエンザ 

 

12月頃･･･感染症胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･職員室内にて対応必要児がいる場合保管 

抗アレルギー剤･･･職員室内にて対応必要児がいる場合保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在22名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については3月24日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在22名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員については3月24日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 



20221215版 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年6回/5･7･9･11月･1･3の25日  

事故防止チェック 年4回/4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 

不審者侵入訓練 年2回/6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回/5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表/毎日 毎日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表/毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿/毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認/保険証期限確認 

年2回/4･10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回 

歯科健診 年2回 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回/4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 温かな親しみとくつろぎの場 

実践予定内容 自己肯定感と保育者や友だちなど、人に対して安心感が持てるよう日々

の関わりを大切にする 

2 計画・ねらい 興味関心、発達に応じて自由に遊びや行先が選択できる 

実践予定内容 乳児は色、形、音、大きさなど様々な素材や玩具が自由に触られるよう

にする 

幼児は活動内容や行き先を自分で選択できるようにする 

3 計画・ねらい 身の回りのことが一人でできるようなる 

実践予定内容 衛生的で健康に過ごせるように保育者が知らせたり、見守ったりする。 
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自分で行いやすいようにロッカーや手洗い、ティッシュ等の動線を考え

て配置する 

 計画・ねらい 危険なことに気づき、危険から身を守ることができる 

実践予定内容 大きなケガにならないよう保育者が見守りながらも、必要以上に抑止せ

ず子どもが自分自身で危険を認識できるようにする 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ブランコ 園庭 毎日 

2 肋木 屋上園庭 毎日 

3 ベンチ 園庭 毎日 

4 渡り台 園庭 毎日 

5 焚火台 園庭 毎日 

6 テーブル 園庭 毎日 

7 マルチ棒 屋上園庭倉庫 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 避難訓練（年12回） 

2 実践予定内容 総合避難訓練（年2回） 

3 実践予定内容 事故防止点検（年6回） 

4 実践予定内容 設備点検（年4回） 

5 実践予定内容 不審者侵入訓練（年2回） 

6 実践予定内容 防災点検（毎日） 

7 実践予定内容 防災定期点検（年2回） 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、次の世代を担う保育・福祉の現場で

活躍する人材を育成するために、実習生やボランティア、職業体験の中高生等を積極的に受け入れま

す。 

また近隣の養成校との交流を大切に、イベントへの招待や参加をし、より良い関係性を築きます。 
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1 実践予定内容 学校への訪問時に実習やボランティアに関する案内をする 

また、定期的に連絡し関係性を深める 

2 実践予定内容 学校イベントの参加や交流の機会を提案する 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
コンピテンシーを活用し、「計画・実行する」、「判断する」について園会議内でスタッフ同士が話

し合える機会を設けることで、個々のパフォーマンス力アップを図る 

また、園会議内で行う研修内容については、基本活動や日課に対するものを加えるほか、園の課題や

スタッフ個々のキャリアや学びたい事柄に応じたものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０23年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

・コンピテンシー自己採点 

・保育理念・日課の理解 

・子どもの人権について 

 理念・方針・保育目標・日課の意味

を知る 

人権チェック（虐待についてのマニ

ュアル確認） 

5月12日 18:00～20:00 

・コンピテンシー自己採点 

・接遇 

・保護者対応 

保護者の立場に立つ 

接遇について 

6月９日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・  危機管理研修 

 水遊びのリスクを考える 

ロールプレイを行い、適切な対応を

身につける 

7月14日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点  

・発達理解（乳児） 

実例を出して子どもの発達を理解す

る（ポートフォリオ研修） 

8月18日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・発達理解（幼児） 

実例を出し子どもの発達を理解する

（ポートフォリオ研修） 
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10の姿をとらえる 

9月15日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・保育環境について考える 

あそび込める環境について各クラス

で意見を出し合う 

前期の振り返り 

10月13日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・丁寧なかかわりについて 

人権チェック 

丁寧なかかわりとは 

11月10日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・リスクマネジメント研修 

マニュアルの再確認を行う 

嘔吐処理、保育中のけが、ロールプ

レイ）  

12月15日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・エピソード研修 

ポートフォリオから読み取れる子ど

もの育ち 

1月12日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・今年度の振り返り 

振り返り 

今年度に実践した行事を振り返る 

2月 18:00～20:00 策定会議 

アクションプランを立てる 

事業計画を理解し、次年度の目標を

立てる 

3月 18:00～20:00 策定会議 

次年度計画、プロポーザルを基に、

子どもたちに経験させたい行事を話

し合う 

 

エリア研修予算内訳（２園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 自園負担額 

6月 9000円 

交通費（石川⇔前原） 

 

360×25 

 

園交換研修 

〈目的〉 

自園の保育を振り返る 

２園の職員との交流を図る 

7月8日 9000円 交通費（石川⇔前原） 

 

360×25 

 

2園合同研修＠前原 

1 1月1 1

日 

9000円 交通費（石川⇔前原） 

 

360×25 

 

2園合同研修＠石川 

合計 27000円    

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 
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法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年2回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成

計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

する。 

 

 

園内若手・中堅研修 

若手の経験に沿った研修、中堅の経験に沿った研修をそれぞれ年間４回ずつ行う 

テーマは適宜決めていく 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

散歩や商店街ツアーなどの基本活動の際に地域の方との挨拶や交流を大切のしながら、異世代交流

やシルバー交流、子育てサロンの開催をする 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：前原公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人ホーム訪問、ボランティアや行事を通した学生との交流 
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異年齢交流 幼稚園や小学校との交流 

地域拠点活動 地域子育てサロンの開催 

銭湯でお風呂の日 実施なし 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

小学校入学に向け期待や見通しが持てるようにする 

また、幼児期から自動期以降も育みたい資質・能力の３つの柱「知識及び技能」、「思考力、判断

力、表現力」、「学びに向かう力、人間性等」の基礎を園生活における生活や遊びの中で育みながら

学校とのスムーズな連携を進める 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

9月頃 
高江洲小学校 

赤道小学校 
24名予定 

高江洲小校庭での交

流 
子ども間交流 

1月頃 
高江洲小学校・赤道小学

校・中原小学校 
職員 連絡会開催 職員間交流 

2月頃 
周辺地域入学先小学校１

年 
24名予定 お招き会参加 職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

個々にとって無理のない目標を計画していく 

毎月の振り返りを行いながら、個々の姿に合わせ、柔軟に計画を修正していく 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：4名予定） 

個別記録を基に、振り返りと今後の見通しを持つ機会を設ける 
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進級引継、および、小学校への引継 

保護者、小学校、保育園が連携しながら、細かな様子を引き継ぐ 

また、園での様子を見に来てもらう機会を設ける 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（木）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（木）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：前原公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年7月21日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：15時00分 

自己評価実施予定者：アイオメス美和、関裕次郎 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 園や保育園で大切にしていることを、自分の言葉で保護者や地域の方に

伝える 

振り返り 自分の言葉で園、保育で大切にしていること 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・保育者一人ひとりが基本活動や日課の意味を理解し、子どもの気持ち

に寄り添った柔軟な保育が展開されている 

・整理整頓され、すっきりと清潔感のある保育園 

重点施策 ・定期的（日、週、月）な会議の開催により振り返り 

・基本活動・日課への理解を深め考えるための研修実施 

・美化係の設置、チェック表の作成と活用 

2024年度 目指す姿 ・保育者一人ひとりが自信と自演の強みを感じ、今後の方向性を全員が

共通理解できる 

・地域の方や学生との交流が盛んな保育園 

重点施策 ・MBOによる自己評価や個人面談の実施及びワークシートの活用 

・学校訪問を実施し、実習やボランティア、交流の提案 

2025年度 目指す姿 ・保育者一人ひとりが共通の方向を向きながら、やりがい楽しさを感

じ、職業や職場に愛着を持っている 

・子ども、保護者、地域の方が楽しく、安心して集える温かい保育園 

重点施策 ・スタッフの定着率上昇 

・NPS数値の上昇 

・地域や保護者、学生との交流機会の増加 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：前原どろんこ保育園 施設長 アイオメス 美和 
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２０２３年度 石川どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 基本方針 
２０１７年度保育所保育指針にのっとったうえで、法人理念に沿った保育の実践を目指す。 

 

保育理念・・・「にんげん力。育てます。」 

保育目標・・・「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

法人理念を柱とし、園児・保護者・地域・行政・保育者が相互的かつ協同的にかかわりあえるように

努め、地域に根付いた保育を実践していく。 

 

＜目指す子どもの姿＞ 

「やりたいこと」にあふれ、挑戦と失敗を楽しめる子ども 

思いやりの気持ちと感謝の気持ちを持つ子ども 

 

＜目指す保育者の姿＞ 

子ども主体の保育の実践のために「チーム保育」で取り組む 

子どもも大人も成長を感じられる施設運営「成長を楽しむ」 

 

「異年齢保育・インクルーシブ保育」の意味を保育者は理解し日常の中の子どもの育ちを意識し 

「食にまつわる環境教育の実践」では地域性も含め食材や食の循環・環境への意識を育み 

「小１を知る」ことで幼少期に身につけるべき力を小１から逆算して計画及び実施する。 

 

そのために園は「保育の質の向上に向けた職員育成と研修の充実」を図り、保育者は個々に資質の向

上及び専門性の向上に努め、個々の「得意」が活かされる保育の展開をめざす。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

１ 計画・ねらい 「原点回帰」 

法人の保育の基本活動である異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくら

んぼリズム体操・散歩９時出発・ヤギと鶏の世話・畑仕事・裸足保育・縁

側給食・商店街ツアーなど、職員は子どもたちに経験させる意味を理解し

た上で実施する。 

実践予定内容 保育所保育指針、保育運営マニュアルを活用した学びを園会議、リーダー

会議、フロア会議、クラス会議へと連続性をもって共有する。 

園内での保育観のすり合わせをすべてのスタッフ間で行う。 

２ 計画・ねらい 「子どもど真ん中」の子ども主体の保育の実践 

実践予定内容 年間・月・週・日案すべてにおいて「子どもど真ん中」の子ども主体の保

育になっているかを常に意識して計画・実践する。 

園長・主任・リーダーは計画から日々見直し、スタッフ全員が同じ意識で

子どもの成長のための方向性を目指す。 

３ 計画・ねらい 考えを形にする、失敗も認めあい自己肯定感を育む人的・物的環境の整備

を「チーム保育」として行う。 

実践予定内容 子どもも大人も共に積極的に挑戦し、安心して失敗できる環境を作り上げ
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る。「環境」「音楽」「造形」「運動」の係に分かれ、年間を通じて子ど

もの姿に寄り添った保育計画を「チーム」で作成・実践・振り返りを行

う。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

１ 計画・ねらい 共に考え、共に育てる仲間となる 

実践予定内容 朝夕の受け入れ時の丁寧な受け入れに加え、すべての保育者がすべての子

どもについて語り、すべての保育者と話題を共有することを目指す。 

そのために、チャットや画像も利用し「大切な子どもたち」の情報を朝

礼・昼礼・クラス、フロア、フリー会議で議題に上げ姿を共有し育ちを話

し合う。 

２ 計画・ねらい 保育活動の見える化（デジタル・アナログツールの活用） 

実践予定内容 「うちのこアプリ」の活用や、園内掲示で日々の子どもたちの活動内容を

保護者にしっかりと「伝える」ことを意識する。 

毎日のクラスごとのタイムライン。 

毎月壁新聞、週一ポートフォリオを作成する。 

３ 計画・ねらい 保護者の不安や悩みを受け止め対応を行い、安心して預けられる施設とな

る。 

実践予定内容 小さな子どもを抱えて仕事をする大変さを保育者はまず理解する。 

保護者と保育者の丁寧なコミュニケーションを通して、大小様々なご意見

や問題点を拾っていく。 

ご意見は保育を見直す最大のチャンスととらえ、自らを振り返り誠意をも

って対応する。 

保護者懇談会の7割参加、個人面談を全員に実施することを目指し、各ク

ラス計画的に声をかけていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

１ 計画・ねらい 地域の親子も含めた子育て拠点となる 

実践予定内容 青空保育や自然食堂、芸術学校・自然学校などの活動の参加率を上げ、ど

ろんこ会の保育に触れることで園として目指している保育理念に触れても

らい、何が子どもたちに必要であるのかを共に考え共に育てる仲間となっ

ていく。 

ちきんえっぐは①沖縄生まれ沖縄育ち向け②転勤・移住者向けの2本柱と

し、参加家庭年間100家庭を目指す。 

園のＨＰや外部に向けた掲示、市役所の案内も活用する。 

２ 計画・ねらい 一時保育・病後児保育事業の円滑な運営 

実践予定内容 需要の高い乳児の一時保育をスムーズに行える職員配置を行う。 

問い合わせ、利用前面談、当日の受け入れに何の情報が必要なのかをすべ

ての保育者が理解し説明できるようにすることで、希望者の利便性と安心

感を上げていく。 

３ 計画・ねらい 子育てスキル講座の開催 

実践予定内容 子どもに関する悩みや疑問を地域の保育者と園とが共有し、一緒に考える

場と機会を用意する。 
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次世代を担うスタッフ育成  

１ 計画・ねらい 保育所保育指針と保育品質マニュアルを学び保育者の質を上げる 

実践予定内容 1年を通じて学ぶテーマを意識する。（具体的な計画は7職員計画参照） 

日々の保育との紐づけ作業も行い、保育を理論的に語れる集団を目指す。 

２ 計画・ねらい 個々のＭＢＯの設定と取り組み 

実践予定内容 保育者は面談や前年度の振り返りから個々の目標を設定し通年で取り組む

テーマを決定する。 

計画は全職員にも共有され、自主勉強会への参加や開催、昼礼や園会議で

の講師を行う機会を持つ。個々のスキルアップこそ園全体のスキル向上に

つながると考え、自らの得意を意識し伸ばす。 

個々のＭＢＯについては月1回のショート面談を実施し、継続的に振り返

ることで目標を明確化していく。 

３ 計画・ねらい 保育者の「にんげん力」も育てる 

「チーム保育」の実践 

実践予定内容 指示されて動く、注意されて改めるのではなく子どもたちに求めている

「自分で考える力」「好奇心や探求心」を保育者が率先して行っていくこ

とで子どもと一緒に保育者もより良く育つ意識を持つ。 

期日などの基本的なことを自ら守る意味を考え、保育者が「チーム」で実

践していくために、役割分掌を明確にする。 

 

 

環境実施目標 

１ 計画・ねらい 「見守る」「やって見せる」 原体験を組み込んだ主体的な保育の実践 

実践予定内容 活動の中で生まれる子どもたちの主体的な意欲を汲み取り、原体験につな

げていく。保育者は時には見守り、時には先頭となり一緒に成功と失敗を

経験することで子どもたちも安心して挑戦できる環境を作る。 

２ 計画・ねらい 豊かな自然環境も最大限に利用し「科学する力」につなげていく 

実践予定内容 沖縄においての「季節の変化」を自然から汲み取る。 

例えば乳児期の空を見上げる経験から、幼児期には雲の色・形や風の変化

を保育者が一緒に発見や調べることにつなげていくなど、自然の中にあふ

れているたくさんの不思議の種を子どもと保育者が一緒に楽しんでいく。 

３ 計画・ねらい 沖縄の「美ら海」と自分たちできることを考える 

実践予定内容 サンゴの白化、海洋ごみ問題などを、散歩やごみ拾いを活用して子どもた

ちでもできることがないかといった切り口で考えることで、食べ残しを減

らし、ゴミを出さない生活を考えていく。 

 

 

伝統を大切にしながら興味の幅を広げていく（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

１ 計画・ねらい 沖縄の伝統的な文化や風習に敬意をもって学ぶ機会を持ち、継承する責を

子どもたちと保育者が担っていく。 

実践予定内容 エイサーや組踊り、三線などの伝統文化だけでなく、沖縄ならではの行事

の由来を理解し、地域交流も含め保育活動にも組み込んでいく。 

全国に系列園があることを「資源」と捉え、ＷＥＢなども活用し間接的に
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子どもたちが他地域の文化や風習に触れる機会も積極的にもち、沖縄の魅

力を自ら発信しながらも子どもたちの興味や関心を他県や世界に広げる起

点となる。 

２ 計画・ねらい 伝統の食文化を行事と合わせて触れる機会を持つ 

実践予定内容 沖縄の独特な食文化を子どもたちと調べ、使用する食材を畑で育てるな

ど、食の循環や環境への意識を意識した保育を実践する。 

給食残渣を前年比の50％削減を目指す。 

３ 計画・ねらい 沖縄戦の歴史に触れる機会を持つ 

実践予定内容 通学先となる宮森小学校の戦闘機墜落事故を通じ平和について考える 

子どもそれぞれの平和や幸せについて考える時間を持つ 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 
児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 18人 18人 24人 24人 24人 120人 

 

 

開所時間 
７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 
保育士 18人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

        

パート 

スタッフ 
保育士 1人 補助 0人 調理 1人 事務 1人 

用務 1人        
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 運営方針 
  

 施設内会議の開催（勤務時間内） 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園の課題・情報共有・討議事項（園内研修含） 

給食運営会議 月1回 離乳食進捗状況・アレルギー確認、喫食状況確認 

保健会議 月1回 緊急時対応勉強、感染症などの情報共有・予防 

ケース会議 月1回 要支援児についての情報共有・検討 

リーダー会議 週1回 園長・主任・リーダーによる報告・連絡・検討 

クラス会議・フリー会議 週1回 保育計画と振り返り、園児ごとの検討 

週会議 週1回 全クラスによる報告・連絡・検討 

事故防止委員会 月1回 他園・自園の記録から危険予測をする 

 

 

法人指定施設外会議への参加（勤務時間内） 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人内統一の議案の共有・意見交換 

施設長勉強会 月1回 施設長のスキルアップを目的とする 

食育会議 年4回 施設長及び栄養士・調理師 今後の方針の検討 

保健会議 年4回 施設長及び看護師 今後の方針検討 

主任・ミドル会議 月1回 主任及びミドルリーダーのスキルアップを目的とする 

子育ての質を上げる会議 月1回 職員のスキルアップを目的とする 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 身体測定、健康診断、歯科検診などの実施。園内の衛生管理・清掃及び

それにかかる備品類の管理・発注。感染症予防。 

安全対策係 避難訓練及び消火訓練・防災自主点検の実施管理。 

救命講習実施。施設内外の設備点検及び事故防止点検の実施 

防火管理者 消防計画の作成。それに基づく各種訓練の実施報告 
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食品衛生責任者 給食食材及び提供食材の衛生管理と在庫状況の把握 

畑・生き物係 畑状況の管理・計画の見直し。用具類の管理及び補充 

飼育動物の健康管理及び飼育環境の整備 

地域係 地域住民・自治体との対外的な窓口業務管理 

ちきんえっぐ活動の実施及び報告書の作成 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 地域や保護者と共同的に準備・進行を行う 

運動会係 地域や保護者と共同的に準備・進行を行う 

生活発表会係  

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

月齢・育ちに配慮し、個々の欲求を受容しされることで身近な大人と

の信頼関係を築き、心身の安定を図る。 

好きな遊びを十分に楽しみ、健康に安心して園生活を送れるようにす

る 

下半期 

0～1歳児 

一人遊びを十分に楽しみ、他者との関わりも持つ中で自我が形成され

るよう、環境を整える 

事故防止に努め、自発的な活動を促していく 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

自然と触れ合う中で豊かな感性や認識力・思考力及び表現力を養う 

自己を十分に発揮し、活動を通して達成感や自己肯定感を持てるよう

に配慮する 

下半期 

2～5歳児 

自分の気持ちや考えを自分なりの言葉で表現することの大切さを知

り、共同性や社会性を身につけられるようにする 

保育参加 ４～３月 希望保護者による保育参加／参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 
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年間行事計画 
・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

１ 計画・ねらい 食べることの楽しさや感謝の気持ちも育み伝えていく 

実践予定内容 子どもと食事を共にすることで言葉に頼らず行動でも表現し伝えていく。 

作る、触れる、味わうなどの食育体験をすべての年齢において計画的に行

うことで、食事になるまでの流れや携わった人への感謝の気持ちを持てる

ようしていく。 

空腹感を感じ、意欲的に食事を摂れるような活動を保証する。 

２ 計画・ねらい 食材・食の循環を知る直接体験をする 

実践予定内容 自ら栽培したものを口にすることで、自然や命への興味関心を持つ。 

また、行事食・郷土食にも積極的に触れ合う機会を持つ。 

落ち葉やヤギの糞や残菜などから堆肥を作り、園での畑仕事に組み込むこ

とで、栽培から収穫や加工までの流れを子ども自身が体験し食の循環を考

えるきっかけとする。 

配膳をすることで自分の食べられる量を知り、残食を減らす（前年比5

0％）、きれいに食べることの意味を子どもと保育者は一緒に考えてい

く。 

３ 計画・ねらい 個々の子どもの発達を理解し適切な援助を行う 

実践予定内容 家庭との連携を図りながら、保育士・栄養士・看護師などの全職員がそれ

ぞれの専門性を活かして関わる。 

発達に応じた食事形態での提供、安全な食事の提供と介助が行える知識を

持つための研修の実施と受講。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（5月･10月） 

歯科検診 年2回（6月･11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導･取組等 
規則正しい生活習慣の獲得にむけた働きかけ 

手洗い･うがいの敢行､歯磨き指導､栄養の話 

流行が予測される感染症 
通年･･･新型ｺロナウイルス・インフルエンザ 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導､定期的な換気と消毒の実施 
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7月頃･･･胃腸炎 

10月頃･･･アデノウイルス・手足口病など通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導､定期的な換気と消毒の実施 

 

発作･痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･0名より預かり済み/ 

 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在21名が､研修受講し､修得済み 

未受講の新入職員7名については3月31日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

(AED設置施設のみ) 

本日現在21名が､研修受講し､修得済み 

未受講の新入職員7名については3月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため､うがい指導･手

洗い指導を行う｡また消毒･換気を徹底する｡ 

2か月に一度の看護師による保健･衛生指導の実施｡ 

｢早寝早起き朝ごはん｣活動への参加 

 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回/4・7・10・1月の25日  

事故防止チェック 年4回/4・7・10・1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6・12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 

不審者侵入訓練 年2回/6・12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回/5・11月 

衛生管理 衛生管理点検表/毎日 毎日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表/毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿/毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回/4・10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 
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児童健康診断 内科健診 年2回/5・10月 

歯科健診 年2回/6・12月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回/4・10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

１ 計画・ねらい 必要なものだけがある保育施設を目指し、掃除や管理の行き届いた保育

環境を提供する。 

実践予定内容 衛生管理に配慮し園舎内外の清掃を行う。 

環境係が中心となり、清掃の意義を理解し率先して実行することで、子

どもたちへも気持ちよさを伝えていく。 

２ 計画・ねらい 日々の遊びの中に子どもの育ちがあると考え、自由度の高い遊具の作成

を保護者と協同で行う。 

実践予定内容 意図的な環境設定・環境構成を整える。 

遊びが限定される遊具ではなく、自由な発想で使える棒や板などの素材

を安全に管理し提供できるようにする。 

材料は建築現場などから譲り受け、危険がないように毎日の確認と定期

的な入れ替えを行う。 

３ 計画・ねらい 子どもたちが常に主体性をもって遊びを選択できるような環境を整え

る。 

実践予定内容 目的を持った複数の戸外活動の準備や、室内遊びを好む子どもへの遊び

の保証を考える。 

保育者は子どもたちの「今」に必要なことを考え職員全員で共有し、

週・月での遊び方を工夫し変化させていく。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 
手作り遊具・家具一覧 

Ｎ

ｏ 
遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

１ ジャグ用テーブル 縁側 毎日 

２ ブロック用テーブル 幼児室内 毎日 

３ ベンチ 園庭 毎日 

４ 平均台 園庭 毎日 

５    
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

１ 実践予定内容 防災…危機管理マニュアルに則り、毎月の訓練を通して日頃より職員が緊

急時の対応を身につける。対応フローチャートの活用 

 

２ 実践予定内容 怪我・事故防止対策…危機管理マニュアルに則り、安全点検の実施を行う 

３ 実践予定内容 怪我・事故発生時には対応フローチャートの活用。安全教育、ＳＩＤＳ防

止研修の実施。 

４ 実践予定内容 事故防止委員会で怪我・事故の検証と防止策検討。 

５ 実践予定内容 不審者対策…年2回の不審者侵入訓練により、緊急時の対応を身につけ

る。 

６ 実践予定内容 発生フローチャートの活用。職員の笛携帯、登録者のみへの引き渡し徹

底。 

７ 交通安全教室 5月予定 警察も招き交通安全について学び安全な戸外活動につなげる 

８ 実践予定内容 ＰＭ2.5対策…沖縄においては戸外活動時の注意喚起値設定されている

為、気象庁・自治体発表の値を確認し、基準値を超えた場合は戸外活動の

制限を検討する。（35マイクログラム） 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 
未来の同僚となる保育士育成の観点より、実習生・中高生の受入は積極的に行う。一人ひとりの様子

に合わせ、温かく思いやりのある対応を心掛ける。また、職員は自分自身の保育の見直しの機会と捉

え、保育内容の向上に役立てる。 

１ 実践予定内容 中高生の体験学習の受入／保育養成校の学生の実習受け入れ／一般およ

び学生の各種ボランティアの受け入れ 

前年度まで築いた関係を良好に保ち、養成校・近隣小中高校への訪問を

継続する。 

２ 実践予定内容 若手保育者を学生担当につけより親身になった指導を行い、その保育者

担当としてリーダーをつけ、指導の在り方の確認と保育者自身の保育の

見直しを行っていく。 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②人権チェック 

③保育における「人権」と

は 虐待の定義について 

④「命」を守る仕事の自覚

を持つ 

②保育における「人権」についてチ

ェックシートを使い改めて考える

（山田慶子） 

③④園長大学・保育士大学の講義を

活用し、「命」を守る仕事の自覚を

新たにする（瑞慶山美恵子） 

5月12日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②「保育環境」とは 

②園長大学・保育士大学の講座を活

用し、自園の「保育環境」を考えて

みる（前泊瑞乃） 

6月9日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②「日課」の意味 

③水辺のリスクマネジメン

ト 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、日課について考えてみる（片

本尚美） 

③プール目前 保育者の動き、注意

点を整理する（玉城真穂） 

7月14日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②「インクルーシブ」につ

いて 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、どろんこ会の「インクルーシ

ブ」「異年齢保育」について考えて

みる（比嘉沙耶） 

8月11日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②「乳幼児期に育みたい

力」とそのために何が必要

か 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、子どもの主体性を活かした保

育について考える（森 美咲） 
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9月8日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②半期振り返り 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、子ども主体の保育ができてい

るかを振り返り、課題を探し、下期

につなげる（山田千秋） 

10月13日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②人権チェック/保育を見直

す 

③食の循環について 

②自分の保育を改めて見直そう（渡

邊淳紀） 

③園長大学・保育士大学の講義を活

用し、食への興味関心、循環につい

て考える（座喜味真央） 

11月10日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②保育を楽しむために 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、「楽しい保育」を考える（玉

城茉莉） 

12月8日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②「小1への接続」に必要な

こと 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、幼少期に大切な育みたい力は

何かを考える（木田美咲） 

1月12日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②再「遊び」について 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、子どもの姿に会った遊びと環

境について考えてみる（新垣亮太） 

2月9日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②あと1か月で身につけさせ

たい力と方法 

②園長大学・保育士大学の講義を活

用し、子どもたちの「今」に保育者

ができることを見つける（幼児担

任） 

3月8日 
18：00～20：

00 

①コンピテンシー自己採点 

②1年の振り返り 

②1年の振り返りを通して課題を見つ

け、自分の強みと弱みを整理する。 

 

 

エリア研修予算内訳（沖縄２園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 自園負担額 

6月      9000円 

 
交通費（石川⇔前原） 

360×

25 

 

2園交換研修 

＜目的＞ 

自園の保育を振り返る。２園の職

員の交流を図る。 

7月8日 9000円 

交通費（石川⇔前原） 

360×

25 

 

2園合同研修＠前原 

1 1月1 1

日 
9000円 交通費（石川⇔前原） 

360×

25 

 

2園合同研修＠石川 
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合計  27,000円    

 

 

外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

施設長勉強会 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

園長大学®・保育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学®・保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

デンマークインタ

ーンシップ 

希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

園内委員会の設置 
活動の意味を理解して保育を展開することで保育内容の質を向上させるために「環境」「音楽」

「造形」「運動」等の委員会を設定する。保育者は策定会議において自らの所属を選択し、１年と通

じて考え学び、その内容を他者と共有していく。 

各委員会の中でリーダーを選出し、毎月会議で保育計画、振り返りを行う。 

環境委員会 保育にまつわる環境についての年間・月間計画・実践・振り返りを行う 

同内容に関する自主研修会の実施 

音楽委員会 音楽に関する年間・月間計画・実践・振り返りを行う 

同内容に関する自主研修会の計画と実施 

造形委員会 造形に関する年間・月間計画・実践・振り返りを行う 
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同内容に関する自主研修会の計画と実施 

運動委員会 運動に関する年間・月間計画・実践・振り返りを行う 

同内容に関する自主研修会の計画と実施 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 
地域に受け入れられ愛され育つ実感をもてる日々のために、職員は積極的に地域との交流を行う。 

未就園児家庭との交流をより積極的に行うために、ちきんえっぐ活動を市役所、公民館、児童館へ

の広報活動を担当者中心に行う。 

ちきんえっぐ活動は①沖縄生まれ沖縄育ち向け②移住・転勤者向けの二本柱とし、それぞれのニー

ズに応えられるよう年間計画を作成する。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：前原西公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ここいちうるま、ひまわり、愛の花などの高齢者施設との交流を各

学年定期的に行っていく。 

小中高校生の体験学習受け入れ 

異年齢交流 他園交流（学童施設含む） 

小中学校訪問 

地域拠点活動 ちきんえっぐ 

どろんこ祭り 

地域行事への参加（夏祭り、餅つきなど） 

銭湯でお風呂の日 実施予定なし 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 
以下計画について、小学校と相談・協議を４月１日（木）より開始する。 

開園４年目となり、近隣小学校との連携もしやすくなってきた。まずは卒園児へのアプローチとし

て小学校へ訪問の関係を作り、そこから保育園と小学校との連携についての学びの場を提案してい

く。また、連携小学校に限らず、保護者の小学校教員にも協力を依頼し、新学習指導要領の理解のた

めの講座開催を目指す。 
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具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を２月２８日（火）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画（会場） 目的 

5月頃 うるま市保幼小連携会議 1名 進学先学校 職員間交流 

9月頃 小学校・保育園 職員 学習指導要綱勉強会 職員間交流 

10月頃 各近隣小学校お招き会 24名予定 進学先学校にて交流 子ども間交流 

1月頃 うるま市保幼小連携会議 2名 進学先学校 職員間交流 

2月頃 各近隣小学校お招き会 24名予定 進学先学校にて交流 子ども間交流 

2月頃 各近隣小学校申し送り 2名 各進学先小学校 職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 
保護者と保育者で連携し子どもを取り巻くすべての大人が子どもの現状や育ちを共有する。 

インクルーシブ保育を実践する中で子どもの「いきる力」をどのようにつけていくかを共に考え

る。集団の中での育ちと関りに加え、個別な配慮や対応が必要な場合は計画と現実の整合性を振り返

りつつ、常に子どもの「今」に合わせた計画を立案する。子どもも保護者も安心して過ごすことがで

き、共に育てる「仲間」となる。 

放課後デイサービス等の利用者に関しては、各機関との情報共有のための機会を自園が中心となり

毎月設けることで、保護者と各施設が情報を共有し子どものより良い育ちのための体制を作る。 

 

 

毎月のケース会議開催 
（４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 

４～３月毎月の計画を立て 年１２回開催予定 参加者：園長・主任・看護師・担任など 

子どもの姿の共有と保育の振り返りと次月に向けた関りについて。 

毎月の施設間での情報共有に加え、必要に応じて保護者や専門機関、関係機関とも連携する。 

 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 
安心して進級・進学できるように必要な情報の開示及び交流を積極的に行う。 

行政・相談員・利用施設担当者・保育者との連携会議を年に２回開催し、十分な支援計画のもと保

育を行い、情報共有をおこなうことで進級・進学へつなげていく。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9：30～16：30 

子育て相談 （月）～（土）13：00～16：30 

自然食堂…親子ランチ交流 隔週（水）10：00～12：00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
隔週（木）10：00～12：00 

勝手籠設置 （月）～（土）7：00～20：00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：前原西公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 
受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 
２０２３年８月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１２時００分 

自己評価実施予定者：施設長・保育士・看護師・栄養士・調理師 

 

 

利用者アンケートの実施 
施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 ３カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 個々の個性の受け止めと関わり方を学び、保育に活用する。 

選択性の主活動の実施。目的をもって遊びを展開できる環境を作る。保

育実践の振り返りと共に理論での裏付けを説明できるようになるための

職員の学びの設定。個人目標に沿った研修受講。  

どろんこサポーターとの計画を作成し、子どものため活動する土台を作
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る。 

積極的に地域へ園を開放し、関りを持っていく。 

振り返り 保育者主体の考え方や関りを完全になくすことができず、子どもの気持

ちに寄り添ったと言い切れない部分が多々あった。 

園内研修において各スタッフが講師を務める取り組みは、自分の保育を

振り返る機会ともなり、有益であったが、個々の研修受講に関しては十

分とは言えず、学びに向かう姿勢に課題が残った。 

ほほ初めてとなるどろんこサポーターについてはメンバーの収集に苦戦

したが、行事を通して活動のイメージも見えたため、次年度につなげて

いく。 

 

 

当年度以降の３カ年計画 

2023年度 目指す姿 子どもたちの「やりたい」を形にするための環境を整え、夢中になっ

て遊ぶ子どもたちがあふれる園となる。 

日々新たな挑戦を楽しみ、個々の人権と意思が尊重される保育園とな

る。 

保護者はもとより地域の信頼を得られる園となる。 

重点施策 選択制の主活動の実施。年長児がまず活動を理解し自ら選択できる

ようになる。 

個々の特性を理解し、それぞれに合ったかかわり方の学びと環境設

定を行うために、委員会を軸として計画を立て実践する。 

子どもたちの「やりたいこと」にあふれ夢中になって遊ぶ毎日のた

めに保育者は子ども主体の保育を園長大学・保育士大学などのツー

ルを大いに活用し学び、実践につなげていく。 

2024年度 目指す姿 子どもたちの「やりたい」が形となり、創意工夫して遊ぶ子どもの

姿がいたるところで見られるようになる。 

保育実践記録の公開や研修の開催。 

保育内容が評価され、地域の保育観に一石を投じる存在となる。 

重点施策 選択制の主活動の実施。その先導を幼児が行えるようにしていく。 

個々の特性を理解し、それぞれに合ったかかわり方の学びと環境設定。 

子どもだけでなく保育者のにんげん力もあげるために「好奇心」「探求

心」をもって学ぶ機会を自ら計画し、学びを深める。 

子どもも保育者も一人の人として大切にされることを理解し、「人権」

について学びを続ける。 

子ども主体の保育の評価は地域の保育へ大きな影響を与えることとな

る。開園からの記録を公開し、根本的な保育を地域で考えなおす機会を

園が中心となり企画していく。 

2025年度 目指す姿 「にんげん力」が育ち、「いきる力」に溢れる子どもたちと保育者

がいる保育園となる。 

保育内容が評価され、「選ばれる園」となる。 

重点施策 様々な体験活動を通して子どもたちは「いきる力」を獲得していく。 

教えられた知識だけでなく、子ども自らの体験に基づく学びは一生の宝

となる。 
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小学校との連携でも子ども主体となるよう園から交流会、勉強会の働き

かけを行い、協力関係を築く。 

保育者は体験活動の意味と必要なものは何かを考え続け、子ども主体の

保育の展開から地域の保育を変えていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：石川どろんこ保育園 施設長 加藤 直子 
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２０２３年度 馬場どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
子どもたちの「生きる力」を育てます。 

私たち保育者の役割は、変容していく社会に柔軟に対応し、社会の一員として生き抜いていく力を育

てることと考えます。子どもたちが未来を切り拓いていくためには、認知能力だけでなく、幼少期の

非認知能力の獲得が不可欠です。異年齢保育を中心に、仲間と協力し合ったり、時には葛藤したりす

るなどの経験を積むことで、「目標を達成する力」「他者と協力する力」「情動を抑制する力」を育

み、自分で考え行動する思考を構築していきます。私たち保育者は、子どもたちに指示をするのでは

なく、モデルとなり仲間となることで、子どもたちを主体的な体験に導き、非認知能力を育てていき

ます。そして子どもたちは、自身が主体となり人と繋がり未来を創造していきます。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施 

実践予定内容 戸外活動9時出発・午前午後2回散歩・畑仕事・生き物の世話・長距離散歩 

朝の日課8:15～12:00をめいいっぱい活動し日課・基本保育活動を行う。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 １．畑仕事を実施し、3大食育方針を推進しその記録を社外に広報する。 

２．子どもが自らの体験を通して食材や食の循環・環境への意識を身に付

ける活動の実行 ①糞・ゴミの堆肥化 ②種まき、間引く、獲る ③命を

いただく（捌く、解体する、焼く、食べる） ④加工する＝梅・味噌・た

くあん・梅干し・ケチャップ・マヨネーズ等 

3 計画・ねらい 小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行 

実践予定内容 ・実際に小学校1年生の授業を施設長・主任・リーダー・幼児担任を始め

スタッフは自分の目で見て、全体的な計画の「おおむね6歳」で就学準備

を見据えて内容を工夫する。 

・「5歳児と1年生の年間連携計画」を軸に、各自治体・教育委員会・小学

校長へ働きかけて生きる力をより具体化し、教育課程全体を通しての育成

を目指す。 

・園児と児童の子ども間の交流を年2回以上で計画・実施して他社との協

働の重要性を実感する。 

・スタッフ間交流を年2回以上で計画・実施して子どもが主体的な判断の

下に行動し、自立した人間となるように意見交換をしていく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 園での子どもの姿や日々の成長を保護者に共有 

実践予定内容 保護者向けにドキュメントやエピソード記録、またブログや動画公開等で

自園活動の共有を行う。 

2 計画・ねらい 保育者と保護者におけるコミュニティ内外のコミュニケーションを推進、
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目指す保育の共通認識、共通理解 

実践予定内容 保育参加キャンペーンや保護者個人面談の強化月間を設け、互いの子育て

観を知り合う機会を多く提供する。 

3 計画・ねらい 保護者の子育てを実践する力の向上に向けた支援活動 

実践予定内容 公開子育てスキル講座や、施設長による子育てについての講義（園内での

自由参加型動画視聴）等を実施する。 

4 計画・ねらい 食育相談会開催 

実践予定内容 食育相談会を実施し、保護者の離乳食や食に関する相談を受け付け、栄養

士による支援活動を行う。 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 地域行事への参画 

実践予定内容 地域との積極的な連携及び協働を図ると共に、子育て支援に関する地域の

人材と積極的に連携を図るよう努め、地域との一体化を目指す。 

2 計画・ねらい 地域子育て支援の拠点としての確立 

実践予定内容 開始から3年目となる「馬場どろんこ新聞」を今年度も作成、子どもたち

と共に地域に配布する。自園の取り組みや日々の保育を積極的に地域に発

信することで広く自園を知ってもらい、地域の方々と交流を深めながら、

地域子育て支援の拠点としての確立を目指す。 

3 計画・ねらい 孤立しない子育てへの支援 

実践予定内容 地域の乳幼児の親子が集うコミュニティの拠点となるよう、ちきんえっぐ

の取り組み等をブログ等に掲載し、園のリアルな活動を地域の親子に発信

することで、地域に開かれた子育て支援を目指す。 

4 計画・ねらい 地域の子育て支援施設との連携 

実践予定内容 地域の子育て支援施設の利用者に対しアナウンスをし、食育相談会を実施

し、栄養士による支援活動を行う。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 主体的な学びの習慣 

実践予定内容 園会議内で読書の時間を設け、感想文作成の機会を設けることで、主体的

な学び習慣の動機付けを行う。・園長大学®・保育士大学研修受講表の運用

等で、主体的な自己研鑽の習慣を身に付ける。 

2 計画・ねらい 「接遇」理解と共通認識 

実践予定内容 相手の立場を想像した丁寧な保護者対応を目指し、園会議にて接遇をテー

マに、レクチャーやディスカッション、ロールプレイングを実施。 

3 計画・ねらい スタッフが講師となる園内研修の実施 

 実践予定内容 毎月交替でスタッフが、研修の企画、学び、資料作成、講義という一連の

工程に挑戦する。最後まで諦めずにやりきるという成功経験を積むこと

で、人間力を向上させ質の良い保育を目指す。 

アクティブラーニング中心の研修を行い、スタッフ間の相乗効果を発揮さ

せ、園全体の人材成長に繋げていく。 
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環境実施目標 

1 計画・ねらい 園庭改良 

実践予定内容 植樹を行い、緑の豊富な園庭を作ることで、小さな園庭であっても十分に

自然に触れられる環境を構築し、子どもたちにとっての身近な自然体験の

場となるようにする。 

2 計画・ねらい 畑活動の充実 

実践予定内容 積極的に畑活動を行い、活動の記録を発信する。残食を利用した堆肥を用

いて子どもたちの労働としての畑活動を充実させ、自然の恵みとしての食

材や食の循環・環境のへの意識、調理する人への感謝の気持ちが育つよう

にする。 

3 計画・ねらい ゾーン保育の実践 

実践予定内容 子どもたちがゾーン体験をし、幸福感・充実感を得ながら集中して遊びこ

める室内環境を保障する。 

 

 

利用者満足度向上 

1 計画・ねらい 1.思いやり 2.誠実さ 3.謙虚さ 4.感謝 を忘れず、おもてなしの心を

込めたサービスの提供 

2 実践予定内容 【挨拶】 

・来訪者が施設に入った時に大きな声で挨拶をしているか 

・手を止め、顔をあげて挨拶をしているか 

【お迎え対応】 

・すぐに保育士が対応に出ているか 

・一日の子どもの様子を保護者に手に取るように伝えようとしているか 

・複数の保護者がお迎えに来た際でも自ら満遍なく声をかけているか 

・待った気がしないお迎え対応ができているか 待たされたと思わせない

仕掛けづくりをしているか 

3 計画・ねらい 保育参加・保護者個人面談のアナウンス強化  

実践予定内容 保育参加及び保護者個人面談のアナウンスを強化、参加者を多く募ること

で、園の保育を知ってもらいオープンな園を目指す。 

4 計画・ねらい 保護者の意見抽出、課題解決による信頼関係の構築 

実践予定内容 利用者アンケートによるマーケティングの実践、保護者のご意見やアイデ

ア共有によるイノベーション実践を強化し、信頼関係を構築する。 

 

 

表現活動の充実 

1 計画・ねらい 毎月のアートの日開催 

実践予定内容 例年、年1回毎に開催していたアートの日を毎月の行事とすることで、子

どもたちの自由な表現活動の場を数多く提供する。大きな窓ガラスに絵の

具を使って自由に絵を描いたり、ダイナミックにボディペインティングを

楽しんだりして、子どもたちの心を動かす表現活動が行えるようにする。 

2 計画・ねらい 年間100曲の歌に触れ、歌う 

実践予定内容 100の曲に触れられるようにする。様々な歌を歌うことで、多様な文化に

触れたり、友だちとの一体感を感じたりしながら、歌の好きな心豊かな子
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どもを育てる。 

3 計画・ねらい 様々な楽器に触れる 

実践予定内容 多様な楽器に触れられる環境を用意し、子どもたちが様々な音色やリズム

に触れることで自分の思いを自由に表出し、表現力を豊かにしたり、運動

能力を高めたり出来るようにする。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 10人  12人 14人 14人 14人 70人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 11人 看護師 1人 栄養士 2人   

パート 

スタッフ 
保育士 4人 事務 2人 嘱託医  2人 アルバイト 1人 

 

 

 

 運営方針 
 

〈 1 〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園運営についての情報共有・園内研修 

給食運営会議 月1回 調理・食事提供の改善案討議 

事故防止委員会 月1回 安全管理についての討議・ルール決め 

ケース会議 月1回 ケース討議、保育・運営方法の共有 
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リーダー会議 月1回 園全体の保育・運営方法の共有・討議 

乳児会議・幼児会議 月1回 乳児・幼児それぞれの保育・運営方法の共有・討議 

 

 

〈 2 〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体の動向共有や運営状況の周知 

施設長勉強会 月1回 運営全般の改善の為のディスカッション等 

食育会議 年4回 保育所における調理員の役割についての教育と討議 

保健会議 年4回 保育所における看護師の役割についての教育と討議 

主任会議 年4回 保育所における主任の役割についての教育と討議 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質を上げる為の教育と討議 

  

 

〈 3 〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 施設内外の破損個所の補修、清掃状況の確認 

安全対策係 避難訓練（地震・火事・不審者）計画及び実施、記録 

防火管理者 防災対策と避難訓練計画実施 

食品衛生責任者 食材の発注及び品質管理 

畑係 農業活動の実践・記録・発信 

生き物係 飼育物の管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 計画及び実施、保護者連携と地域告知 等 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・受動的・応答的な関わりの下で、思いを伝えようとする意欲や、身

近な人との信頼関係を育て、人と関わる力の基礎を養う。 

・身近な環境に自ら関わり、感じたことを表現する力の基礎を養う。 

下半期 

0～1歳児 

・食べる喜びや楽しさを味わい進んで食べようとする気持ちが育つ。 

・自然体験や直接体験を通じて五感を刺激し、生きる力を養う。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・選択制保育や習熟度別保育を実施し、多くの異年齢の友だちと関わ

り相乗効果により成長し合う。 

・自然に直接触れる体験を通じて、豊かな感情、好奇心、思考力、表

現力（歌・音・絵・造形・言葉）の基礎が養われる。 

・健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養う。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢で過ごす中で、自身と他者との違いに気付き、自己表現や葛

藤を繰り返しながら、コミュニケーション力を身に付ける。 

・協力して一つの物を作り上げる経験の中で、協働の楽しさを感じな

がら、感情をコントロールすることの大切さを知る。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 自身で考え選択し食を通じて人とかかわる。 

実践予定内容 これまでの食育の取り組みや口腔発達の知見を活かしつつ、「食べたい時

に食べたい場所で食べたい人と食べたいだけ」食べるという、子どもの意

思決定を基盤とする食育を進める。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 １．畑仕事を実施し、3大食育方針を推進しその記録を社外に広報する。 

２．子どもが自らの体験を通して食材や食の循環・環境への意識を身に付

ける活動の実行 ①糞・ゴミの堆肥化 ②種まき、間引く、獲る ③命を

いただく（捌く、解体する、焼く、食べる） ④加工する＝梅・味噌・た
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くあん・梅干し・ケチャップ・マヨネーズ 

3 計画・ねらい 火の温かさや素晴らしさ、不思議さを感じ、火に親しむ 

実践予定内容 ・焚火やクッキングを通じて火育を行う。・火の取り扱いを学ぶ機会を提

供する。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗いうがい指導（手洗いチェッカー） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

12～1月頃･･･ノロウィルス 

1～2月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ４名については3月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

保護者に向け、感染症に関する予防対策についての案内を掲示 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 
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衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年2回／6･11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 設備的環境に加え、人的環境、時間的環境等、様々な側面から子どもを

取り巻くすべての環境整備を行い、室内・室外ともに子どもが自発的に

関わる環境を設定、自分で考え行動する力、生きる力を育てる土壌を構

築する。 

実践予定内容 大人の目線や観点でなく、子ども自身が選び取り遊び込めるゾーン保育

を基本とする。各ゾーニングのねらいを共有、発信し、記録化してい

く。また子どもの姿を捉え定期的に環境を見直していく。 

2 計画・ねらい 集団社会化理論に基づく保育の実践 

実践予定内容 全てのスタッフが、子どもの自分で考え行動する力は、子ども同士の関

わり合いの中で養われることを認識し保育を行う。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 全保育室 毎日 

2 小上がり 0歳児室 毎日 

3 ウッドデッキ 縁側 毎日 
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4 玩具棚 園庭 毎日 

5 草履箱 縁側 毎日 

6 テーブルセット 園庭 毎日 

7 上着掛け エントランス 毎日 

8 平均台 縁側 毎日 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 年間計画に沿って月1回の避難訓練（地震・火災を想定）実施、及び年2回

アプリへの書き込み訓練実施 

2 実践予定内容 事故防止チェック実施 

 

3 実践予定内容 不審者対策訓練実施 

 

4 実践予定内容 ヒヤリハット事例の共有、検証、再発防止対策実施 

 

5 実践予定内容 法人内の事故記録簿の全スタッフ回覧周知 

 

6 実践予定内容 ハザードマップ（園外・園内・園庭）の作成及び更新 

 

7 実践予定内容 月一回の法人内事故防止委員会会議実施 

 

８ 実践予定内容 月一回の園内事故防止会議実施 

 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次の世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成することは、保育所の重要な社会的責任と

捉え、実習生・研修生の受け入れを積極的に行う。子どもにとっても地域の学生等とふれあう機会は

育つ中で重要なことと考える。また近隣の養成校への訪問も視野に、次の世代を担う保育・福祉の現

場で活躍する人材の育成、開拓に向けて活動していく。 

 

1 実践予定内容 学生向けの園イベントや現地園見学の取り組みをホームページ等で広く

周知し、法人の目指す保育を伝える機会を提供する。 

2 実践予定内容 中高生の体験学習や保育養成校の実習生の受け入れを積極的に行う。 

3 実践予定内容 学生のアイルバイトやボランティアの受け入れを積極的に行う。 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①理念・方針・運営部ミッショ

ン／ケガ・ケーススタディ 

②虐待防止研修 

理念・方針・運営部ミッション・

を共有し、ディスカッションを通

じて、本年度目指す保育について

園スタッフの共通認識を図る 

5月19日 18:00～20:00 
① 接遇研修 

② スタッフ企画研修 

接遇研修を実施し、ディスカッシ

ョンを通じて、接遇の重要性につ

いて園スタッフの共通認識を図る 

6月16日 18:00～20:00 
① 危機管理研修 

② スタッフ企画研修 

危機管理研修を実施し、ディスカ

ッションを通じて、危機管理の重

要性とルールについて園スタッフ

の共通認識を図る 

7月21日 18:00～20:00 
① 読書・読書感想文 

② スタッフ企画研修 

本を読み、読書感想文を作成する

ことで主体的な学び習慣を目指す 

8月18日 18:00～20:00 
① 子どもの人権研修 

② スタッフ企画研修 

子どもの人権研修を実施し、ディ

スカッションを通じて、子どもの

人権擁護の重要性について園スタ

ッフの共通認識を図る 
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9月15日 18:00～20:00 
① クラス別上期振り返り発表 

② スタッフ企画研修 

各クラスによる上期振り返りプレ

ゼンテーションを実施し、下期に

おける保育の質向上に繋げる 

10月20日 18:00～20:00 

① 異年齢保育研修 

② スタッフ企画研修 

③ 虐待防止研修 

異年齢保育研修を実施し、ディス

カッションを通じて、異年齢保育

の重要性について園スタッフの共

通認識を図る 

11月17日 18:00～20:00 
① 食育研修 

② スタッフ企画研修 

食育（食材・食の循環・環境）研

修を実施し、ディスカッションを

通じて、食育の重要性について園

スタッフの共通認識を図る 

12月15日 18:00～20:00 

① 環境構成（人・物・時間）

研修 

② スタッフ企画研修 

環境構成研修を実施し、ディスカ

ッションを通じて、環境構成の重

要性について園スタッフの共通認

識を図る 

1月19日 18:00～20:00 
① クラス別下期振り返り発表 

② 事業計画振り返り 

各クラスによる下期振り返りプレ

ゼンテーションを実施し、来期に

おける保育の質向上に繋げる 

2月 18:00～20:00 
※策定会議 

下期振り返り・次年度に向けて 

 次年度園目標・スタッフ目標設

定 

3月 18:00～20:00 
 ※策定会議 

次年度に向けて 
 次年度行事設定 

3月 18:00～20:00 
※キックオフ会議 

次年度に向けて 

危機管理マニュアル確認・ロール

プレイング実施 

 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施し、進捗確認を行

う。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域交流、世代間交流、異年齢交流等により、子どものコミュニケーション力の向上や実体験によ

る環境への適応能力向上のため、新型コロナウイルスの状況を見定めながら、地域交流を推進する。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：馬場7丁目公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 自治会と連携 

異年齢交流 馬場小学校・近隣保育園 

地域拠点活動 移動動物園・園庭開放・馬場どろんこ新聞 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

馬場小学校を中心に交流を実施。 
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小学校に対し卒園児の引き継ぎ、及び保育要録の作成、提出することで子どもの成長を共有、また小

学校と５歳児交流を積極的に行っていく。小学校教諭との情報交換の機会を作ることで、子どもの成

長を連続的に見通し、保育と教育の垣根を無くして育ちにつなげることを目指す。また新たに小学校

教諭・保育者・保護者の集う会を行い、それぞれの立場で子どもについて語り学び合う機会を設けて

いく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

10月頃 
馬場小学校  

1年生 
14名予定 

運動会（馬場小校

庭） 
子ども間交流 

12月頃 
馬場小学校  

1年生 
14名予定 

協働活動（当園幼児

保育室） 
子ども間交流 

1月頃 
馬場小学校  

1年生 
14名予定 

授業参観（馬場小教

室） 
スタッフ間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

半期に一度を基本とし、園児の状況によって随時行う。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：20名予定） 

園児の状況により開催（対象児童がいない場合は子ども観会議とする） 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

小学校生活の質が高められるよう、保幼小連絡会・保育要録・個別の申し送りを行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（金）9:30～16:30 
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※土曜日は東寺尾どろんこ保育園にて実施 

子育て相談 
（月）～（金）13:00～16:30 

※土曜日は東寺尾どろんこ保育園にて実施 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月1回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（金）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：馬場7丁目公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年１月３１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：13時30分 

自己評価終了予定時刻：14時30分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、クラスリーダー、調理リーダー 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・どろんこサポーターズとの協力体制構築 

・地域行事への参加 

・スタッフのアクティブラーニング 

・利用者アンケートNPSの推薦者率70％達成 ※NPS（Net Promot

er Score） 

振り返り ・どろんこサポーターズとの活動については、新型コロナウイルスの影

響もあり停滞。今年度改めて協力体制構築を目指す。 
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・近隣の子育て支援施設との共同活動により、交流を深めた。 

・スタッフ主導による研修を行い、自らの学びを発信することで自己成

長すると共に、シナジー効果を生みだすことで保育の質向上に繋がっ

た。 

・NPS推薦者率は目標には届かずではあったが、昨年度よりポイントは

向上した。今年度目標達成を目指す。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 地域の子育て支援の拠点としての確立 

重点施策 ・地域行事への参画 

・地域子育て支援来訪者420人達成 

・利用者アンケートNPSの推薦者率70％達成 ※NPS（Net Promot

er Score） 

・畑活動・園庭改良の推進 

2024年度 目指す姿 地域の子育て支援の拠点としての伸展 

重点施策 ・地域行事への参画 

・地域との協働関係の構築  

2025年度 目指す姿 地域の子育て支援の拠点としての伸展 

重点施策 ・地域行事への参画 

・地域との協働関係の構築  

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：馬場どろんこ保育園 施設長 田中 三樹子 
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２０２３年度 読売ランド前どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 基本方針 
 

・にんげん力＝生きる力のある心も体も逞しい子を育てる。 

・センスオブワンダーが多発する最高品質の園外活動でtry＆errorを繰り返し、そこで体験したこと、 

感じたことを表現することが好きな子どもを育てる。 

 

① 子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施する 

〈どろんこ会グループの基本活動の実践〉 

異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム・散歩９時出発・畑仕事 

ヤギと鶏の世話・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・銭湯でお風呂の日・青空保育 

 

② 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

 

③ 小学校1年生を見て理解し、逆算した保育を遂行する 

 

④ 大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成 

 

⑤ 相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるような接遇 

 

⑥ 環境＝SDGsを意識した生活をする 

 

⑦ 子どもの姿を捉えた生きた保育計画の作成  

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を実施する。 

実践予定内容 ・異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム・散歩９時出

発・畑仕事・ヤギと鶏の世話・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・銭湯

でお風呂の日・青空保育 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた生きた保育計画の作成、振り返りとPDCAによる継続

的な質の改善 

実践予定内容 ・子どもの発達のプロセスを理解し、個々の発達を尊重した保育計画をた

てる。 

・子どもの姿の記録をスタッフ間で共有し、意見交換する。 

3 計画・ねらい 小学校1年生を見て学び、逆算した保育を遂行する。 

実践予定内容 ・小学校見学、小学校の先生との意見交換会 

・アプローチプログラムの研究 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 「保護者の立場に立つ」を意識し、感謝の気持ちや思いやりを忘れず、誠

実さ、謙虚さを忘れず、保護者の心に入り込んだ接遇をする。 

実践予定内容 ・大切なお子さんを預ける不安を理解し、小さな体調の変化も共有し、安

心して仕事ができるようサポートしていく。（連絡帳） 

2 計画・ねらい 子どもの成長を共に悩み、共に喜び合える関係性をつくる。 

実践予定内容 ・できるようになったことだけではなく、日々何かに向かって努力する姿

や葛藤する姿を伝えたり、家での様子も共有したりすることで、子どもが

自ら育つ最善の環境を一緒に考え合える関係性を作る。（感動するお迎え

対応、タイムライン） 

・日頃から子育ての悩みを打ち明けやすい関係作りを心掛ける。 

3 計画・ねらい 子育てのヒントを提供しつつ、園の方針を理解していただく。 

実践予定内容 ・園の強みや特徴を生かした園の様子をインスタグラムで発信する。 

・保護者懇談会実施 年2回（6月・11月） 

・保育参加、個人面談 随時 

・地域公開講座 

 

 

地域の子育て支援事業 

地域の核となる地域に開かれた子育て支援を実施する。 

1 計画・ねらい 読売ランド前どろんこ保育園を知っていただき、選ばれる園になる。 

実践予定内容 ・園の強みや特徴を生かした園の様子をインスタグラムで発信する。 

・子育て支援イベントのチラシ配布 

2 計画・ねらい 保育、保育環境を地域に提供する。 

実践予定内容 保育所機能の開放（施設及び設備の開放、体験保育等） 

・保育体験（自然食堂、自然学校、芸術学校、青空保育） 

・園内、園庭解放 

3 計画・ねらい 子育てに困難を感じている方への支援 

実践予定内容 子育て等に関する相談や援助 

  子育て相談、寺親屋、地域公開講座 

交流の場の提供、交流の促進 

  子育てサロン、青空保育 

情報の提供 

  地域の子育て支援拠点の紹介、広報活動 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 大人のにんげん力up 

実践予定内容 ・全スタッフMBOを設定し、目標に向かって具体的な育成計画、研修計画

をたて、年4回進捗確認を行う。 

・組織的に育成を行うことを目的とし、リーダー層のスタッフ個別面談を

実施する。 

2 計画・ねらい 常に運営方針を意識し、状況変化に応じて、主体的に判断、行動する自

主、自立化の進んだ組織にしていく。 
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実践予定内容 ・法人の基本方針、日課・基本活動の意味を深める研修を年度初めに行

う。 

・常に課題意識を持ち、より良くするための提案や実践が行える仕組みを

作る。 

3 計画・ねらい 分野別リーダー育成 

実践予定内容 園全体を意識し、積極的に提案、実践する分野別リーダーをたてる。 

【接遇リーダー】 

・相手の気持ちに寄り添い、もう最高に幸せ！と思っていただけるような

接遇を追求し、毎月アクションプランをたて実践する。 

【コンピテンシー（内部監査）リーダー】 

・毎月コンピテンシーのアクションプランの決定、進捗確認、年4回内部

監査セルフチェックを行う。 

【業務効率化リーダー】Speed＆Quality 

・業務の断捨離を図り、本当に必要な業務だけを効率的かつクオリティ高

く行うための仕組みつくり。 

４ 計画・ねらい １～３年目の若手スタッフの保育や業務に関する悩みを丁寧にヒアリング

し、保育の面白さを体感できるようなサポートをする。 

実践予定内容 ・月1回若手勉強会を行う。 

・個々の保育や業務に関する悩みを丁寧にヒアリングし、共に考え解決す

る組織（同僚性）をつくるため、リーダー層が順番に講師を行う。 

・保育、業務の面白さを体感できるようなサポートをする。 

 

 

環境実施目標 環境＝SDGｓを意識した生活をする。 

1 計画・ねらい 畑の改良 

実践予定内容 土づくりにこだわり、質の高い野菜作りを行う。 

2 計画・ねらい ゴミの削減 

実践予定内容 ・自作のコンポストで、野菜くず、落ち葉、ヤギの糞を堆肥に変え再利用

する。 

・年長児が毎日、野菜くずを細かく切る。 

3 計画・ねらい 緑化運動 

実践予定内容 竹林整備、芝の育成 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 12人 12人 20人 20人 20人 90人 
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開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤スタッフ 保育士 11人 栄養士 2人 施設長 １人 主任 １人 

パートスタッフ 保育士 6人 栄養士 1人 事務 1人 用務 1人 

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回 120分 園内研修、コンピテンシー考察 

給食運営会議 月1回 食育計画振り返り、献立の振り返り、食環境改善議案 

事故防止委員会 
月1回 自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ 

前月のヒヤリハット、インシデント分析 

ケース会議 月1回 要支援児個別計画の振り返り、次月計画の見直し 

子育て支援会議 月1回 子育て支援活動の振り返り、参加者・人数の分析 

リーダー会議 月1回 園の課題を抽出し、解決策を検討 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 事務連絡及び経営Visionとの接続 

施設長勉強会 月1回 
マネジメント・コンプライアンス研修 

課題改善計画の共有と取り組み発表 

食育会議 年4回 食育活動の共有、マニュアルの確認、献立の提案 

保健会議 年4回 感染症対策、保健衛生対策の課題への取り組み共有 

主任会議 年4回 
施設長養成マネジメント研修、 

課題改善のアクションプランの進捗確認 
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子育ての質を上げる会議 月1回 
子育ての質を上げるための研修、 

課題改善計画の共有と取り組み発表 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 子ども及びスタッフの健康保持のために、施設内外の環境の維持向上に努める 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理、点検 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保と点検 

食品衛生責任者 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応 

畑係 年間を通した食育計画案の作成と実施。畑の管理。 

生き物係 命の尊さや自然事象への関心を広める機会を設定 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの企画・運営とどろんこサポーターズとの連携 

地域子育て支援担当 子育て支援事業の計画、実行、広報活動 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る。 

・歩行の確立、言葉の獲得により盛んになる探索活動が十分にできる

ようにし、友達への関わりの芽生えを促す。 

下半期 

0～１歳児 

・沢山の経験を通して感性を豊かにし、感じたことを少しずつ言葉で

伝える場を大切にする 

・生活や遊びの中で心身ともに伸びる場を保障する。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・異年齢の中で友達との繋がりを深め楽しむ場をつくり協調性や自主

性を育む。 

・興味関心をもったことに主体的に関わり、発見を楽しんだり、考え

たりしながら、遊びに取り入れていく。 

・感じたことや考えたことを水・砂・土・紙・粘土を使用した造形・



20221215版 

描画にて表現する。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢の関わりの中で、生活や遊びの達成感や充実感を味あう経験

を保障する。 

・自分で考え、工夫し判断して、自ら行動できる。 

・心を動かす様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造

性の芽生えを培う。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 健康な心と体を育むために、体を使う遊びを十分に行い、お腹を空かせ食

欲をかきたてる。 

実践予定内容 0～2歳は11:15、３～５歳児は11：45まで戸外で身体を動かして遊ぶ。 

2 計画・ねらい 食事とはコミュニケーションである。好きな人と食べるからこそ楽しく美

味しいのである。好きな場所で好きな友達と好きな時に食べる。 

実践予定内容 食べる場所、人、時間は自分で選択できるようにする。 

全てのスタッフは子どもと食べることを楽しむ。 

3 計画・ねらい 畑で野菜を栽培することで、旬の素材に気づき、食に興味を持つ。 

実践予定内容 畑仕事を日課とする。採れたての美味しさ、加工する美味しさを味わう。 

4 計画・ねらい 食材・食の循環を認知する直接体験を行う。 

実践予定内容 魚の解体、鶏の採卵。 

5 計画・ねらい 環境を意識し、生ゴミやヤギの糞からの堆肥作りを積極的に行う。 

実践予定内容 食品残差量の管理、野菜くず・ヤギの糞・枯れ葉のコンポスト。 

6 計画・ねらい Withコロナの中で衛生面に配慮し、できる活動を模索していく。 

実践予定内容 社会情勢に合わせて、加熱前調理・調理過程を見る。個別調理体験。 
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保健計画 

園児健康診断 ０・１歳児 年６回隔月 / ２～５歳児 年３回 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導、歯磨き指導、水分補給とは。 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11月頃･･･胃腸炎 、１月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
特になし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在19名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員3名については4月1日までに受講予定 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、消毒・換気を

徹底する。来訪者には検温・手洗い・消毒・マスク交換を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年6回／5･7･9･11･１･3月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検含む） 年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確認／保険証期限確認 年2回／4･10月 
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身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 ０・１歳児 年６回隔月 

     ２～５歳児 年３回 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関するチェック 年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 一人ひとりに合った教育的意図を持った環境構成(室内・戸外)を考察し

続ける。 

実践予定内容 子どもにとって最適な環境設定を行うために月1回保育Webマップを用い

て、子どもの興味・関心を理解するための会議を行う。 

2 計画・ねらい 防犯、防災、怪我防止の視点での事故防止チェック、設備点検を定期的

に行い、破損等は速やかに修繕する。 

実践予定内容 様々な視点で点検できるように交代で行う。門のカギ閉めの注意喚起を

定期的に行う。 

3 計画・ねらい 保護者、来訪者が見ても気持ちの良い環境を維持する。 

実践予定内容 清掃分担チェック表を利用し、園全体の清掃に努める。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 制作ワゴン 幼児室 毎朝 

2 パーテーション ４個 幼児室 毎朝 

3 鶏小屋 園庭 毎朝 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 消防計画に基づき自衛消防隊を編成し避難訓練を毎日15日に行う。また、

法人専用の「うちのこアプリ」にて災害時緊急連絡を使用し、園が情報を

発信安否・施設状況・避難先を情報共有する体制をとる。 

2 事故・怪我防止 ・事故防止チェックを年4回、設備点検を年6回行い、ケガ事故防止に最善

を尽くす。 

・インシデント・ヒヤリハット報告書の運用を徹底し、事故防止委員会で
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検証をしっかり行うことで事故を未然に防ぐ。 

・全園事故防止委員会を毎月1回行い、同グループ内で状況を共有し、事

故防止策を探る。 

3 防犯 年2回不審者侵入訓練を実施する。また、訓練は避難経路確保・不審者撃

退・通報の訓練で全スタッフを対象とする。 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響を把握する。光化学スモッ

ク注意報の発令があった場合は内容にあった看板・貼紙等を提示する。 

5 里山管理 年に3回里山整備を行い、危険個所や危険植物の確認や撤去を行う。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

・中高生の保育園体験などの積極的受け入れ、異世代交流の機会をつくる。 

・大学、専門学校の依頼による保育実習の積極的受け入れ、保育の仕事の素晴らしさを伝える。 

・子育てスキル講座の参加をポスター等で呼びかけ、学びの場を提供する。 

 

1 実践予定内容 保育士養成校からの実習生の受け入れ 

2 実践予定内容 近隣中学校からの職場体験受け入れ 

3 実践予定内容 保育ボランティアの受け入れ 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
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２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月27日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②保育理念・日課の理解 

③ケガ・ケーススタディ 

④園外保育リスクマネジメント 

振り返り、アクションプランをたてる 

理念・方針、保育目標、日課の意味を知る 

散歩のデモンストレーション 

5月26日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②ｶﾘｷｭﾗﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 保育計画 

③避難訓練デモンストレーション 

振り返り、アクションプランをたてる 

災害時の自園での対応方法を確認する 

実際にやってみ役割分担の必要性を知る。 

6月29日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②ｶﾘｷｭﾗﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 振り返り 

③保育中の重大事故(水遊び) 

振り返り、アクションプランをたてる 

水遊びマニュアルの確認 

7月28日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②0歳：3つの視点 

③保護者支援・感動するお迎え対応 

振り返り、アクションプランをたてる 

支援の種類や役割の整理。 

8月24日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②5領域：健康 

③子どもが輝く運動会とは？ 

振り返り、アクションプランをたてる 

保護者が感動する内容を考察 

何のために行事をするのかを再確認 

9月29日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②５領域：人間関係（自立心・協同

性） 

③表現したいと思える子どもを育て

る 

振り返り、アクションプランをたてる 

必要性を考える 

表現とは？を考察する 

10月26日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②５領域：人間関係（道徳規範性・

社会生活） 

③嘔吐処理デモンストレーション 

振り返り、アクションプランをたてる 

マニュアル・手順確認 

11月24日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②選ばれる保育園になるために 

③インクルーシブ（ケース会議） 

④成長が伝わる生活発表会とは？ 

振り返り、アクションプランをたてる 

発信する必要性、方法を知る。 

個性を引き出す表現とは？  

12月28日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②５領域：環境（思考力・自然） 

③今年度の振り返り① 

振り返り、アクションプランをたてる 

子どもにとって必要な環境とは何かを考察 

1月25日 
18:00～

20:00 

①コンピテンシー自己評価 

②５領域：環境（文字数標識） 

③今年度の振り返り② 

振り返り、アクションプランをたてる 

 

今年度に実践した行事を振り返る。 
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2月22日 
18:00～

21:00 

①コンピテンシー自己評価 

②次年度事業計画発表・園目標決め 

振り返り、アクションプランをたてる 

事業計画を理解し、次年度の目標を決定。 

3月3日 
9:00～ 

18:00 

①コンピテンシー自己評価 

②次年度行事計画策定 

振り返り、アクションプランをたてる 

次年度計画。プロポーザルを基に、子ども

たちに経験させたい行事を決定する。 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子育

ての質を上げる会議） 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士大

学講座および社内限

定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

スタッフ個人別研修計画 

・個々のキャリアプランを意識し、今年度の個人MBOを決定する。 

・目標に向かうための具体的な取り組みを決定し、研修計画をたて、外部研修、系列園でのOJT研 

修、他施設見学等積極的に組み入れる。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に地域と関わっていくことを通して、園の存在を理解していただくと共に、地域で子どもたち

の成長や安全を見守っていただけるようにしていく。 

また、積極的に園開放することで、地域の子育て支援に貢献していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：寺尾台第3公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人ホーム訪問、地域の高齢者サークルとの交流 

異年齢交流 小中学校との交流 

地域拠点活動 子育て支援「ちきんえっぐ」運営・園内(カフェ)開放 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

川崎市の方針に基づき、近隣保育園との年長児交流や情報交換、また小学校を知るための取り組み

を積極的に行う。「５歳児と小学校１年生との年間連携計画」に沿って子ども間、スタッフ間の交流

を深め、実態を知る。またアプローチカリキュラムを保育計画に取り込み、小学校への接続がスムー

ズになるような学びに向かう準備をしていく。 

 

【育みたい資質・能力】 

ア「知識及び技能の基礎」豊かな体験を通じて、感じたり気付いたり、分かったり、できるように

なったりする。                                                     

イ「思考力・判断力・表現力の基礎」気付いたり、できるようになったことなどを使い、考えたり

試したり工夫したり、表現したりする。                                                                  

ウ「学びに向かう力、人間性等」心情、意欲、態度等が育つ中でよりよい生活を営もうとする。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月１日（土）より開始する。 

 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

４月頃 多摩区 １名予定 園長・校長連絡会 スタッフ間交流 

５月頃 西生田小学校  21名予定 授業参観（西生田小教室） 子ども間交流 

６月・1月頃 多摩区生田地区 １名予定 年長児担当地区別懇談会 スタッフ間交流 

9月頃 生田地区小学校 1名予定 授業参観・情報共有会 スタッフ間交流 

11月頃 西生田小学校 21名予定 小学校見学 子ども間交流 

11月・2月頃 近隣公園 21名予定 年長児交流 子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

対象児童の様子に合わせて、年に2回以上計画をたてる。 

月1回のケース会議で振返りとスタッフ間の共有を行い、見直していく。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：5名予定） 

個別支援計画の振り返りと次月計画の確認 

スタッフ間で計画と支援方法の共有 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

小学校の引継ぎは児童指導要録、また各校の担当スタッフとの面談によって行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回 10:00～12:00 
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どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月2回以上 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：寺尾台第3公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

〈1〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年６月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時00分 

自己評価終了予定時刻：16時00分 

自己評価実施予定者：平塚有未、川田真実 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末までに

目指した姿 

重点施策 ・週1回5歳児を中心に子ども会議を行ない、園の課題を解決しようとす

る意識を持つ。 

・大人は環境からの働きかけに徹し、指示を控え、リスク管理を行う。 

・子どもにとって最適な環境設定を行うために月1回保育Webマップを用

いて、子どもの興味・関心を理解するための会議を行う。 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を深く学びなおし、0

歳児から就学までに必要な経験、環境を考察し、小学校への接続がスム

ーズに行えるようにする。 

振り返り ・5歳児を中心とした子ども会議は、帰りの会の中でほぼ毎日行うことが

でき、自分の思いを言葉で表現することはできるようになってきた。

が、園の課題解決という意識までは持てなかった。 

・保育者の環境からの働きかけは、幼児を中心に意識して行うことがで

きた。特に日課は物の置き場や数を変えることで実践できるようになっ
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た。 

・Webマップを用いての子ども理解はなかなか定着しなかったが、発達

表を用いて、それぞれの領域で今どの状況であるのかを毎月丁寧に話し

合うことで、個々の理解が深まり、また保育の偏りもなくなり、保育の

質の向上につながったと思う。 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を深く学びなおし、共

通理解はできたが、保育実践、考察の部分ではまだ浅い部分もあり、次

年度も継続していく。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 〈保育〉開園４年目。本格的に子ども主体の園になる。 

自分がやりたい遊びを見つけ、とことん遊び込める環境を模索し続ける。5歳

児がリーダーとなり、年下児の世話や生活や遊びを教える存在となる。 

〈子育て支援〉地域の支援施設と連携を取り、読売ランド前どろんこ保育園と

しての地域の特性を生かした支援の役割を模索し続ける。 

重点施策 ・子ども会議の継続。生活全般を子ども主体で運営する中で、それに伴うエラ

ーや責任も実感できるようにする。 

・地域の特性を知る努力をする。その中で読売ランド前どろんこ保育園が担う

子育て支援の役割を見極め、地域と連携しながらできる支援を最大限行う。 

2024年度 目指す姿 〈保育〉里山保育を通して、生きるための作業や仕事を生活や遊びの中で学

び、異年齢・異世代の人間関係の中で共に生活することで、自らを輝かせて今

を生き抜く人間を育てる。 

開園以来続けてきたこと、モノが本当に必要か精査し、モノと業務の断捨離を

行い、最適化する 

〈子育て支援〉地域の子育ての拠点として、子育ての楽しさを伝え続け、地域

に愛される保育園となる。 

重点施策 ・生きるために必要なことや、物を遊びや生活を通して考えられる子になるよ

うな文化を構築する。 

・子育てに真に必要なモノ、業務以外は断捨離し、最善の利益を追求する。 

・子育てに悩んだり、困ったりした人がいつでも来て、子育ての楽しさを感じ

られるようニーズに合った支援をしていく。 

2025年度 目指す姿 〈保育〉大人の指示なく、生きていくために必要な営みや労働が文化となり、

子ども主体で行えるようになる。 

遊びに必要なものを自分で考え、準備し、見通しを持って生活できる子を育て

る。 

〈子育て支援〉 

地域の子育て拠点として、また地域の方々が自然と集まる憩いの場となる。 

重点施策 ・保育者は子どもが主体的に遊びや労働を行うための環境を用意することに徹

し、生活をする上での課題も5歳児を中心に解決できるように見守っていく。 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：読売ランド前どろんこ保育園 施設長 松久保 陽子 
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２０２３年度 守谷どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
守谷どろんこ保育園は「生きる力のある、心身共に逞しい子ども」を育てます。 

今後訪れる不確実な要素の多い時代を生き抜く為には、乳幼児期こそ多くの直接体験により、感性や

思考を積み上げること、そして自分の意志を持った上で他者の考えや想いを知り、関係性を築き、目

標に向けて協働していくことが大切だと考えます。 

 

また子どもの近くにいる保育者と保護者が協働することで、子どもの人間関係のモデルとなってい

きたいと願っています。そのために保育を常に可視化し、保護者と共有することで、子どもの育ちを

語り合い分かち合い、そして共育ちを実現していきます。 

守谷市は今後も世帯数は増えていくことが予想されています。しかし開発の進む土地であっても子

どもの数は微減していく未来が見えています。言い換えると保育所として保育者としての本質が問わ

れる未来がやってくるということです。 

しかしだからこそ私たちは以下に記載するどろんこ会の理念・目標・方針、守谷どろんこ保育園園

目標の達成を目指します。そしてその道のりを、保育者集団がにんげん力を高め、関係する人々と協

働力を強め、地域に選ばれる園をみんなで協創したいという願いを持って進んでいきたと思っていま

す。 

 

法人 保育理念「にんげん力。育てます。」 

   二大保育目標「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

    

 ２０２３年度 施設運営方針 

   ①学び直し、学び続ける園運営  

②食材や職の循環・環境への意識を育む環境教育への実践 

③小学１年生を見て知り、逆算した保育の遂行 

 

守谷どろんこ保育園 ２０２３年度 園目標 

 「夢を形にできる守谷どろんこ保育園」 

守谷どろんこ保育園 ２０２３年度 職員目標 

 「認め合い、助け合い、学び合う」 

 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい どろんこ会の基本保育活動を深める 

実践予定内容 どろんこ会の基本保育を決まりとしてではなく、「どんな育ちにつながっ

ていくのか」という学びを職員間で継続的に深めていく。 

2 計画・ねらい 選択制（発達別）異年齢保育の推進 

実践予定内容 クラスを越えた、活動計画の議論（週案会議等）を活性化する。 

散歩の行き先でなく発達に添った活動と意志の表明を考慮し提供する。 

3 計画・ねらい 子どもの保育計画への参画 
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実践予定内容 5歳児中心に自分達の保育計画の選択肢を考える機会設定をする。自分た

ちの生活を自分たちでデザインしていく機会をつくる。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい ①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝の気持ちをもって関わる 

実践予定内容 忙しさや慣れの中で見失いがちな上記の四点をどこでどう伝えられるか、

職員間で議論し、接遇力を高める。 

2 計画・ねらい 共育ちの実現 

実践予定内容 保護者面談はもちろんいつでも受けるが、申し出しやすいよう、クラスご

と期間を決めて、園職員と個別に対話する機会をつくっていく。 

3 計画・ねらい 保護者間コミュニティの形成 

実践予定内容 家庭を孤立させず、「つながることが子育てのエネルギーになる。」とい

うことを体感してもらう機会をサポーターズと考えていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て世帯にとって、安心できる基地になる 

実践予定内容 青空保育（月1回）、出前保育（月2回）等、ひとりでも多くの方に保育所

を知っていただき、園庭開放や子育て相談できる存在になる。 

2 計画・ねらい 子育て支援センターちきんえっぐとして、利用者を増やす。 

実践予定内容 実態に合った計画・運営を行う。利用者推移をもとに毎月チーム内で会議

を行い、課題抽出とアクションを実践する。 

3 計画・ねらい 園紹介用資料作成 

実践予定内容 園の特徴や強みを動画・書面で園紹介として作成し、入所前の資料とし

て、園の様子を広く知ってもらう。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 各期の保育振り返り 

実践予定内容 実践した保育を記録可視化し、相互評価して次期の計画につなげる。 

2 計画・ねらい どろんこ会の基本保育理解 

実践予定内容 やらねばならない位置づけから、「なぜやるのかを深く理解する」ための

学びを行う。 

3 計画・ねらい 大人のにんげん力ＵＰ 

実践予定内容 法人内の動画コンテンツなども利用し自己研鑽をはかると同時に、園内研

修では各自が選んだ研修チームで相互の学びをサイクルさせていく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 伐採した樹木の活用 

実践予定内容 伐採した園庭の木は、遊具づくりや冬場の焚火の薪として使用する 

2 計画・ねらい 木陰で遊べる環境づくり 
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実践予定内容 夏場も園庭での活動を保障できるように、園庭の約100本の樹木のメンテ

ナンスと遊び園庭環境のレイアウトを子どもと共に進める。 

3 計画・ねらい 井戸水の活用と上水道との違いを知る 

実践予定内容 水遊びをめいっぱい保障するために、上水道と井戸水について理解を促

し、利用を促進する 

４ 計画・ねらい 園庭で動植物に日常的に触れる体験 

実践予定内容 畑仕事の習慣化、鶏を飼育し小屋の清掃や卵拾いなど食材や職の循環を日

常で体験していかれるようにする 

 

 

チーム保育（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 担当スイッチ 

実践予定内容 担任・事務用務・調理が自分の持ち場以外を体験し、チームの意味を理

解、体験していく。 

2 計画・ねらい 同僚性強化 

実践予定内容 担任が保育することに捉われず、各職員の強みや異なる視点を活かした子

ども観を保育につなげ、職員相互が支え合えるようにする。 

3 計画・ねらい 保育の相互評価 

実践予定内容 リーダーによる保育巡回とフィードバック 

各期の保育をまとめ、それぞれの保育を互いに評価し合う。 

 

 

主体的な相互の学び（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 選択制園内研修 

実践予定内容 全職員を9つの研修チームに分け、担当内で定期的に討議。園内研修を全

職員で企画・運営する。 

2 計画・ねらい 自主研修の実施 

実践予定内容 年度当初の計画に捉われず、課題やトレンドを鑑み、必要と思うものは適

宜、計画実施する。（動画作成も利用） 

3 計画・ねらい 各自の書籍紹介 

実践予定内容 自分が選定した書籍を職員全体へ紹介する。 

 

 

サポーターズとの協働（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 協働での環境整備 

実践予定内容 園の環境を良くする取組みを保護者と協働で行う。 

2 計画・ねらい サポーターズからの参画を実現 

実践予定内容 提案型の活動を実現していく。 

3 計画・ねらい 園の保育・サポーターズ活動の可視化 

実践予定内容 園として、子どもをどう捉え、どう育てていきたいのかなど方向性のメッ

セージを掲示やアプリで常に発信する。 

サポーターズの活動も発信を強化する。 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

15人 15人 15人 15人 15人 15人 90人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 

施設長 1人 主任 1人     

保育士 15人 栄養士 １人 子育て支援 1人   

パート 

スタッフ 

（看護師） 0人 アルバイト 1人     

保育士 ２人 子育て支援 1人 用務 １人 事務 ０人 

 

 

 

 運営方針 
 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園内研修や、園全般を議論する決定会議。 

給食運営会議 
月1回 チームとして子どもの職環境をどのようにデザインするか

を検討する。 

事故防止委員会 
月1回 園内で発生した、インシデント・ヒヤリハットをもとに再

発防止を検討する。 

ケース会議 月1回 要支援児と気になる児について、ケース検討などを行う。 

クラス会議 月1回 各クラスの保育の質向上に向けて是正検討を行う。 
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食育ＰＪＴ会議 月1回 園としての食の位置づけや方向性を検討する。 

環境ＰＪＴ会議 月1回 環境構成をアップデートするための検討をする。 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人情報の共有・各園の運営状況共有 

施設長勉強会 月1回 法人内研修、各課の施設長間研修 

食育会議 年4回 食環境の検討や実践報告 

保健会議 年4回 園運営上の危機管理や養護面の検討 

主任ミドル会議 年12回 主任及びミドルリーダーの研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 各園の質向上の為の、実践報告や研修 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

防火管理者 災害全般の予防・対策の取組み実践 

食品衛生責任者 日々の食事や食育プロジェクトの企画と実践の中心 

環境チーム 保育園全体の環境改良（修繕・管理・購入・作成）の定期的見直し 

研修チーム 職員の研修参加への情報発信、参加数管理 

畑チーム 他 農業計画に沿った畑や田んぼの維持管理と活動準備、及び可視化 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭りチーム 
内容の企画運営の中心になる。保護者の参画・協働を踏まえた全体のデ

ザインをする。 

運動会チーム 
子どもの心身の発達から運動面を切り口に保護者と共有する。 

保育と行事の連続性を持った内容に企画していく。 

生活発表会チーム 

年間の園生活での育ちを全体的に保護者と共有するために、可視化及び

実際に体験できるようにデザインをする。サポーターズの参画参加を基

本とし、連携していく。 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・新しい環境に慣れ、生活のリズムをつくる。 

・自我を発散できるよう、安心できる人間関係を築く。 

・集団の中で、自分の存在を知り、他者と繋がっていく。 

下半期 

0～1歳児 

・活動に自ら関わり、様々な体験を積み重ね、興味関心が広がる。 

・表現の基礎となる多様な実体験を通じて、感性が育つ。 

幼児保育 上半期 

3～5歳児 

・異年齢での大きな集団で過ごし、仲間との関わりの中で自己を確立

していく。 

下半期 

2～5歳児 

・選択や自己決定により、主体的に過ごすことができるようになって

いく。 

・様々な自己表現を通して、集団を作っていかれるようになる。 

・仲間との協働を通して、自分の思いと仲間の思いを照らし合わせる

ようになる。 

保育参加 4～3月 ・希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食育プロジェクト 

実践予定内容 子どもの現状を捉え、根拠を持ったアクションの中心を担うチームを園内

で運営する。討議内容や情報を保護者へも共有していく。 

2 計画・ねらい 食の課題を生活全般との照らし合わせで考える 

実践予定内容 課題解決に対し数値のコントロールや児のトレーニングでなく、人・物・

事といった広い視点でアプローチする。（生活の中で食につなげるプロセ

スをつくる） 

3 計画・ねらい SDGｓを視野に入れた食の循環の学びと実践 

実践予定内容 「自分で」育てる、食べる、活用するなど循環に関わる活動を提供する。 
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保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・12月） 

歯科検診 年1回（9月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導（11月） 歯ブラシ指導 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在18名が、研修受講し、修得済み 

未受講の職員8名については9月30日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在19名が、研修受講し、修得済み 

未受講の職員7名については9月30日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

保護者周知（熱性けいれんの対応・胃腸炎発生時の洗濯・薄着のスス

メ・歯ブラシのススメ・熱中症予防・つめのケア 

うがいについてなど 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 
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個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／6･12月 

歯科健診 年１回／9月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 環境改良プロジェクト 

実践予定内容 「子どもの発達にあった環境」・「主体的に過ごすための環境」を基本

とし、四半期ごとに見直しを行い、取組み計画を立てる。 

2 計画・ねらい 子どもの参画による環境設定 

実践予定内容 適宜、子どもが環境について話し合う機会をつくり、自分たちの環境充

実について、レイアウトやルール制定など参画していく。 

3 計画・ねらい 保護者との協働による環境整備 

実践予定内容 園庭を中心とし、保護者と一緒に整備する機会をつくる。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 
パーテーション 0歳児室・1歳児室・異年齢児

室 

毎日 

2 名札入れ 玄関 毎日 

3 丸太 園庭 毎日 

4 小さなマイホーム 1歳児室 毎日 

5 荷物掛け 各保育室 毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

守谷市は災害が起こりにくい土地と言われる一方、意識が弱まることのないよう様々な想定や視点を

持って危機管理を行っていく必要がある。 

1 実践予定内容 年間計画に沿って、月1回の避難訓練（年2回の書き込み訓練） 

突発で起こる災害に対して想定した訓練にする。 

2 実践予定内容 事故防止チェックリストの活用。 

3 実践予定内容 設備点検チェックリストの活用。 

4 実践予定内容 毎月の法人事故防止員委員会における、施設長間での事故防止検討。 

園内での深化につなげる。 

5 実践予定内容 毎月の園内事故防止委員会における事故防止検討と実践（数値データよる

分析・図面による可視化を行う）。 

6 実践予定内容 法人内事故記録簿の職員共有 

それを受けて自園で何が出来るか検討しアクションにつなげる。 

7 実践予定内容 ハザードマップ作成及び見直し 

資料としてだけでなく、想定力を活かし反映させる。 

８ 実践予定内容 園に対しての防犯の目、有事の際の相互協力が出来るよう、町内会や近隣

とのコンタクトを定期的にとる。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

保育園は地域の社会資源であり、子ども専用の場所から、社会人研修の場所ともなるべきです。次

世代を担う保育者育成も園の役割と捉え、受け入れは積極的に行います。子どもにとっても多くの人

と関わることが豊かな育ちへのきっかけとなると考えています。 

1 実習受け入れ 保育士・栄養士・調理師の実習受け入れを行い、実際の現場において行

う業務や役割への理解を全面的にサポートする。 

2 インターンシップ

受け入れ 

保育現場がどのような日々なのかを丁寧に伝える。担当者は質問や疑問

に細かに答えていく。 

3 職業体験受け入れ 中高生の職業体験は、社会や職業を知る機会としての受け入れしてい

く。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

「自ら」を育成テーマとし、「自ら学ぶ」「自ら考える」「自ら行動」「自ら楽しむ」職員を育て

る。 
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２０２３年度 園内研修計画 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点  

②人権研修（チェック） 

③園内研修（子どもの人

権） 

①具体的アクション設定 

②セルフチェック実施 

③子どもの権利条約と大人の存在 

5月19日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園内研修（どろんこ会の

基本保育活動） 

 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②どろんこ会の基本保育における保

育の意図性 

 

6月16日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②園内研修（チーム保育） 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②チームとグループの違いとチーム

ビルディング 

7月14日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②年間行事について 

③園内研修（子ども基本法

１） 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②ねらいや内容の最終確認 

③法律の内容理解 

8月25日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園内研修（1.２期振り返

り） 

③園内研修（子ども基本法

２） 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②各セクションの発表と相互評価 

③法律を実践に落とし込む 

9月15日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②園内研修（1.２期振り返

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 
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り） 

②次月行事について 

③園内研修（小学校連携） 

②ねらいや内容の最終確認 

③小学校の実態理解と連携の方法 

10月20日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②人権研修（チェック） 

③園内研修（保護者支援） 

 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②人権研修（チェック） 

③利用者アンケートから「支援」と

は何かを学ぶ 

11月17日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②園内研修（丁寧な保育） 

 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②保育における「丁寧」とは何かを

考える 

12月15日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

③園内研修（3期振り返り） 

③園内研修（自己肯定感） 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②各セクションの発表と相互評価 

③自己肯定感と保育の関係性につい

て考える 

1月19日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②次月行事について 

③園内研修（3期振り返り） 

④園内研修（気になる児の

保育） 

 

①具体的アクション設定及び達成度

振り返り 

②ねらいや内容の最終確認 

③各セクションの発表と相互評価 

④平等と公平・公正について学ぶ 

2月16日 18:00～21:00 策定会議１ 
 （事業計画振り返り・保育年間振り

返り）園目標・職員目標制定など 

3月3日 ９:00～18:00 策定会議２  次年度の行事・活動計画制定など 

 

茨城エリア合同研修 

（つくばどろんこ保育園・万博公園どろんこ保育園・学園の森どろんこ保育園・守谷どろんこ保育

園・香取台どろんこ保育園・アイビー保育園・ほしのこ保育園・おひさま保育室）が参加予定 

開催日 開催時刻 名称・テーマ 会場 総予算 
按分 

予算 

6月17日

(土) 

9:00～12:00 救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

6月24日

(土) 

9:00～12:00 救急救命講習 受講 つくばどろんこ

保育園 

0円 0円 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 
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法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

リーダーは自己のリーダーシップに特化した目標を持ち、定期的に主任との１on1を行う。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

守谷市内の現状を考え、高齢者のエンパワメントや子育て中の保護者がコミュニティを作れる場所と

して、子ども専用施設とせず、どれだけ多様な人が来てくれるかに取り組んでいく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：ログハウス公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 花きりんなど 

異年齢交流 他園や地域の園児と地域の方を招いて交流の機会を作る 

地域拠点活動 子育て支援センターちきんえっぐの機能強化 
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 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 

黒内小学校・大野小学校を中心に、以下計画を進めていく。 

保育・授業見学による、保育士と小学校教諭の相互の学びの機会を作る。 

5歳児の保育要録の提出に加え、成長を共有する機会を持つことで、保育園と小学校の双方向での対話

をもとに、アプローチカリキュラム作成につなげる。（状況により、小学校とのやり取りはWEBの活

用を検討） 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を３月２０日（月）頃より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

６月頃 
大野小学校  

1年生 
15名予定 授業見学（大野小校庭） 子ども間交流 

６月頃 
黒内小学校  

1年生 
15名予定 授業見学（黒内小校庭） 子ども間交流 

8月頃 
大野小学校 

保育見学相談会 
8名予定 当園 職員間交流 

11月頃 大野小学校 ４名予定 運動会見学（校庭） 職員間交流 

1月頃 黒内小学校 15名予定 WEB授業参観 子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

年度当初に計画立案し、毎月具体的取組みを議論していく。9月に下期の計画立案を再度行い、子ども

の実態に合った内容にしていく。地域の療育分野とも議論しながら学びを相互に深めていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 

要支援児と気になる児、または気になる場面をもとに職員間で議論する。 

要支援児に関しては、個別計画を作り、上期と下期に振り返りと見直しを行う。 

具体的アクションを決めて、毎月振り返りと再計画を行う。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

学校生活との接続の質向上のために、保育要録の直接渡し及び個別申し送りを行う。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：ログハウス公園等にて開催 

出前保育 月2回   守谷市中央図書館 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定無し 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年２月２８日までに「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定で

ある。 

自己評価開始予定時刻：１３時５０分 

自己評価終了予定時刻：１４時３０分 

自己評価実施予定者：施設長・主任・各リーダー 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

目指す姿 チーム保育を原点に、どろんこ会の基本保育を深く理解する 

保護者・地域との相互理解と協働 
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た姿 振り返り どろんこ会の日課にこだわり、全体で取り組みをしてきた。現在ある課

題に対して継続して取り組んでいく。また保護者や地域の協働に関して

は、エンパワメントの実現として大きな成果を出すことが出来た。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ●リーダー層がどろんこ会の運営方針の理解を語れる 

●チーム保育を原点に、他者と相互の「学び」「保育更新」し続ける 

●サポーターズ・地域との相互理解と協働機会の拡大 

重点施策 どろんこ会の保育は「どんな願いがあり」、「どんな発達につながる

か」を語る機会を増やす 

園内研修などで他者と相互の学びへの意欲を高め、参加数にこだわる 

保育参加・保護者面談の呼びかけとサポーターズとの協働の機会を継続 

2024年度 目指す姿 ●園職員で園を自走させる 

重点施策 リーダーが課題抽出から解決に向けてサイクルを回せる 

保護者との協働の構図を継続できる仕組みを確立 

来園者の数字にこだわる 

2025年度 目指す姿 ●守谷市NO1の支持される園になる 

重点施策 園の特徴を明確に持ち、チームとしてこだわって園運営をする 

園外への発信を十分に行う 

地域団体との結びつきを広げると同時に強め、相互の信頼関係構築 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：守谷どろんこ保育園 施設長 荒川 直志 
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２０2３度 メリー★ポピンズ 登戸ルーム 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

1 「日課」・・・子どもの「生きる力を育む」ためにさくらさくらんぼリズム・雑巾がけ・座禅・生

き物世話・畑仕事・長距離散歩・縁側給食・商店街ツアー・青空保育・銭湯・異年齢保育をそのねら

いや意義を保育者が理解し実践していく。 

2 「食の循環」・・・自園のプランターや読売ランド前どろんこ保育園の畑活動で年間を通して野菜

の栽培ができるように子どもと保育者が場所に適した野菜の生育を学びながら行う。 

コンポストでの肥料づくりや野菜の種を取り、種をまき収穫する食の循環への意識を身につける。 

3 「小１を知る」・・・ 保育所保育指針の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を保育者が理

解し、のびのび・音楽指導・体育指導の計画を作成し実践する。 

4 「大人のにんげん力UP」・・・園長大学®保育士大学の講座から学んだことを、月１回の園会議で

職員に教えることによって自分自身の学びを深めたリ、保育について語りあえる仲間づくりを行う。 

5 「接遇★神対応」・・・保護者の気持ちに寄り添い、誠実に丁寧に接する。お迎え対応で伝える 

時には子どもの表情まで思い浮かぶように伝える。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 大人が教えねばならないことを知り、計画的に環境を用意する。 

実践予定内容 畑仕事・雑巾がけ・生き物の世話を通して子どもに伝えたいことは何か、

丁寧に仕事をすることの意味など保育者が一緒に行いながら教えていく。 

2 計画・ねらい 「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」を理解し成長段階に合わ

せて就学前教育を行う。 

実践予定内容 のびのび・音楽指導・体育指導の計画を立て一人一人の子どもに合わせて

指導していく。 

3 計画・ねらい 園長大学®保育士大学の研修を利用し保育者が学びあう環境を整える。 

実践予定内容 学んだ研修を昼礼や園会議などで子どものこと保育のことをたくさんはな

せる場を設ける。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者が感動するほどのお迎え対応をする。 

実践予定内容 保護者の気持ちに寄り添い、お伝えする子の成長が伝わるような対応を心

がける。何か質問や問い合わせがあった時には、その場で曖昧な対応する

のではなく、園全体で話し合い、意見を一致させてからお伝えする。 

どの職員に聞いても同じ回答が返ってくるような体制を整え、安心感に繋

げていく。 

2 計画・ねらい 連絡帳アプ リ、タイムラインの活用法を考え、成長を共有する。 

実践予定内容 アプリでの配信が多いため、お迎え対応時に配信されている手紙や写真に

触れたり通路に掲示したりすることで見る習慣がつくよう工夫していく。 
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アプリをうまく活用し、日々の子どもの成長を伝えたり感じたりできる方

法を職員全体で考える。 

3 計画・ねらい 保育園の活動内容が手に取りようにわかる畑活動や行事のドキュメンテー

ションを掲示する。 

実践予定内容 保護者が子どもの様子が手に取るようにわかるように写真を活用し、保育

者がどんなかかわりをしているのかを伝え、育児のヒントとなるように掲

示内容を工夫していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい どろんこ会の活動内容を発信し続ける。 

実践予定内容 青空保育、芸術学校、自然学校の内容を深め、参加を積極的に募ってい

く。子育て支援事業を通して園の存在をアピールしていく。 

2 計画・ねらい 「勝手籠バザー」の取り組みをきっかけに育児講座を開催していく。 

実践予定内容 「勝手籠バザー」の参加者に声をかけ離乳食講座やおうち遊び講座を開催

する。 

3 計画・ねらい こども未来局保育事業部多摩区保育総合支援の「たまっこカレンダー」を

活用し参加者を募る。 

実践予定内容 青空保育・出張勝手籠・勝手籠バザー・寺親屋・子育て支援行事の日程を

告知する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい リーダー職員が中心となり、園内研修を行う。 

実践予定内容 園会議の時間を使って、リーダーに園内研修をする時間を用意する。 

人前で話す・話す内容を分かりやすいようにまとめる・時間内で伝えきる

等の機会があることでリーダーとしての自覚や自信が芽生えていく。 

2 計画・ねらい 向上心のある職員をつくっていく。 

実践予定内容 キャリアアッププランを見据えて、年に４回上長と面談をする。 

次のステップへの足掛かりになるアドバイスやサポートをしながら自信と

向上心に繋げていく。 

3 計画・ねらい 園長大学®保育士大学の研修を通して職員同士で学びあう。 

実践予定内容 学んだことを職員同士で語り合う場を設け子どものことや保育のことを話

せる機会を増やしていく。 

 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい プランターを設置し年間を通して野菜が育つ。 

実践予定内容 どんな野菜がよく育つのか子どもと職員が学びながら育てていく。 

2 計画・ねらい 子どもの成長に合わせて室内環境を改善する。 

実践予定内容 ２か月ごとにクラス会議の中で環境の見直しを行い室内環境を変えてい

く。 

3 計画・ねらい 園内開放で利用できる室内環境を整える。 
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実践予定内容 利用者に合わせて室内に過ごせる場夜を提供し、玩具や絵本など設置し自

由に遊べる場所を提供する。 

 

 

職員のスキル向上に向けて 

1 計画・ねらい 日課の意義を理解する。 

実践予定内容 日課の意義を理解したうえで子どもの何を教えるか考えて子どもと一緒に

行う。 

2 計画・ねらい 園長大学®保育士大学の研修を積極的に受講する。 

実践予定内容 受講したい研修を積極的に受講して知識の研鑽に務める。 

3 計画・ねらい 保護者や園を訪れた方に保育園の子どもの様子や保育者のかかわりがわか

るような伝え方ができ掲示物を展示する。 

実践予定内容 ポートフォリオを活用して子どもの様子を職員で共有し学びあい話せるよ

うになる。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 10人 12人 14人 14人 14人 70人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 9人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 3人 補助 0人 調理 0人 事務 0人 
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 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 職員の園内研修、コンピテンシー追求 

給食運営会議 月1回 月1回 アレルギー、離乳食、献立の振り返り 

事故防止委員会 月1回 インシデント、ヒヤリハット検証、危機管理 

ケース会議 月1回 個別計画の振り返り、省察 

クラス会議 月1回 保育計画の立案振り返り、子どもの様子共有 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 運営本部より情報共有、議案検討、意見交換 

施設長勉強会 月1回 課題改善計画立案、取り組み成果発表 

食育会議 年4回 食育計画の立案、献立見直し、給食提供マニュアル 

保健会議 年4回 感染対策やガイドラインの作成、食育計画作成 

主任会議 年4回 
マネジメント、自園での取り組み発表、アクションプラン

立案 

保育の質を上げる会議 月1回 ドキュメンテーション作成、取り組み成果発表 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園全体の衛生管理、感染症予防と園児の体調管理 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理、点検 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消火設備点検、避難訓練経路の確保と点検 

食品衛生責任者 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応 

畑係 年間を通した計画の作成と実施、畑の管理 

生き物係 命の尊さや自然事象への関心を広める機会を設定 
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行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

子育て支援係 青空保育、地域交流の計画と実施 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・子ども一人ひとりの気持ちを受け止めながら、ふれあいを多く持

ち、安心して過ごせる環境の中で様々な経験をする。 

・個々の発達を把握し、欲求を満たし生命の保持と情緒の安定を図

る。 

下半期 

0～1歳児 

・多様な経験を通して、感情を豊かにし、感じたことを伝えられる場

を大切にする。 

・自分でやってみたい気持ちを受け止めながら、遊びの幅が広がるよ

うにしていく。 

幼児保育 
上半期 

3～5歳児 

・毎日の生活や遊びの中で基本的生活習慣が身につくようにする。 

・やりたいこと、必要なことを自分で選択し、好きな遊びを通して興

味関心を学びに繋げていく。 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢の関わりの中で生活や遊びの達成感や充実感を味わいながら

経験できるようにする。 

・子ども同士で思いや考えを共有し、共通の目的を実現できる場をつ

くっていく。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 実施なし 

 

 

年間行事計画 

・２０2３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０2３

年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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給食・食育運営方針 

 

（１）調理員・保育士・施設長はこどもと一緒に食べる  

（２）噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する  

（３）子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる 

1 計画・ねらい おなかをすかせて食欲がわくように戸外で十分体を動かす。 

実践予定内容 0～2歳児は11：15 3～5歳児は11：30まで戸外で体を動かして遊ぶ。 

2 計画・ねらい 調理員は給食の時間に子どもが食べる様子を見て食事の形状について見直

しをする。 

実践予定内容 給食会議で保育者と残食量・苦手なメニューの把握をし、改善点を話し合

う。 

3 計画・ねらい 畑仕事やクッキングを通して食に興味を持つ。 

実践予定内容 プランター野菜の充実を図る。 

読売ランド前どろんこ保育園の畑仕事を通し収穫した野菜を園に持ち帰り

取れたてのおいしさや、加工したおいしさを味わう。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 0.1歳児 年6回(2ヵ月に１回) 2.3.4.5歳児 年3回(4ヵ月に１回)  

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 はみがき指導、感染症、手洗い指導 

流行が予測される感染症 
通年･･･新型コロナウイルス 

1月頃･･･インフルエンザ 感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

対象児なし 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については2022年3月までに受講予定 

その他保健に関する取組 

保育園感染病サーベランス登録 

コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい・手洗い指

導を行い、消毒・換気を徹底していく。 
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各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年6回／5･7･9･11･１･3月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診0.1歳児 年6回(2ヵ月に1回) 

2.3.4.5歳児 年3回(4ヵ月に１回) 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

 

1 計画・ねらい 一人ひとりにあった教育的意図を持った環境構成（室内・戸外）を考察

し続ける。 

実践予定内容 子どもによって最適な環境設定を行うために月案会議の際に会議を行い

見直していく。 

2 計画・ねらい 防犯、防災、怪我防止の視点で事故防止チェック・設備点検を定期的に

行い、破損等は速やかに修繕する。 

実践予定内容 様々な視点で点検できるように交代で行う。非常階段口のカギが閉まっ
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ているか注意喚起を定期的に行う。 

3 計画・ねらい 保護者、来訪者が見ても気持ちの良い環境を維持する。 

実践予定内容 清掃分担チェック表を利用し、園全体の清掃に努める。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具 設置なし 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 消防計画に基づき自衛消防隊を編成し、避難訓練を毎月１回行う。また、

うちのこアプリにて災害時緊急連絡を使用し、園が情報発信し、安否・避

難状況・避難先の情報を共有する体制をとる。 

2 防災 事故防止チェックを年４回、設備点検を年６回行い、ケガ事故防止に最善

を尽くす。 

3 ケガ事故防止 インシデント・ヒヤリハット報告書の運営を徹底し、事故防止委員会で検

証をしっかり行うことで事故を未然に防ぐ。 

4 ケガ事故防止 法人内の全園で事故防止委員会を月に１回行い、同グループ内で状況を共

有し、事故防止策を探っていく。 

5 防犯 年２回不審者侵入訓練を実施する。また、訓練は避難経路確保・不審者撃

退・通報の訓練で全職員対象として行う。 

6 光化学スモッグ 光化学スモックが発生しやすい気象条件・影響・光化学スモック注意報を

把握し、発令があった場合は内容に合った看板や貼り紙等を掲示する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

中高生の保育園体験などを積極的に受け入れ、異世代交流の機会をつくる。 

大学・専門学校の依頼があった場合は保育実習を積極的に受け入れ保育の仕事の素晴らしさを伝え

る 

1 職業体験 近隣中学校からの職業体験受け入れ 

2 保育実習 保育士養成校からの実習受け入れ 

3 保育ボランティア 大学生のボランティア受け入れ 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

２０2３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月20日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 危機管理 

③ 虐待防止研修 

 ・自園の子どもの様子、園内危険箇

所の予測と把握 

・園内ハザードマップの見直し 

・ケガの対応について 

5月18日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

訓練デモンストレーション 

 ・災害時、不審者遭遇時の対応方法 

・避難経路の確認 

6月15日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②水辺のリスクマネジメン

ト 

 ・水辺で事故が起こらないために気

を付けるべきことを確認する 

・水遊びのマニュアル共有 

7月20日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの姿の記録と公開 

・ブログ等を用いて保護者や地域に

公開する方法を考える 

8月17日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  さくらさくらんぼリズム 

 ・さくらさくらんぼリズムの必要性

と子どもの発達の理解 

9月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  感染症対応 

・マニュアル手順の確認 

・感染症対策・流行った時の対応に

ついて 

10月19日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②   接遇 

③ 虐待防止研修 

保護者、来訪者がいつ見ても気持ち

の良い施設となるための接遇 
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11月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  食材や食の循環 

子どもが自らの体験を通して食材や

食の循環・環境への意識を身につけ

る方法 

12月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

④   今年度振り返り 

（保育内容と環境） 

子どもの様子の振り返り、進級に向

けた保育と環境の見直し 

1月18日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  今年度振り返り 

(係・行事) 

今年度に実施した行事の振り返り 

クラス、保育者、係での反省と課題

の抽出 

2月15日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度事業計画書発表 

③ 園目標決定 

事業計画を理解し、次年度の目標を

決定する 

3月 3日 9:00～16:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度行事計画策定 

次年度計画、プロポーザルを基に子

どもたちに経験させたい行事を考え

る 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

園長大学®保育士大学の受講 

職員の学びたい講座を計画的に受講する。園の運営やキャリアにふさわしい講座を選び学ぶ機会を

積極的に組み入れる。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に地域とかかわっていくことを通して園の存在を理解していただき、地域で子どもの成長や

安全を見守ることができるようにする。また、積極的に園を開放することで地域の子育て支援に貢献

していく。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：登戸第１公園にて 

出張勝手籠 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人ホームの訪問、地域の高齢者サークルとの交流 

異年齢交流 小中学校との交流 

地域拠点活動 子育て支援「ちきんえっぐ」運営 

勝手籠バザーを年3回開催 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

勝手籠バザー 年3回 （6月、10月、12月） 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

 

今年度方針・テーマ 

年間を通して計画をたて、小学校への見通しを持って生活できるようにする。 

幼保小連絡協議会や授業参加に参加し、小学校の実態を把握していく。 
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就学時には保育所保育要録送付や申し送りを実施し、スムーズな接続を図る。 

小学校接続アプローチカリキュラムの理解を施設長、主任、年長児担任が深め、作成を行い、園内

で共有していく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月1日（土）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 登戸小学校 1年生 14名予定 
運動会参加（登戸小

校庭） 
行事見学 

10月頃 登戸小学校 1年生 14名予定 公開授業参加 子ども間交流 

１月頃 登戸小学校 1年生 14名予定 
区内年長児交流会へ

の出席 
子ども間交流 

2月頃 登戸小学校 1年生 14名予定 小学校への招待 職員・子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

クラス会議の中で振り返りと職員間の共有を行い、見直していく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：4名予定） 

施設長、主任、担任2名 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

進級引き継ぎ：書面と引き継ぎ会議で行う。 

小学校引き継ぎ：児童指導要録、また各小学校の担当職員との面談によって行う。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 
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子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎月 1回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎月 1回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：登戸第１公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２4年3月1日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１４時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、園事務 、佐々木、名越 

 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 互いに思いや考えを共有しながら目的を実現する活動を実践。組織目標

と個人目標、課題が明確になり支え合える職員集団となる。園行事や保

育参加に保護者や地域の親子を巻き込み、一緒に園を盛り上げ、子ども

の成長を共有する場をつくっていく。 

振り返り 組織目標や個人目標を意識しながら課題を達成するために職員が園会議

やクラス会議の中で発言をすることができた。一人一人の認識の違いが

あり、できる職員とできなかった職員がいた。 

勝手籠バザーを年３回実施できたことで園が認識されるようになった。

来訪者と育児のことや保活のことなど話す機会となったので来年度以降

も継続していきたい。 
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当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・チームで保育する楽しさやりがいを感じる。 

・園の様子や取り組みを社内外に公開し地域に知れ渡る園となる。 

重点施策 ・チームで保育をする中でリーダーが中心となり日課のねらい・意義を

理解し子どもと一緒に実践し定着していく。 

・出張勝手籠、勝手籠バザー、コンポストの取り組みを記録し「かわさ

きSDGsゴールドパートナー」の取り組み報告を行い社外に伝えてい

く。 

2024年度 目指す姿 ・リーダーを中心とした保育が定着し、一人ひとりの個性が輝く。 

・地域に愛され必要とされる園になる。 

重点施策 ・リーダー中心としたチーム保育が定着した環境の中で、活発に考えを

話し合い子どもの成長に合わせた環境設置を行う。 

・たまっこカレンダーで毎月の子育て支援行事を知らせ集客人数を増や

す。 

2025年度 目指す姿 ・チーム同士の連携が密になり保育園が「大きな家」となる。 

・いつでもだれでも来訪する園となる。 

重点施策 ・日々の子供の姿をとらえ、活発に意見交換する中で一人ひとりに合わ

せた活動場所、活動内容、援助ができるようになる。 

安心して過ごせる空間がある中で育児の悩みなどを地域の子育て世代の

仲間と安心して語り合える場となる。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 登戸ルーム 施設長 穂坂晴美 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ 川崎西口ルーム 

 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
社会福祉法人 どろんこ会の保育理念、保育方針に則り、以下の方針に基づき保育を実践していく。 

 

『心身ともに健康な子どもたちを育み、子どもたちが“いきる力”を身につける』 

 

保育園は、子どもの尊い命を預かっている場所ということを常に意識し、いかなる時も子どもにとっ

ての最善の利益を提供できる保育園であり続ける。 

 

【目指すべき子どもの姿】 

・自分でできることを自分でする子ども 

・活動を選択し、自分で考えて行動できる子ども 

・感じたこと、考えたことを様々な素材、また、言葉で自由に表現する子ども 

・様々なことに興味を持ち、また、その興味を自ら広げることができる子ども 

 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 生き物の世話、畑活動などを通して、食材や食の循環・環境への意識を身

につける。 

実践予定内容 日々の畑活動・生き物の世話を通しての生死教育・環境への意識を育む環

境教育を行う。 

2 計画・ねらい 9時に散歩に出発することで戸外活動を充実させ、戸外に出ることで出会

うことのできる「Ｔｒｉａｌ＆Ｅｒｒｏｒの事象」の体験の場を多く提供

する。 

実践予定内容 長距離散歩・戸外活動9時出発・午前午後ともに戸外での活動の実施。 

3 計画・ねらい 異年齢の関わりの中で、他者との協働、感情コントロール、目標の達成と

いう３つの要素が求められる場面の環境を構成する。 

実践予定内容 各年齢、個性が自然と混ざり合うことのできるインクルーシブ保育 

 計画・ねらい 流通を知り、お金について学ぶことで、将来の金融教育の基盤となる活動

を行う。 

実践予定内容 商店街ツアーの実施。 
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〈２〉保育所を利用する子どもの保護者への支援 

『保護者の困りごとは、自分の困りごとだということを意識する』 

1 計画・ねらい 子どもたちの育ちを広め、遊びの中で子どもたちがどのようなことを学ん

でいるのかを伝える。 

実践予定内容 SNSを中心とした保育の公開、積極的な保育参加・個別面談の実施、 

3分間対応。 

2 計画・ねらい 食育・栄養相談、保健指導など専門性に特化した子育て相談にも積極的に

対応し、分野を問わない保護者支援を行う。 

実践予定内容 看護師による保健指導、調理スタッフとの栄養相談の実施。 

3 計画・ねらい 保育園運営を保護者とともに行い、保護者の方にも当事者となってもらう

ことで、保護者も一緒に作り上げる保育園を目指す。 

実践予定内容 どろんこサポーターズの拡充、保護者との一緒に学べる学びの場の提供。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

『地域の子育て支援拠点として、地域に必要とされる選ばれた園となる』 

1 計画・ねらい 駅前型保育園という立地を生かし、近隣の商業施設との連携を築く。 

実践予定内容 年間を通し、商業施設、商店街に子どもたちの制作などを飾らせてもらう

ことで、地域の子育て支援拠点として地域に認知してもらう。 

商店街ツアーを通し、地域に愛される保育園を目指す。 

2 計画・ねらい 保育園が地域の子育て支援施設として、気軽に訪れることのできる地域の

方の憩いの場にする。 

実践予定内容 ちきんえっぐ活動の拡充、青空保育の積極的な実施、ちきんえっぐだより

の配布先の拡充。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

『スタッフ同士による伝え合い、学び合い』 

1 計画・ねらい 自治体、法人の研修をスタッフ個人に合わせ、確実なスキルアップに結び

付くようにする。 

実践予定内容 スタッフの意志を大切にしながら、今、必要な研修をスタッフが受講する

ことができるようにする。また、スタッフ自身も自らのMBOを意識し、研

修に参加する。 

2 計画・ねらい 研修を受講したスタッフが学んだことを他スタッフにアウトプットするこ

とで研修での学びを深める。 

実践予定内容 園会議、園内研修、昼礼などで研修での学びをアウトプットする機会を設

けることで、研修受講したスタッフだけでなく、園全体の質向上に努め

る。 
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〈５〉環境実施目標 

『未来思考とグローバル意識』 

1 計画・ねらい 障害、国籍を越えた多様性への理解 

実践予定内容 世の中には国籍や障害など多様な人がいることを知り、違いによる差別を

しない子どもたちを育てる。 

様々な人種や障害のある方との交流を行う。 

2 計画・ねらい 地球にある資源を大切にし、自分たちの住む地球を大切にする。 

実践予定内容 子どもたち、スタッフが住む地球を大切にする心を育む。 

絵本やコンポスト活動、ゴミ拾い、リサイクル活動に取り組む。 

 

 

〈６〉就学への支援 

『学ぶことの“楽しさ”を知る』 

1 計画・ねらい 就学までの見通しを持ち、就学までを逆算した上での保育計画の作成、実

践を行う。 

実践予定内容 小学校との連携、中学校との連携 

2 計画・ねらい 小学校教育についての学びをスタッフだけでなく、保護者と一緒に学ぶ機

会を設け、就学まで保育園でどのように過ごしていくかを一緒に学ぶ。 

実践予定内容 小学校の教諭を招いての園内研修 

 

 

 

 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 10人 11人 11人 11人 11人 60人 

 

 

〈２〉開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

〈３〉スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 ８人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 
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 運営方針 
 

〈１〉 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 園運営に関わる報告及び検討、保育についてのディスカッ

ション・ロールプレイング 

給食運営会議 月1回 児童の健康・アレルギー・クッキング等 

事故防止委員会 月1回 子どもの事故、ケガを未然に防止することを目的とする 

ケース会議 月１回 個別配慮を要する子どもについて 

週案会議 
週１回 クラスの子どもの情報を他クラスの担任と情報共有、ディ

スカッション 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 月例報告 

施設長勉強会 月1回 保育における課題点のディスカッション等 

食育会議 年4回 献立内容の改善提案・食育計画進捗報告等 

保健会議 年4回 感染症対策・改善提案等 

主任会議 年5回 保育の質向上検討、マネジメント 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上検討 

  

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 保育環境・衛生・予防に関わる提案実施 

安全対策係 防犯・遊具・保育備品の安全点検及び事故防止 

防火管理者 避難訓練の実施・改善取り組みの実施 

食品衛生責任者 衛生点検・予防及び管理と全職員への指導 

畑チーム 他園のスタッフと連絡を取り、畑計画を行う 

園内研修チーム 園内研修による保育の質の向上 
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〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者、商業施設との連携、運営 

 

 

 

 保育方針 
 

〈１〉基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・新しい環境や友達、保育者と慣れ親しむ。 

・個々の発達を大切にゆったりと関わり愛着関係を育む。 

・自然物や生き物、地域との関わりを体験する。 

下半期 

0～1歳児 

・基本的生活習慣の自立に向け、生活リズムの確立・排泄や着脱等に 

興味を持ちやってみようとする。 

・戸外での体験活動を広げ、異年齢との関わりを大切にしていく。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・新しい環境や友達に慣れ、関わりを深める。 

・基本的生活習慣の自立に向け、主体的に取り組む。 

・自然物や生き物・食・地域との関わりを体験する中で生命の大切さ 

を知る。 

・遊びや日々の活動に主体的に取り組む力を育む。 

下半期 

2～5歳児 

・様々な体験や生活に触れ合いを通して、友達同士の関わりを広げ、 

楽しむ。 

・遊びや日々の活動に主体的に取り組む力を育む。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 
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〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 自分たちが育てた食材を調理し、食べることで『食』への興味関心を広げ

る。 

実践予定内容 畑活動の充実、日常での食育 

2 計画・ねらい 空腹感を感じ、食べたい時に食べたい場所で食べたいものを食べたい人と

食べたいだけ食べることのできる環境作り 

実践予定内容 戸外活動の充実、縁側給食(テラス) 

3 計画・ねらい 日本、世界の郷土料理を知る。 

実践予定内容 行事食に郷土料理を取り入れ、食から日本や世界への関心を広げる。 

 

 

〈４〉保健計画 

園児健康診断 年12回（4～3月） 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗いキットを使用した手洗い指導、歯磨き指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

インフルエンザ、ノロウイルス等 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･１名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 
本日現在９名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回/4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回/4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回/6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回/15日 
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不審者侵入訓練 年2回/6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回/5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表/毎日 毎日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表/毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿/毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回/5日/全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認/保険証期限確認 

年2回/4･10月 

身長体重測定 毎月1回/20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年１２回/4～3月 

歯科健診 年１回/６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回/4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回/園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

『子どもたちの遊び込むことのできる環境』 

1 計画・ねらい 子どもたちの遊びの姿に合わせた環境作り 

実践予定内容 子どもたちの遊びの姿や発達に沿った環境作りを行い、一年通して、常

に同じ環境ということはなく、季節やその時の子どもの成長、遊びに合

わせた保育環境作りに努める。 

2 計画・ねらい 保育者の声よりも子どもの声に溢れた保育園にする。 

実践予定内容 保育者も人的環境として、子どもの主体性を尊重し、過度な言葉かけは

せず、子どもたちを信じる心を持つ。 

3 計画・ねらい 地域の人とのふれ合い、連携を 

実践予定内容 地域との密接な関係を築くことも、人的環境の一つ。普段の散歩時の挨

拶、各イベントへの招待など継続的な地域との関わりを行っていく。 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 なし   
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 常に危機意識を持ち、避難訓練や情報を収集し対応に当たる。 

2 実践予定内容 園内外の事故事例・ヒヤリハットを全職員で共有し、事故防止に繋げる遊 

具、家具等の点検をし、危険個所は速やかに共有、改善し事故防止に繋げ

る。 

3 実践予定内容 各種マニュアルを理解し速やかに行動する。 

4 実践予定内容 川崎市メール配信システムを活用し、発令及び解除等の最新情報を収集す

る。 

5 実践予定内容 救命講習、全職員受講。 

6 実践予定内容 クライアントとの共同の災害・非常時の避難訓練を実施し、クライアント

と密に連携をした訓練を実施する。 

7 実践予定内容 洪水時の避難訓練、不審者侵入訓練、総合避難訓練 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域研修の場として、実習生を受け入れていくことで、新しい保育の情報を手に入れていくととも

に、実習生に自分たちの保育の考え方を説明していくことで、自分たちの保育を振り返る場にもして

いく。 

1 実践予定内容 近隣の小中高生の体験学習等の積極的な受け入れを行い、“保育園での

仕事”というものを広く、伝えていく。 

また、小中高生を受け入れることで、地域との繋がりを強固にし、地域

になくてはならない保育園となる。 

1 実践予定内容 実習生の受け入れ、保育養成校の訪問などを積極的に行い、次世代の育

成にも力を入れていく。 
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 スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

 

〈１〉2023年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月22日 18:00～20:00 

・コンピテンシー自己採点 

・チーム保育 

・虐待防止研修 

異年齢保育を進めていく上で、スタ

ッフの連携が重要な要素となる。チ

ームで保育するとはどういうことな

のかスタッフの認識を一致させる。 

5月27日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・6つの力 

どろんこ会の理念を理解する上で大

切な６つの力についてディスカッシ

ョンを行う。 

6月24日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・丁寧な保育 

１期の保育を振り返り、子どもにと

って、また保護者にとって丁寧な関

わりができていたのか考えていく。  

7月22日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・事業計画書 振り返り 

今一度、事業計画書を振り返り、進

行状況の確認と年度の後半につい

て、ディスカッションを行う。 

8月26日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・園目標 振り返り 

 園目標の達成に向け、どの程度の達

成しているのか、また何が足りてい

ないのか今一度、ディスカッション

を行う。 

9月30日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・チーム保育 

年度の後半に入り、今一度、スムー

ズなスタッフ連携ができているの

か、振り返りを行う。 

10月28日 18:00～20:00 ・コンピテンシー自己採点 どろんこ会の理念を理解する上で大
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・6つの力 

・虐待防止研修 

切な６つの力についてディスカッシ

ョンを行う。  

11月25日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・丁寧な保育 

子どもたちにとって、保護者にとっ

て丁寧な保育とはどういうことなの

か、利用者アンケートも踏まえた上

で、ディスカッションを行う。 

12月23日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・事業計画書 振り返り 

2023年度の振り返り、事業計画書の

進行状況と2024年度はどのように進

めていくべきなのかディスカッショ

ンを行う。 

1月27日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・小学校教諭との学び合い 

 小学校教育がどのように進んでいる

のか、また園としてどういった部分

を大切にし、就学に向けて進めてい

るのかをお互いディスカッションを

し、理解を深めていく。 

2月23日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・日課の重要性 

 どろんこ会として、最重要視してい

る“日課”について定着しているの

か、また、来年度に向けて見直す部

分がないかディスカッションを行

う。 

3月22日 18:00～20:00 
・コンピテンシー自己採点 

・保育所保育指針 

 保育園の原点である保育所保育指針

について、学び直す。 

 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募  

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域の子育て支援施設として、地域の子育て世代の交流の場となるようにする。そして、地域での

認知が高まっていくことで、“選ばれる保育園”となり、地域になくてはならない施設となる。 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：西口さんかく公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事に参加、老人福祉施設の訪問、子育て支援センターとの交

流 

異年齢交流 幼・保・小連携事業での交流会に参加 

中学生の職業体験受け入れ、ボランティアの受け入れ 

地域拠点活動 川崎市・区主催 作品展 参加 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

アプローチカリキュラムを作成し、小学校との連携を密に行っていくことで、小学校の現状を理解

する。 

また、保育園での学びや学習指導要領についても、小学校教諭とともに学び、共有していく。 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月1日（土）より開始する。 



20221215版 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 幸町小学校 11名予定 
運動会見学（小学校

校庭） 
見学 

5月頃 宮前小学校 11名予定 
運動会見学（小学校

校庭） 
見学 

1月頃 御幸小学校  11名予定 
授業参観（小学校教

室） 
子ども間交流 

1月頃 幸町小学校 16名予定 
年間計画振り返りと

下記計画の確認 
職員間交流 

 

 

 要支援児計画 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

家庭、専門機関と連携して、全職員共通理解のもと保育にあたる。 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：１３名予定） 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

児童要録を基に、小学校との連携を図る。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（金）9:30～16:30  

子育て相談 （月）～（金）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（火）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（金）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：西口さんかく公園にて開催 
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 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２３年8月11日「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：12時00分 

自己評価終了予定時刻：14時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 ・子ども主体で遊びを選択し、自らのことは自らできる環境作り 

・SDGｓへの取り組み 

・地域に必要とされる選ばれた園となる 

振り返り ・環境作りは常に、子どもの遊び、姿に合わせ、変化させることを意識

し、スタッフも常に試行錯誤を繰り返していた。環境作りに終わりはな

く、今後も、事故防止と子ども主体を常に意識し、バランスを取ってい

くようにする。また、環境は物的だけでなく、人的も環境の一つであ

る。近隣の中学校との交流など地域の方とのふれあいも環境の一つと考

えながら、進めてきた。もちろん、子どもの一番そばにいるスタッフも

人的環境の一つであり、年間を通して、子どもへの丁寧な関わりが子ど

もたちの将来への大きな影響があるということを意識し続けてきた。 

・SDGｓへの取り組みを難しく捉えているスタッフが多く、取り組めた

ものが少ない。しかし、振り返ってみると、公園へのゴミ捨て防止のポ

スター、点字の注目、平和の日教育など小さなことのように見えるが、

実はそれは子どもたちへの影響は大きく、すべてがSDGｓの活動につな

がっている。 

・新規開園し、２年目の2022年度。開園１年目同様に、地域の方々に

認知してもらうために、ビル内の商業施設や近隣のショッピングモール

への作品展示や公園内のゴミ捨て防止ポスター、SNSによる保育の公開

を進めてきた。今後も地域への貢献と同時に、地域への認知力を高めて

いく。 
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〈２〉当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 各年齢の育ちをしっかりと理解し、常に子どもたち自身が自由に遊びを

選択できる環境を構築し続ける。 

また、環境構成は物的だけでなく、人的環境も整え、保育運営を保護

者、地域の人と一緒に行うことで地域にとってなくてはならない福祉施

設となる。 

重点施策 どろんこ祭りや各行事を行う中で、地域や保護者と連携し、保育園運営

を共に行っていく。 

2024年度 目指す姿 積み重ねた保育記録を公開していくことで、他の保育園のモデルとな

り、常に地域の保育園の見本となるようにする。 

重点施策 今まで積み重ねたエピソード記録、ドキュメンテーション等を公開して

いくことで、地域の保育園の見本となり、手本となるようにしていく。 

2025年度 目指す姿 法人内だけでない近隣の保育園とともに、園内研修を行い、地域全体と

しての保育の質の向上を目指す。 

重点施策 地域の保育園のリーダーとして、地域の保育園向けの研修を実施する。 

 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 川崎西口ルーム 施設長 岩本 亮 
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２０２３年度 八山田どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

開園してから３年目を迎え、発達支援つむぎを併設し地域に根差した園づくりを目指してきた。国の

保育所におけるインクルーシブ保育の考え方も変わり転換期にある昨今、地域にも併設園の果たす役

割は大きいと捉える。日々多様性を大事にしながら一人ひとりに寄り添い、豊な学びの場を保証し、

真のインクルーシブ保育の在り方を日々研鑽し、発信していく時ととらえる。 

保育所保育指針並びに、社会福祉法人どろんこ会の保育理念、保育方針に則り、当園の保育目標を以下の３つ

とする。 

「自分で考えて行動する子」 

「人と繋がることが大好きな子」 

「未来に希望を持って探求する子」 

 

この保育目標の実現のために、保育園・発達支援の施設全体で以下の5項目を推進していく。 

 

① 子どもの保障される権利を尊重し、自分も他者も大切にできる価値観を育み、子どもの人権を尊重し気持ち

に寄り添い、丁寧なまなざしを持って育んでいきます。特に併設園の良さを最大限に活かしながら、インクル

ーシブ保育の実践をする。 

② 子どもの「やってみたい」を真ん中に「気づく力」「やりぬく力」「調整する力」を見据え、２１世紀の保育のあ

り方を探求し人間力を育くむ。 

③ 基本としている異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩９時出発・畑仕事・裸足保育

・縁側給食・商店街ツアー・青空保育を実施しその中での質を大事にする。 

④ 体験を重視し、子どもたちが人・自然・もの・出来事と様々に関わる暮らしの中で、豊かな感性が育くみ、体

験を通して探求の芽生えを育くむ。 

⑤ 主体的・対話的深い学びに注目し「創造」「遊ぶ」「共有」「振り返る」「想像」のサイクルを基に豊な創造的

活動を生み出していきます。受容し安心して生活する場を保障し、自らの興味や関心に基づき主体性を大事

にする保育を進める。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 法人の大事にしている基本活動を理解し、保育に従事する。 

実践予定内容 ・基本活動「日課」の意義を職員が理解し、子どもと取り組む。 

・日課での子どもの育ちを言語化する。 

2 計画・ねらい 職員が語り合う集団になる。 

実践予定内容 ・子どもの生活・遊びは学びであり「遊び」を通した子どもの育ちに気づき、学び

の道筋を職員が考える。 

・育ちにどう向き合っていくかを、ポートフォリオ・ドキュメンテーションを用いて子

どもが何に気づき、何を学んでいるのか、何を支援すればよいのか環境や手

立てを言語化する。 

3 計画・ねらい 養護的側面「一人の人として受け入れられる」教育的側面「資質・能力」を生

活・遊びを通して育くみ内容の充実を図っていく。 
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実践予定内容 ・接続期カリキュラム「学ぶ力」「関わる力」「生活する力」を基に０歳 

児からのカリキュラムの見直しを図る。 

 

 

〈２〉保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保育園と保護者の綿密な連携をする。 

実践予定内容 随時、育児不安解消を目的とした子育て等に関する様々な支援を行い保 

護者が主体的に育児を行えるようにパートナーとして一緒に考え、共に 

子育ての楽しさを共有していきながら、繋がっていく。 

2 計画・ねらい 子どもの成長を丁寧に伝えていく中で理解を深めるきっかけにする。 

実践予定内容 保育の過程や子どもの育ちの言語化・可視化し伝える機会をつくる。 

職員が日々３分間対応の中で様子を丁寧に伝えていく。 

日々何かに向かって努力する姿や葛藤する姿を伝え、家での様子も共有す 

ることで、子どもが自ら育つ最善の環境を一緒に考え合える関係性を作 

る。 

3 計画・ねらい 送り迎えの際、ほっとできる場の構築・どろんこサポーター制度の拡大 

実践予定内容 大人が癒される場をつくる。保護者同士の関わりを大事にする。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園庭を開放し地域の方の癒しの場にする。 

実践予定内容 畑仕事や季節折々に集える場を開放し地域の庭として機能していく。 

2 計画・ねらい 保育園の様子を外部に発信していく。 

実践予定内容 SNSで保育園の様子を伝え、地域に開かれた子育て支援を行っていく。 

3 計画・ねらい 園と家庭・地域が協働し、いつでも気軽に集える場として地域の方が保育園を活

用し、園が安心拠点として機能していく。 

実践予定内容 子育て等に関する相談や援助子育て支援としてのニーズを柔軟に対応し、地域

の核となる地域に開かれた子育て支援を実施し「子育て拠点」としての役割を

果たしていきます。特に子育ての知識や情報を伝え地域との関係づくりに努め、

地域や家庭と連携し、園が共に育ち合う場となるよう保育園の役割を果たして

いく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 職員が子どもの育ちを常に語り合う集団であり続ける。 

実践予定内容 保育に打ち込める環境、互いに認め合い尊重される関係性を基に働きやす

い職場環境の中でより、語り合う文化を進化していきます。職員は日常的

に保育を語り、子どもを深く理解していく。 

2 計画・ねらい 保育所保育指針の理解を深める 

実践予定内容 基本的な理解を再確認する。 

「5領域」「指針」「環境構成」「養護」「教育」「接続期」「遊び込む」 

キーワードで深く掘り下げていく。 

3 計画・ねらい 学びの輪を拡げていく。 

実践予定内容 自分の考えを積極的に表現する。 
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園長大学Ⓡ・保育士大学の視聴を進める。 

更に充実していくために環境構成の視点から考える。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 畑仕事・食材加工・命を頂く活動を行う 

2 計画・ねらい 食材の循環サイクルの実行 

実践予定内容 給食調理における廃棄を減らす、残渣の再利用など捨てるではなく有効活

動をする。 

3 計画・ねらい 陸の豊かさを守る活動の実践をする。 

実践予定内容 木陰を創り過ごしやすい空間を創る。ペーパーレス化。 

 

 

〈６〉インクルーシブ保育の実践（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 多様性を子どもも大人も受け入れ、互いを認め合える保育と職員集団を作

っていく。 

実践予定内容 今までの保育の在り方や考えを一旦捨てて、子どもと向き合っていきま

す。その中でそこに携わる大人全てが一緒に保育を創り直す場を大事にす

る。 

2 計画・ねらい 一人ひとりの良さと違いを理解し、子どもの一人ひとりの健やかな成長を

育くんでいく。 

実践予定内容 「試行錯誤＝Trial＆Error」ができる場を大事にしていく。 

3 計画・ねらい 併設園の機能の充実を図る。 

実践予定内容 保育園・つむぎ両機能の充実を測り連携の拡充を図っていく。 

専門性を生かし実践していく。 

 

 

〈７〉食の循環への直接体験（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 法人の食のこだわりを追求する。 

実践予定内容 食育３大方針「調理・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる」「噛む力

を育て、素材を味わえる状態で提供」「子どもが自分たちで盛り付け・配

膳して食べる」ことの実践をしていく。 

2 計画・ねらい 豊かな食の体験の場の構築 

実践予定内容 様々な食育体験の中での活動の中での子どもの発想や想いを丁寧に繋げて

いく。子ども達の試行錯誤の場面を大事に繋げていく。 

3 計画・ねらい SDGsを考える場をつくる。 

実践予定内容 子ども自らが食材や食の循環・環境への意識を身につける活動の実行を進

めていく。 
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 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

15人 15人 15人 15人 15人 15人 90人 

 

 

〈２〉開所時   

７時００分～２０時００分  

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

常勤 

スタッフ 
保育士 16人 看護師 ０人 栄養士 ３人 調理員等 ０人 

        

パート 

スタッフ 
保育士 ０人 補助 ２人 調理 ０人 事務 １人 

用務 ０人 嘱託医 ２人     

        

 

 

 

 運営方針 
 

〈1〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 研修計画に基づき研修 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 危機管理・安全対策・検証・研修 

ケース会議 随時 子どもの様子の共有 

フロアー会議 随時 月案・ねらいの確認・様子の報告 

リーダー会議 随時 マネジメントの共有 
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〈２〉法人指定施設外会議への参加（勤務時間内） 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体での課題解決・連絡 

施設長勉強会 月1回 意見交換をする中で学び合う 

食育会議 年4回 グループ全体で給食業務改善を目指し開催する。 

保健会議 年4回 
グループ全体で園児健康管理業務改善を目指し、各園が園

会議で検討した事項をもとに開催する。 

主任会議 年12回 主任の役割を考える。 

子育ての質を上げる会議 月1回 若手職員のスキルアップを図る。 

  

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
グループ全体で園児健康管理業務改善を目指し、各園が園会議で検討し

た事項をもとに開催する 

安全対策係 けが防止・危機管理マニュアル参照 

防火管理者 災害対策・避難訓練防災計画・自主点検 

食品衛生責任者 衛生点検・給食提供マニュアル参照 

畑係 畑管理 

  

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者とともに企画・運営 

園庭改良係 より良い園庭の改良を推進する。 
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 保育方針 
 

〈１〉基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

個々の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図ります 

歩行の確立、言葉の獲得により盛んになる探索活動が十分にできるよ

うにし、友だちへの関わりの芽生えを促す 

下半期 

0～1歳児 

沢山の経験を通して感性を豊かにし、感じたことを少しずつ言葉で伝 

える場を大切にします 

生活や遊びの中で心身ともに伸びる場を保障する。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

異年齢の中での友だちとの繋がりを深め、楽しむ場をつくり協調性や 

自主性を育みます 

興味関心をもったことに、主体的に関わり発見を楽しんだり考えたり

遊びに取り入れます。 

下半期 

2～5歳児 

異年齢の関わりの中で、生活や遊びの達成感や充実感を感じる中で経 

験を保障します 

自分で考え、工夫し判断して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の

芽生えを培います 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

随時、希望する保護者に対し実施 

「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご意

見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 調理員・保育士・施設長とこどもと一緒に食べる。 

実践予定内容 身近な人と食べて美味しいと思う子を育む 

2 計画・ねらい 心地よい空間作りをする。 

実践予定内容 四季を感じる気持ちの良い空間の中で食事を頂く。 

3 計画・ねらい 様々な伝統食や行事食を体験する 

実践予定内容 食に旬があることを知り、季節を感じながら様々な地域の産物を生かした

食事を体験する 
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〈４〉保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 歯磨き指導・手洗い指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

1月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

２月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･3名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在２３名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員１名については４月６日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
AED設置なし 

その他保健に関する取組 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 
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衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年１回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 居心地の良い場を創っていく 

実践予定内容 安心でき居心地の良い空間から隣り合う空間(０歳から５歳)の行き来を

大切にする 

2 計画・ねらい 試行錯誤をしながら遊びこむ環境を創っていく。 

実践予定内容 「深く学ぶ」「深く観る」ことを大事に心ゆさぶられる環境を大事に

保育士も共に感じ、子どもと一緒に環境を創っていく。 

興味・関心を基盤に「学びの芽生え」を大事に協働的な学びを生み出す

場を大事にする。 

3 計画・ねらい 遊び込む場の見直しを図る。 

実践予定内容 夢中になる場・空間・時間・他者との共有を保障する。再構成できる職

員の育成 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーティション １歳児室/幼児室  毎日 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践予定内容 防災：消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施。震

度５弱以上の際は、園が情報を発信安否・施設状況・避難先・を情報共有

する体制をとる。また、帰宅困難者対策をふまえ災害に備える。マニュア

ルの徹底。 

2 実践予定内容 ケガ事故防止 事故防止チェックリスト年４回、設備点検年４回を行い事

故防止の徹底を図る。また、マニュアルにある園外保育・遊具等の保育士

行動指針の徹底を図る。 

3 実践予定内容 インシデント・ヒヤリハット報告の分析 

4 実践予定内容 グループ内で状況を共有し日々の保育の中で事故防止策を探る。 

5 実践予定内容 防犯：年２回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者訓練を実施

する。また、訓練は避難訓練確保・不審者撃退・通報の訓練で職員全員を

対象とする。 

6 実践予定内容 光化学スモッグ・光化学スモックが発生しやすい気象条件・影響・光化学

スモッグ注意報を把握し発令があった場合は、内容にあった看板・貼紙等

を提示する。園児・職員は室内で過ごす。 

7 実践予定内容 リスク管理委員会によるリスクマネジメント 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

1 実践予定内容 年間を通した小中高生の保育園体験ボランティア活動の受け入れ一般お

よび学生の各種ボランティアの受け入れ。 

 

2 実践予定内容 保育育養成校の学生の受け入れは、次世代を担う保育・福祉の現場で活

躍する人材を育成するために、積極的に受け入れる。 

3 実践予定内容  

 

 スタッフ育成と研修計画 
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〈１〉２０２３年度 園内研修計画 （毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修大

事にしたいこと 

虐待防止研修 

基本理念を据える 

自園の事故から 

虐待の定義について 

 

5月12日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修 

衛生・安全のこだわり 

乳児の遊びのとらえかた・環境の捉

え方 

指示をしない保育 

人数確認・アレルギー確認・ヒヤリ

ハットから 

6月9日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修 

保育所保育指針から 

生活を子ども達が創るとは 

 

自己記録簿からの検証  

7月14日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修

水・土から考える 

遊びの子どもへのまなざし・子ども

の育ち 

ヒヤリハットからの検証 

8月11日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修 

一人ひとりを大事にすると

は 

子どもにとって安心できる場・伝え

る場から引き出す場へ 

他園の事故記録簿から 

9月8日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修 

日課を見直す。 

  

時間・場・空間・仲間から据える 

マニュアルの再確認 

 

10月13日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修環

境の再構成とは 

虐待防止研修 

子どものエピソードを保護者への伝

え方 

火・水・土を道具として使う意義の

再確認 

虐待に関して再確認する。 

11月10日 18:00～20:00 

 コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修 

インクルーシブ保育とは 

環境を支える職員の眼差し 

他園の事故記録簿から 

12月8日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント 

研修専門性とは 

チームとして・同僚性と専門性 

災害の対応・ヒヤリハット分析・他

園事故分析と要因 

1月12日 18:00～20:00 
コンピテンシー自己採点 

リスクマネジメント研修 

保育の中で目指している理由を再考

する 
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ヒヤリハット分析・他園自己分析と

要因 

2月9日 18:00～20:00   来年度の運営方針 策定会議 

3月8日 18:00～20:00 策定会議・  策定会議 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 地域交流計画 

〈１〉今年度方針・テーマ 

核家族化や地域のつながりの希薄化、子育ての負担や不安、孤独感が高まっているため、保育園・

地域・家庭が一体となって、子ども子育て支援を行い、子どもの健やかな成長を保障できるよう取

り組む。地域の方が自由に園を利用し地域の相談しあえる仲間でいられるようにとの思いから、月

１回「ちきんえっぐ」を発行し、年間計画のもと地域交流を行う。 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：八山田子供広場にて 
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商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人施設訪問 

異年齢交流 青空保育・保育参観・体験活動参加・小学校交流会 

地域拠点活動 保育参観 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

９．小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

２１世紀の教育の在り方が模索され「小学校学習指導要領」「保育所保育指針」が改訂され

た。また、こどもの生活の連続性を踏まえ小学校と連携が円滑にいくように連携・接続していく。

キーワードになっている「主体的・対話的学び」とへの教育のありかたを具体的に小学校の教諭

と共に要領・指針の相互理解を図っていく。以下計画について、小学校と相談・協議を４月１日

（土）より開始する。小学校との交流活動（小学校見学・運動会未就園児プログラムへの参加）

を通じて小学校との交流を図る。また、幼保小連絡会議への参加を通じての情報交換を行う。ま

た、小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育所保育要録送付児童情報申し送りの面

談を実施する。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を3月1日（水）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

６月頃 行健第二小学校1年 15名予定 
交流会（行健小校

庭） 
子ども間交流 

９月頃 行健第二小学校1年 15名予定 
交流会（当園幼児保

育室） 
子ども間交流 

12月頃 行健第二小学校1年 15名予定 
授業参観（行健小教

室） 
職員間交流 

 

 

 

１０．要支援児計画 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

対象児童の様子に合わせて、年に２回以上作成予定 

ケース会議の振り返りと職員間の共有を行い、見直してく 
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〈２〉毎月のケース会議開催 

（４と～３月に計１２回開催予定 参加者：５名予定） 

個別支援計画の振り返りと次月計画の確認 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

小学校への共有は児童指導要録、または、各校の担当職員との面接を行う。 

 

１１．子育て支援事業 
園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（火）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（水）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

 

 

 

１２．園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２４年３月1日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時００分 

自己評価終了予定時刻：12時００分 

自己評価実施予定者：真島里佳、阿久津裕太 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

１３．３カ年計画の具体化 
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〈１〉昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 地域発信する中で地域に理解され密接な関係性の中で、地域に根ざし

た子育ての場を創生していく。 

振り返り 多様な人と出会い、かかわりあいながら、共有し共感することで共に

育ちあう場を大切にしてきた。また、インスタグラム等で発信してき

た。地域との交流をより積極的に取り組んでいきたい。 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 自立した集団を形成し、保育士が専門性を伸ばしながら積極的に人や組

織と関わり、法人をリードしている。 

重点施策 併設園の地域や保護者を巻き込み、多様性を尊重し子どもの育ちを支え

併設園の質の向上を押し進める。 

2024年度 目指す姿 専門性の高い集団になり、地域をリードしている。 

重点施策 一人ひとりが生き生きと、やりがいをもち従事している集団を目指す 

地域の核となる地域に開かれた子育て支援の充実を図る。 

近隣園と保育の在り方を提言し子育ての在り方を一緒に考えていく。 

2025年度 目指す姿 併設園として業界をリードしている。 

重点施策 多様性を認め合いながら、どろんこ会のインクルーシブ保育を発信して

いく。 

 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：八山田どろんこ保育園 施設長 真島 里佳 
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２０２３年度 三筑どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

法人 保育理念：「にんげん力。育てます。」 

保育方針 ：「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

三筑どろんこ保育園 園目標 

 ・Trial＆Error を楽しみ、多くの経験をする 

 

  【職員目標】共有・丁寧な関わりの徹底をする 

 

保育園を大きなひとつの家として、0～5歳児が室内外の好きな場所で好きな遊びを好きなだけ 

遊べる環境、子どもの「行ってみたい」「やってみたい」気持ちを満たすことのできる環境を 

保障する。その中で保育者が必要以上に手を出さず、言葉をかけすぎず、子ども一人ひとりの 

育ちに合った最適な環境の中で、生きる力のある心も身体も逞しい子どもを育てていく。 

本物の体験にこだわり、感じたこと・体験したことを思い思いの方法で表現することが好きな 

子どもを育てる。また、積極的に園外に出かけ、地域との関わりを大切にすると共に、園内に 

地域の方をお招きしての活動も行い地域との連携を深めながら、地域にとって欠かせない存在 

となり、選ばれる「地域一番園」を目指していく。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課・基本活動の充実 

実践予定内容 ・異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩９時

出発、生き物の世話・畑仕事・縁側給食が子どもにとってどのような成長

に繋がるのかを職員が理解し、活動の意味を深めながら子どもと実践して

いく。 

2 計画・ねらい 保育環境の充実 

実践予定内容 ・やってみたい、やりたくない、もうやめる、を子ども自身が自己決定で

きる環境つくりのために、定期的な保育の振り返りと環境の見直しを行

い、保育の課題等への共通理解や協同性を高める。 

・ポートフォリオ・ドキュメンテーションを用いて、子どもが何を学んで

いるのか、何を支援すればよいのか環境や関わりを語り合い、子どもの育

ちに向き合っていく。 

3 計画・ねらい 異年齢保育の充実 

実践予定内容 室内外での異年齢活動を通じて、子どもたちが①他者との協働 ②感情コ

ントロールの経験 ➂目標の達成に向けて自発的に関われる環境を設定

し、友だちが何に困っているかを感じ、一緒に考えられる心が育つよう見

守っていく。 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 安心できる保護者対応（子どもの成長を丁寧に伝える） 

実践予定内容 ・受け入れ・お迎え対応時の充実を目指し、研修の実施や定期的な振り返

りを行いながら「待たされた」と感じない保護者対応を職員誰もが気遣い

とおもてなしの心を持ってできるようになる。 

・連絡帳・タイムライン・ブログ・ポートフォリオ等を使用し、園生活を

積極的に発信して伝える機会を増やしていく。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設 

実践予定内容 園内の清掃・整理整頓を心がける。ごみを拾う、使わないものは元あった

場所に片付ける、美しい掲示、手洗い場や鏡は汚れていないか・濡れてい

ないか、窓の汚れはないか等、具体的に来訪者目線で確認していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた子育て支援の実現 

実践予定内容 ・地域に向けて、ちきんえっぐイベントや園の行事など園児と一緒に楽し

めるものを企画し、多くの方に園を知っていただく。 

・いつ誰が来訪しても、気持ちの良い挨拶や声かけができるよう、園内研

修を積極的に行っていき、コミュニケーション能力をあげていく 

2 計画・ねらい 保育園での取り組みの地域発信を強くする 

実践予定内容 ブログ・ちきんえっぐだより・園掲示板を利用して保育園での様子を伝

え、散歩中の気持ちの良い挨拶や、公園等でのさりげない声かけ・地域親

子との交流を行い、自園に興味をもってもらえるようにする。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 日課・基本活動の理解を深める。 

実践予定内容 日課・基本活動を行う意味や活動を通しての子どもの成長について学び、

「やらねばならぬ」ではなく「なぜやるのか」を深く理解する。 

2 計画・ねらい 人的環境の重要性について学び合い、実践に生かす。 

実践予定内容 ・子どもの意欲を引き出すために、どんな仕掛けが必要か、先を見通した

関わりができるようになる。 

・事例報告研修を行い、様々な場面で子どもの様子を見守った時の思いや

関わり方等、ディスカッションを繰り返しながら子どもの姿を読み取る力

をつけていく。 

3 計画・ねらい コミュニケーション能力を高める。 

実践予定内容 各自の取組みや各クラスの取組み・課題を、発表する機会を作り、自分の

考えを発信する力をつけていく。他園ともリモートで繋がり発表し合う場

を広げ、自分や自園の保育を語れるようになり、他園を知ることで自園と

は違う保育に興味をもち、期間限定異動での学びへ繋げていく。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 水と清潔な環境の大切さを知る。 
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実践予定内容 ・手洗いに実際どれくらいの水を使っているかを知って節水への意識を高

める。また、泥水をろ過してきれいな水を作って水が飲めるようになるま

での手間を知り、きれいな水はとても貴重で大切であることを感じなが

ら、蛇口からきれいな水が出てくるのが当たり前ではなく限りある資源で

あることを伝える。 

2 計画・ねらい 自然の不思議さを知る。 

実践予定内容 日陰を作って日向と日陰の暑さの違いを感じたり、風を起こして人の力で

風を起こすのにはどれくらいのエネルギーがいるかを体感したりして、太

陽や風、水などの自然のエネルギー、身近な自然が持つ不思議な力を感

じ、自然の恵みに感謝する気持ちを育てていく。 

3 計画・ねらい 物の大切さを知る。 

実践予定内容 家庭から集めた廃材を分類し、廃材置きコーナーを作ることでものづくり

への意欲を高め、発想を広げていく。「何に使えるか」「どう工夫すれば

使えるか」を考えゴミを減らすことで、「工夫して使う・作る」ことを経

験し「もったいない」という感覚を大切にする。 

 

 

「見守る保育」「指示をしない保育」の実践 

1 計画・ねらい 保育のTrail＆Errorの実践。 

実践予定内容 ・子どもが自ら考え、主体的に行動し、Trail＆Errorを繰り返しながら、

自分の力でやり遂げることを大切にするために「見守る保育」を実践す

る。また、言われてからやるのではなく、自ら考え判断して行動できる子

どもを育て「指示をしない保育」に繋げていく。 

・若手職員は「失敗を恐れない」、経験のある職員は「失敗を責めない」

をルールとし、互いに助け合うチーム保育体制を目指していく。 

2 計画・ねらい 乳児の育ちの理解と実践。 

実践予定内容 子どもたちのありのままの姿を受け入れ、一人ひとりの個性や表現を大切

に丁寧に関わっていく。 

 

 

子どもも大人も自分らしくいられる場作り 

1 計画・ねらい 居心地の良い場所を作る。 

実践予定内容 子どもが自分らしさを発揮し、主体的に生活できる居心地のよい場所を作

る。自分らしさが保障され、子ども・職員・保護者様が共に語り合える風

土作りに取り組む。 

2 計画・ねらい 強みだけでなく、弱みも活かされる集団作り。 

実践予定内容 ・「こどもかいぎ」「おとなかいぎ」を実施し、仲間の価値観、物事の捉

え方を知る。 

・自分の弱みを認めることで、互いに助け合い、弱みを強みに変えていく

チーム力を育てていく。 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 18人 18人 24人 24人 24人 120人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 18人 看護師 １人 栄養士 ２人 調理員等 １人 

パート 

スタッフ 
保育士 ２人 補助 ０人 調理 ０人 事務 ０人 

用務 １人 
嘱託医 

嘱託歯科医 
 ２人       

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 園の課題・情報共有、研修報告、その他会議共有、   

園内研修、次月行事確認等 

給食運営会議 月1回 喫食状況確認、アレルギー児確認、食育指導 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデントの前月分検証、法人内で起き

た事故の共有、危機管理・安全対策 

ケース会議 月１回 気になる子についての情報共有、支援計画書の見直し 

週会議 週１回 各クラスの情報共有、行事の検討 

週案会議 週１回 全クラスの保育計画の調整と連携 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人内の共有事項、意見交換、事故防止委員会 

施設長勉強会 月1回 
職員育成・保育の質の向上を目的としたディスカッション 

課題の取り組み共有 等 

食育会議 年4回 法人全体での食育活動の共有、意見交換、成果発表 等 

保健会議 年4回 保健衛生に関する事項についての共有、意見交換 等 

主任会議 年４回 
職員育成・保育の質の向上を目的としたディスカッション 

課題の取り組み共有 等 

子育ての質を上げる会議 月1回 
保育の質の向上を目的としたディスカッション 

課題の取り組み共有 等 

 

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
園内の衛生管理・清掃及び備品の管理・発注、感染症予防・拡大防止策

の実施、園児の健康管理と保護者への発信 

安全対策係 
避難訓練・消火訓練・不審者侵入訓練の実施、施設内外の設備点検・事

故防止点検の実施、ハザードマップの作成・更新 

防火管理者 消防計画の作成、それに基づく各種訓練の実施 

食品衛生責任者 食材発注、給食提供食材の衛生管理と在庫状況の把握 

畑係 畑・田んぼの年間計画作成と実施、用具類の管理と補充 

生き物係 
鶏の健康管理、飼育環境の整備・改善 

命の尊さや自然事象への関心を広める機会の設定 

地域交流係 異世代交流、地域行事参加等の窓口業務 

 

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 祭りの計画・実行、地域への広報 

運動会係 運動会の計画・実行、地域への広報 

生活発表会係 生活発表会の計画・実行、地域への広報 



20221215版 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・一人一人の生理的欲求を満たし、情緒の安定を図る。 

・子どもの興味関心に寄り添った遊びの提供、心身ともに安心して遊

べる環境の中で、五感の感覚を育み探索活動を楽しむ。 

下半期 

0～1歳児 

・応答的な関わりを大切にしながら、発語を促し情緒の安定を図る 

・自分でやろうとする気持ちを大切にし、時間がかかっても自分で最

後まで頑張ろうとする思いに寄り添い、達成感を共有する。 

・ハイハイや歩ける範囲の活動を大切にし、発達段階を踏まえて全身

を使って遊び込む活動を十分に尊重する。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・安心して夢中になって遊び込める時間に十分配慮し、機会を排除し

すぎない保育を心がける。 

・自己を十分に発揮し活動を通して、やり遂げる喜びや自信が持てる

ように配慮する。 

下半期 

2～5歳児 

・自分の気持ちや経験を自分なりの言葉で表現することの大切さに留

意し、友だちと伝えあったり話し合ったりすることの楽しさが味わえ

るようにする。 

・感じたことや思ったこと、想像したことなどを様々な方法で自由に

表現できるような環境設定に留意する。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 実体験を通して食や食の循環について興味関心をもつ。 

実践予定内容 ・鶏の糞や廃棄食材で堆肥を作り、畑に使用して食の循環を認知する。 

・季節に応じた作物を育てて畑活動の充実を図り、失敗と成功を経験しな

がら、作物が育つまでの世話の大変さ、収穫・食すことの嬉しさや喜びを

感じられるようにする。 
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・食材を加工し手間をかけることで食べられるものや長期保存できるもの

を知らせ、魚の解体を通して命をいただくことの意味を実体験として伝え

る等、食の知識を学びながら食べることの大切さを学んでいく。 

2 計画・ねらい 食べる意欲を育てる。 

実践予定内容 ・食べたい環境を自分で選択できるようにし、共に食べる喜びを感じなが

ら、心地よく食事をたのしめるようにする。 

・バイキング給食を実施し、自分の食べたいものを自分で盛り付け、自分

の食べきれる量を知る。 

・日々の活動の中で、空腹感を感じることのできる活動を保証し、食欲に

つなげる。 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年２回（４月・10月） 

歯科検診 年１回（６月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 手洗い指導、歯磨き指導、からだの仕組み等 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６～８月頃･･･胃腸炎、手足口病、プール熱 

1～２月頃･･･インフィルエンザ、溶連菌、感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･１名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在１５名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員１２名については４月の園会議までに受講予定 

その他保健に関する取組 

・日々の子どもの健康状態把握、近隣園・地域での感染症流行情報の

把握、情報発信。 

・生存確認・嘔吐処理、おむつ交換、与薬・アレルギー食提供など、

定期的なロールプレイを実施。 

・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 
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各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／４･１０月 

歯科健診 年１回／６月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 発達に沿った室内環境の充実 

実践予定内容 指先を使った遊びや文字や数に触れることができる遊びなど、発達に合

わせたコーナーつくりをする。また、子どもの興味・関心がどこに向い

ているのかをよく観察し、定期的に室内環境の見直しをおこなう。 

2 計画・ねらい 遊びの継続性の確保 

実践予定内容 「明日(後で)またできる」という期待を持って活動を止め、置いておけ

るような室内外共に遊びの続きができる環境を作る。 

3 計画・ねらい どろんこ遊び場の整備 

実践予定内容 芝生を掘り返すことなく思う存分穴を掘ったり、水を運び込みやすい場
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所にどろんこ遊び場を設置し、土を足したり鍋やスコップなど見立て遊

びが出来る環境を充実させる。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 テーブル 園庭 毎日 

2 ベンチ 園庭 毎日 

3    

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 

【防災】 

・危機管理マニュアルの災害対策に則り、月１回の避難訓練を行い、火

災・地震の避難方法を確認する。 

・アプリの災害時緊急掲示板を使って、安否情報(園名・園児数・保育者

数・ケガ人・建物の被害状況・避難場所)を書き込み、保護者と情報共有す

る体制をとる。 

2 実践予定内容 

【ケガ事故防】 

・ヒヤリハット・インシデント報告書の運用を徹底し、事故防止委員会で

検証を行い、事故を未然に防ぐ。 

・事故防止委員会を毎月行い、同グループ内で起こった事故状況を共有し 

事故防止策を探る。 

・ハザードマップを作成・更新し、ケガや事故防止に努めていく。 

3 実践予定内容 

【防犯】 

・年２回不審者侵入訓練を行う。 

・ちきんえっぐ利用者のインターホンでの確認、名簿記入 

・日々の生活の中でも常に不審者を意識することが大切であり、散歩時に 

おける対応も意識統一しておく。（笛の携帯・代理送迎者の把握等） 

4 実践予定内容 

【光化学スモッ

グ・PM2.5】 

・光化学スモッグ、ＰＭ２．５の知識を身につけ発生時には、光化学スモ

ッグ発生時対応、および行政連絡に従い対応する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

実習生や中高生の職場体験・交流などの受け入れは、次世代育成・地域貢献のため積極的に行い実習

生や生徒の一人ひとりの様子に合わせて保育・子育てで大切なこと、大事にして欲しいこと等、具体

的に理解しやすいように伝え援助や指導を行いながら、保育の楽しさや魅力を伝えるよう配慮する。 
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1 実習生受け入れ ・温かい受け入れ態勢を整え、担当者だけでなく職員全体でコミュニケ

ーションをとり不安のない実習にしていく。 

・その日の気づきや疑問に対して、丁寧な振り返りを行い、翌日からの

実習に生かせるような指導を行う 

２ 職業体験受け入れ 小中高性の職場体験・ボランティアを積極的に受け入れ、地域の社会資

源としての役割を担っていく。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②日課・基本活動の理解と

現状把握 

③マニュアルの理解 

・戸外活動･9時出発･長距離散歩･畑

活動･生き物の世話等、実施すること

で子どもの発達や期待できる成長に

ついて、事例報告・ディスカッショ

ンを通して学ぶ。 

・マニュアルを理解し、基本に沿っ

た対応を全職員が出来るようにす

る。 

5月19日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②子どもの命の守る 

③内部監査の理解 

・保育中の危機管理に対する職員間

の意識統一、SIDSの知識、生存確認

の方法をロールプレイを通して確認

共有する。 

・内部監査を行う意味や設問を理解

し、日頃の保育の見直しを行う。 

6月16日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②子どもに、保護者に、職

・どうしたら「伝わる」のか、確実

に伝える・共有するための言葉かけ
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員に「伝える」 

③水遊びのリスクマネジメ

ント 

と見える化について事例報告・ディ

スカッションを通じて学ぶ。 

・プール・水遊び時の監視方法につ

いてローププレイを行いながら共通

認識し、水遊びにおけるリスクマネ

ジメントを身につける。 

7月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②丁寧な保育・丁寧な保護

者対応とは 

・子どもの発達を理解し、年齢では

なく一人ひとりに合わせた関わりや

環境構成の事例報告・ディスカッシ

ョンを通じて学ぶ。 

・送迎時の保護者対応を振り返り、

事例報告・ロールプレイを行いなが

ら接遇について学び、保護者との信

頼関係を深める。 

8月18日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②異年齢保育の共通理解と

現状把握 

③続きがやりたくやる遊び

の環境 

 ・異年齢保育による子どもの発達や

期待できる成長について事例報告・

ディスカッションを通して学ぶ。 

・子どもの発達を理解し、今必要な

環境を事例報告・ディスカッション

を通じて学び、園内・園庭の環境を

見直す。 

9月15日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②遊びの充実（表現遊び） 

・感じたこと・体験したことを思い

思いに表現することが出来る環境づ

くりについてディスカッションを通

じて学び、個性を引き出す表現活動

や話し合って共同で一つの物を創り

あげる活動へ繋げていく。 

10月20日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②感染症について 

  (衛生管理) 

 ・子どものかかりやすい感染症にン

ついて学び、嘔吐処理やおむつ交換

方法のロールプレイを行い再確認す

る。 

・常に清潔で衛生的な環境が保たれ

ているか清掃チェックの仕組みを振

り返り、子どもにとって安心安全な

環境について学び、見直していく。 

11月17日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②危機管理 

・自園で起きたヒヤリハットの深堀

や怪我・事故の振り返り、不審者侵

入訓練の振り返りを行いながら、危

機管理意識を高めていく。 

12月15日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②チーム保育の必要性 

・それぞれが持ち味を発揮しながら

「気づき合い・伝え合い・助け合
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い・高め合う」職場環境について、

事例報告・ディスカッションを通じ

て学ぶ。(一人の保育を皆の保育に) 

1月19日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②今年度の振り返り 

・園全体・クラス・個人で今年度の

保育を振り返り、目標達成状況確

認・課題の抽出を行う。 

2月 18:00～21:00 
①コンピテンシー自己採点 

②第一回策定会議 

・次年度事業計画の発表、次年度に

向けての目標設定 

・全体的な計画・年間計画書の作成 

3月 9:00～18:00 
①コンピテンシー自己採点 

②第二回策定会議 

・次年度年間行事計画作成（プロポ

ーザルを基に子どもに経験させたい

行事を話し合う） 

・畑活動・畝作り研修 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に園外に出かけ、地域の人々と様々な関わりを経験し、また、地域からも関心を持ってもらえ

る発信をもとに地域との関わりを深めていける計画を実施する。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：中尾公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設とのふれあい交流 

異年齢交流 ・地域の小学校・保育園などと交流できる機会を設けていく。ま

た、系列園との交流会を定期的に行う。 

・小・中・高校生のボランティア、職場体験の受け入れも積極的に

行う。 

地域拠点活動 ・地域行事への参加やどろんこ祭り・運動会・生活発表会に地域の

方を招き、保育園を地域に開いていく。 

・ちきんえっぐの活動発信を強化することで、園に足を運んでくだ

さる地域親子を増やし、子育て相談のしやすい地域拠点を目指す。 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 
 

今年度方針・テーマ 

以下の計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。三筑小学校を中心に交流を図り、他

小学校とも連携を進めいていく。スムーズな就学を目的とし、情報交換や発達・成長の様子をはじ

め、子どもの姿を共有できるように働きかけていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

５月頃 三筑小学校1年 ２４名予定 
運動会見学 

（三筑小校庭） 
行事見学 

10月頃 三筑小学校 他５校 ２４名予定 
就学前健診 

（各校体育館） 
子ども間交流 
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２月頃 三筑小学校 他５校 
各１～２名

予定 

幼保小連絡会 

（各小教室） 
職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

支援が必要な子どもについては個別に保育計画を作成し、家庭や連携機関と情報交換を密にして一

人ひとりに応じた保育を行い、自らの育つ力を伸ばして行けるように支援し丁寧に関わっていく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：２５名予定） 

日々、変化していく子どもの様子を記録し、全職員での共通理解のもと、どの職員でも同じ対応で

関わっていけるようにしていく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

年１回開催される保・幼・小連絡会に参加し、園での取り組みや情報の共有を行う。就学時健康診

断前後には対象小学校と密に連絡を取っていく。また、保護者の同意を得て支援センターや療育など

関係機関との連携を行い、安心して通える状況を作る。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 
（月）～（土）9:30～16:30 

入室の際は、検温・手指消毒・マスク着用をお願いする 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（水）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：中尾公園にて開催 
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 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年２月２６日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、園事務 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 やらなければいけないではなく、なぜやるのかを職員が深く理解するた

めの研修を行い、意味を理解したうえで基本活動の実践、振り返り、課

題抽出、改善を繰り返しながら、活動内容の質を高めていく。 

振り返り 上期に職員への指導を行い一緒に考えながら、日課・基本活動の見直し

に取り組んだ。定着するまでに時間はかかったが職員の意識が高まり、

異年齢保育が深まって保育の質が上がった。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

２３年度 目指す姿 ・自由に行き来する大きな家で、子どもの好奇心が満たされる物的・人

的保育環境の充実 

・日課・基本活動を通しての子どもの成長発達 

重点施策 ・子どもの成長発達に沿った保育環境や子どもにとって必要な経験は何

か、活発に意見交換しながら、子どもも大人もTrail＆Errorを楽しみな

がら保育を進めていく。 

・昨年度に続き、やらなければいけないではなく、なぜやるのかを職員

が深く理解するための研修を丁寧に行い、意味を理解したうえで基本活

動の実践・振り返り・課題抽出・改善を繰り返しながら、活動内容の質

を高めていく。 

２４年度 目指す姿 ・一日の活動を自己決定できる子どもの姿があり、その姿を認め挑戦す
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る姿を見守ることができる保育者集団となる。 

・リーダーを中心とした保育が定着し、一人ひとりの個性が輝く保育を

実施する。 

重点施策 ・保育環境を整え、保育者は指示を出さず、子ども自身が自分で考え行

動できるように見守っていく。 

・互いの価値観、物事の捉え方を知る。また、自分の弱みを認めること

で、互いに助け合い、弱みを強みに変えていくチーム力を育てていく。 

２５年度 目指す姿 地域に愛される保育園（選ばれる園）になる。 

重点施策 子どもにとって必要なものを常に考え、子どもの最善の利益を考慮した

保育を園全体で協力して行っていく。保護者や地域との関わりを通し

て、地域に根付き、地域全体での子育てを確立し、博多区の保育園と言

えば「三筑どろんこ保育園」と認知される保育園にしていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：三筑どろんこ保育園 施設長 北原 由美 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ 南砂ルーム 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
保育理念「にんげん力育てます」 

保育方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

・にんげん力を身に付ける為に、必要な遊び、野外体験を積極的に実践し「自分で考え、行動する」

子を育てる 

・どろんこ会グループ基本活動の実践 

・小学校への接続がスムーズに行えるように１歳児から就学までに必要な経験、環境を考え整えてい

く 

・保護者への発信の工夫や園行事・保育参加等に巻き込み、一緒に子どもの成長を共有していく 

 

以上を基本方針とする。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 原点回帰：日課の充実 

実践予定内容 「子どもが自己選択すべきこと」「大人が教えねばならぬこと」を理解

し、計画的に環境を用意する 

2 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが子どもへの対応や環境等について、子どもの姿から

振り返り、課題を見つけ、保育をしていく 

実践予定内容 日々の保育の振り返りの時間を設け、連続性のある保育を実施していく 

3 計画・ねらい １歳児から就学までに必要な経験、環境を考え、計画的にすすめる 

実践予定内容 子どもたちを捉える視点として１０の姿への理解を深める為、園内研修に

て「１０の姿」について学ぶ 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保育園に安心して通っていただく為にも、笑顔で保育者の方を送り出し迎

え入れ、日々の様子の伝え合いを充実させながら信頼関係を築いていく 

実践予定内容 日々の様子の伝え合いとして、3分間お迎え対応、連絡帳、タイムライン

を活用し、「伝える」を意識して行う 

施設長は言葉遣いや、記入の仕方が適切に行えているか等を確認、指導す

る 

2 計画・ねらい 保護者の悩みや不安を受け止め、共に考え、安心して預けられる施設とな

る 

実践予定内容 個人面談・保育参加は随時実施 

3 計画・ねらい 園への理解を深めると共に、待たされたと思わせない仕掛けづくりを行う 

実践予定内容 週に1回のポートフォリオの作成と掲示 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ちきんえっぐ・青空保育の充実 

実践予定内容 親子で参加したくなるような活動内容を取り入れ、地域へ発信していく 

積極的な見学や子育て相談の受け入れをする 

2 計画・ねらい 地域の商店や施設訪問を通して、地域の保育園として親しまれる 

実践予定内容 老人施設・商店街のお店や施設訪問、交流 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい スタッフの意欲を取り入れた園内研修の実施 

実践予定内容 アウトプットできるスタッフ集団を目指すべく、毎月の園内研修にて自身

の考えを発信できるよう、ディスカッションの機会を多く設ける 

また、園内研修では事前に担当を割り振り、スタッフでの運営を行い、経

験を積んでいく 

2 計画・ねらい 経験の多様性とリーダーとしての意識の育成 

実践予定内容 経験年数の浅いスタッフにも係活動や行事担当の中で主として活動する場

面を設定し、リーダーとしての経験をする 

経験のあるスタッフは、他のスタッフのフォローや園全体に関わる業務を

通じて、視野を広げてみていけるスキルを獲得する 

3 計画・ねらい 園目標に沿った目標設定を行い、一緒に考え進めていく(大人のにんげん力

UP) 

実践予定内容 定期的な話し合いや個人面談、研修への参加を実施し、自己成長につなげ

る 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 畑仕事、食育活動を通して、食材や食の循環について知る 

実践予定内容 毎日の畑仕事や生の食材に触れ、加工する経験の充実 

2 計画・ねらい ゴミの削減 

実践予定内容 コンポスト等を活用し、野菜くず、落ち葉を堆肥に変え再利用する 

 

 

リスクマネジメント 

1 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが子どもの個性と発達を理解し、安全を保障しながら

も子どもたちの活動への意欲を大切にした保育をしていく 

実践予定内容 発達についての園内研修や保育所保育指針の読み解きを実践する 

2 計画・ねらい ヒヤリハット出しや事故防止委員会を通して、子どもの小さな変化・成長

に気づき、再発防止策等から日々の保育に活かす 

実践予定内容 ヒヤリハットの共有はその日（昼礼）に実施し、インシデントからの考察

をしていく（事故防止委員会） 

3 計画・ねらい 法人の運営マニュアルや保育品質マニュアルに則って行動できるよう、マ

ニュアルを理解する 

実践予定内容 読み合わせだけでは意識も高まらないため、デモンストレーション等をし

ながら、スタッフの動き、みる視点等を確認、統一していく 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

－人 10人 12人 14人 7人 7人 50人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 8人 看護師 0人 栄養士 3人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人 事務 1人 

 

 

 

 運営方針 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育内容の充実化と研修勉強、園として取り組むべき課題

への検討 

給食運営会議 
月1回 乳幼児の喫食状況を把握、食育の目標について食育活動の

周知、献立の振り返り 

事故防止委員会 月1回 事故記録、インシデント、ヒヤリハットの考察 

ケース会議 月1回 要支援児の姿、保育計画、振り返り 

乳児会議・幼児会議 月1回 子どもの姿、保育計画、振り返り 

昼礼会議 毎日 子どもの姿、伝達、事務連絡、活動の振り返り 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人全体の動向報告、各園の運営状況報告 

施設長勉強会 月1回 
グループ毎による各園の保育・活動の取り組み発表、評

価、振り返り 

食育会議 年4回 食育計画の見直し、各園の食育の取り組み発表 

保健会議 年4回 保健計画の見直し、各園の保健計画に基づく取り組み発表 

主任会議 年４回 主任としての意見交換、ディスカッション 

子育ての質を上げる会議 月1回 
法人の保育の質の向上の為の講義、意見交換、ディスカッ

ション 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 
児童健康管理、感染症予防対策、予防接種状況の把握 

月毎の保健計画の実施、保健に関する書類作成 

安全対策係 
設備点検、人権チェック、事故記録、インシデント、ヒヤリハット記

録、分析管理、衛生推進者の職務遂行 

防火管理者 
消防計画の作成と届け出、自主検査チェック、避難・消火・通報訓練の

実施管理、防災対策、自衛消防隊の編成 

食品衛生責任者 衛生管理点検表、スタッフ細菌検査実施、食品衛生上の管理 

畑係 年間計画の遂行管理、畑仕事の意義の確認及び環境管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの計画・実施 

運動会係 運動会の計画・全体の進捗把握・会場との連携 

発表会係 発表会の計画・全体の進捗把握 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

1～2歳児 

・一人ひとりの子どもの発達状態を的確に捉え応答的な対応をする中

で、子どもが自ら育とうとする力を援助する。 

・保育者との信頼関係のもと、情緒の安定を第一に自分で見つけた遊

びを十分に楽しませる。 

下半期 

1歳児 

・自ら関わろうとする姿を大切にしながら、満足感や充実感を得られ

るような生活や遊びを大切にする。 

・他児や周囲への関心が高まる時期と捉え、自我の芽生えを充分に培

う。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・子どもの発達や興味・関心にあった環境構成のもと、子どもが主体

的に遊ぶ中で、異年齢児で関わり合いながらさまざまな経験を得ら

れるような環境を用意する。 

・生活習慣においては、異年齢児の力を借りながら自主的に行動する

力を培う。 

下半期 

2～5歳児 

・自分の要求や思いを言葉や行動で相手に表現しながら他者を受容す

る感情が育つ。 

・生活やあそびの中で、達成感や充実感を味わう経験をし、目標に向

かって友だちと力を合わせて活動する。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対して面談を実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

給食・食育運営方針 

どろんこ会の３大食育方針 

（１）調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる  

（２）噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する  

（３）子どもが「自分たちで盛付・配膳して食べる」を基本とし、子どもが食に対して興味・関

心がもてるよう日々の保育活動の中で積極的に食育活動を取り入れていく。 
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1 計画・ねらい 空腹を感じられる子ども、意欲的に食べる子どもが増えるように、遊びこ

む重要性を基に食事への関心を広げるようにする 

実践予定内容 調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に食べながら、子どもたちの喫食

状況や、食への関心を把握し、月1の給食会議にて共有や振り返りをする 

2 計画・ねらい 意欲的に食べる子どもが増えるように給食以外でも子どもたちの食への関

心が深まるような活動を取り入れる 

実践予定内容 旬の野菜を取り入れたクッキングや、畑で収穫した野菜の素材の味を活か

し子どもたちに提供する 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
手洗い・うがい、歯磨き指導、けがをした時の対応 

命の大切さ(年長児) 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

夏頃･･･手足口病、プール熱 

冬頃･･･インフルエンザ、感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･0名 

エピペン使用できるスタッ

フ 
本日現在14名が研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 
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避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年２回／6･11月 

歯科健診 年2回／6･11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しなが

ら活動を展開する」を基本とし、室内・室外ともに子ども自らが環境に関わり自発的に活動し、様々

な経験を積むことができる環境や発達が保証できる環境を作っていく。 

１ 計画・ねらい 物的環境・人的環境についての理解を深めていく 

実践予定内容 園内研修にて理解の深め合いを行う。子どもの興味・関心から環境の課

題を見つけ、子どもが自ら考えられるような関りと、遊びの続きがした

くなるような環境を目指していく 

２ 計画・ねらい 子どもたちが気持ち良く自ら生活することを考えられるよう、保育者は

清潔な環境を整える意識を持つ 

実践予定内容 清掃分担チェック表や設備点検チェック表等を活用しながら、いつ誰が

来ても、気持ちの良い園を目指す 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践予定内容 過去の事故の事例やインシデント、ヒヤリハット報告書を活用し、事故防

止員会で検証をしっかり行うことで事故を未然に防ぐ。しかし、必要以上

に危険回避をすることは子どもの乗り越える力を損なうことになりかねな

いので、スタッフの意識の統一を図る 

2 実践予定内容 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響・光化学スモッグ注意報を

把握し、発令があった場合は、すぐにスタッフに周知する。特に戸外活動

中には、すばやく日陰に行く、保育園に戻る等の判断ができるようスタッ

フには周知をする 

3 実践予定内容 川が近いため、氾濫や決壊の事を考え、水害に対する研修をスタッフで行

い、対策や避難経路を共有しておく 

4 実践予定内容 事故防止チェックリストを年4回、設備点検を年6回行い、怪我・事故防止

に最善を尽くす 

5 実践予定内容 消防計画書に基づき自衛消防隊を編成し、避難訓練を月1回行う。災害は

突然に起こる為、日頃よりシュミレーションし、避難訓練の機会を有効に

活用する 

6 実践予定内容 不審者侵入訓練は年2回実施。訓練時だけでなく、戸外活動時における対

応や園内における対応を会議等で意識統一し、日々の生活の中でも意識す

ることが重要である 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

小中高生の体験授業等の受け入れは次世代育成・地域貢献のための積極的な受け入れを行い、実習

生には保育の楽しさや魅力を伝えるように配慮し、次世代を担う実習生にとって保育の魅力を感じて

もらえるように配慮する。 

保育者は、実習担当を担うことで、リーダーとしての力を身に付け、アウトップットスキルやファ

シリテーションスキルを向上させる。 

 

1 実践予定内容 小中高生の職業体験・ボランティアの受け入れ 

2 実践予定内容 近隣の養成校と連携をとり、実習生の学びの充実を図ると共に保育業界

の質を担保していく 
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 スタッフ育成と研修計画 
毎月の園会議にてコンピテンシーの追及を行い「プロになる」「保護者の立場に立つ」について特に

深めていき、子ども観の振り返りや伝達の質等、子どもの成長を保護者に伝える工夫について考えて

いく。 

 

 

２０２３年度 園内研修計 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②危機管理 

③虐待防止研修 

④美観・接遇・保護者支援 

・自園の子どもの様子、園内・園外

危険個所の予測と把握 

散歩デモンストレーション 

避難訓練デモンストレーション 

・虐待の早期発見・日々の関わりに

ついて 

・美観の意識・接遇・保護者支援に

ついて考える 

5月12日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②日課「さくらさくらんぼ

リズム」研修 

・さくらさくらんぼリズムの確認・

指導法のヒントを探る 

 

6月9日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②水遊び時の危機管理 

③原点回帰 

 ・水の事故について 

・「子どもが自己選択すべきこと」

「大人が教えねばならぬこと」を理

解し、実践に活かす 

7月14日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②ポートフォリオ研修 

③10の姿 

 ・子ども理解を深める・ポートフォ

リオ 

・「健康な心と体」「自立心」につ

いて考える 
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8月18日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②食の循環・SDGs 

③10の姿 

 ・園でできるSDGsについて考える 

・「協同性」「道徳性・規範意識の

芽生え」について考える 

9月8日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②10の姿 

・「社会生活との関り」「思考力の

芽生え」について考える 

10月13日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②虐待防止研修 

③10の姿 

・虐待の早期発見・日々の関りにつ

いて 

・「自然との関り・生命尊重」につ

いて考える  

11月10日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②10の姿 

 ・「言葉による伝え合い」「豊かな

感性と表現」について考える 

12月8日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②保健衛生 

③10の姿 

・感染症の理解・嘔吐処理等 

・「数量・図形、文字等への関心・

感覚」について考える 

1月12日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②年間行事の振り返り 
 行事・係・クラス等の振り返り 

2月9日 18:00～20:00 第1回策定会議 
2022年度の振り返りと次年度園目標

の決定 

3月8日 18:00～20:00 第2回策定会議 
 園目標や全体の計画をもとに、次年

度の年間行事計画の作成 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 ９月１日～３０日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 



20221215版 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

積極的に地域と関わっていくことを通して、園の存在を理解していただくと共に、保護者の協力も

得ながら地域に根ざした保育園になる。また、地域との連携を積極的に行い、多様な年齢層との交流

の中で人との繋がりを大切にしていき、「物おじせず、誰とでも目を見て話ができる子ども」を育

む。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月１回   公園名：南砂三丁目公園にて 

商店街ツアー 週１回 

世代間交流 高齢者との交流(よっちゃん家、高齢者施設) 

異年齢交流 小学校訪問、他園交流、職業体験・ボランティアの受け入れ 

園庭開放 

地域拠点活動 ちきんえっぐ、青空保育 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈３～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

保育者は学習指導要領やスタートカリキュラムを理解したうえで、小学校への接続が円滑に行えるよ

うに意識していく。具体的な連携については、保護者懇談会等で保護者に向けて説明し、保育者と保

護者が同じ意識を持ちながら、就学に向けて準備を行えるようにしていく。 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

10月頃 江東区第五砂町小学校 7名予定 公開授業参観 子ども間交流 

1月頃 江東区第五砂町小学校 2名予定 
授業参観（第五砂町

小教室） 
スタッフ間交流 

2月頃 
江東区第五砂町小学校 

1年生 
7名予定 

交流会（第五砂町小

教室） 

子ども間交流 

 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

保育計画については、個別計画を立案し具体的な対応をスタッフ全員が共有することが重要となって

くる。また、保護者との面談を重視し、子どもの成長発達を同じ視点で得られるようにする。また、

インクルーシブ保育をしていく中で、計画との整合性があるか具体的事例に基づいて、検討してい

く。 

発達の偏りというべきその子の能力の低い部分だけに焦点をあてて、矯正するのではなく、能力の高

い部分を引き出すように援助し、足りないものを補おうとする努力ではなく、伸びる部分をのばすこ

とにより、その他の力を変えていく援助を考える。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：担当保育者予定） 

対象児がいる、いないに関わらず、気になる子がいた場合には、具体的に検証し、スタッフが同じ

視点にたって保育できるようにしていく 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

保育所保育要録の送付 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 
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自然食堂…親子ランチ交流 毎週（木）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（木）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：南砂三丁目公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年6月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１４時００分 

自己評価終了予定時刻：１５時００分 

自己評価実施予定者：全スタッフ 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 子どもは今どんな発達をしているのか、どんな環境が必要か等、子ども

を観ているからこそ見えてくるありのままの子どもの姿を軸に、スタッ

フ間のディスカッションを充実させる 

振り返り 日々の昼礼で共有や、園会議等でのディスカッションを通し、まずはス

タッフ一人ひとりが目の前にいる子どもの事を話せるよう取り組んでき

た。担任、役職等関係なく、園全体で子ども一人ひとりの姿を把握する

事ができた。しかし、そこから見えてくる子どもの発達や、必要な関わ

りや環境等の専門的な視点での捉え方が不十分だった為、来年度はスタ

ッフ一人ひとりの学びを充実させていき、お互いに認め合い、高め合え

る集団を目指していく。 
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当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 スムーズなスタッフ同士の連携のもと、チームで保育する楽しさ、やり

がいを感じ、保育の質を高めていけるスタッフ集団となる 

重点施策 ・ポートフォリオ等の記録の充実と保護者への発信 

・お互いに認め合い高め合えるスタッフ集団を目指すべく、計画的且つ

積極的な研修への参加、園内研修の充実 

・「10の姿」を深く学び、1歳児から必要な経験、環境を考察し、小学

校への接続がスムーズに行えるようにする 

2024年度 目指す姿 ・チームで保育する楽しさややりがいを感じながら、子どももスタッフ

も主体的な園になる 

・保護者や地域の方が成長を共有する場になる 

重点施策 ・スタッフが中心となった園内研修の実施。スタッフ一人ひとりが同じ

視点で子ども達を見守りながら保育を行って行く 

・園行事や保育参加に保護者や地域の親子を巻き込み、一緒に園を盛り

上げながら、子どもたちの成長を共有する場をつくっていく 

2025年度 目指す姿 ・子どももスタッフも主体的な園の定着 

・地域に開かれ、必要とされる園になる 

重点施策 ・施設長だけでなく、リーダーが保育を語れ、園の課題等の抽出→解決

に向けて取り組む 

・地域への園情報の発信と内容の充実 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 南砂ルーム 施設長 小野寺 千里 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ 松山ルーム 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
 

保育所保育指針並びに社会福祉法人どろんこ会の保育理念・保育方針に則り、日々の保育を実践

する。また、子どもたちが安心して自分らしく過ごせる環境作りのために、トライアンドエラー

を繰り返し、創意工夫を楽しみながら提供できる集団であるよう努める。 

 

法人保育理念：「にんげん力。育てます。」 

         ・異年齢・インクルーシブで生活する 

         ・食べさせる給食ではなく、意欲を育てる給食を 

         ・自発的に関わる環境設定 

   保育方針：「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

メリー★ポピンズ 松山ルーム 

   基本方針：「子どもも大人もありのままを受けいれ尊重しあい高め合う」                         

 

   園目標：「みんなが楽しく、笑顔あふれる保育園」 

       「誰もが、勇気をもって挑戦できる保育園」         

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 育てたい6つの力を意識した保育の実践 

実践予定内容 どろんこ会グループの日課・基本活動の実践 

2 計画・ねらい 子どもの発達を理解し、心情に寄り添い適切な環境を保証 

実践予定内容 園内研修にて子どもの発達について学ぶ 

3 計画・ねらい 食べさせる給食ではなく、楽しく食べる給食 

実践予定内容 食材や食の循環を知る直接体験をする 

畑活動（種まき・収穫・コンポスト作り） 

食材の加工（梅ジュース） 

命をいただく（魚の解体見学） 

 

 

〈２〉保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 丁寧な保護者対応（相手の気持ちに寄り添う） 

子どもの育ちの共有 

実践予定内容 ３分間対応の充実 

連絡帳の書き方の見直し 

お迎え時にお待たせしない工夫（ポートフォリオ・ドキュメンテーション

の充実、季節感を大事にした玄関掲示物） 

2 計画・ねらい 保護者の皆さまと共に学ぶ 

実践予定内容 園長大学®・保育士大学の講座をご案内し、学びの場を共有する 
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〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた子育て支援の実践 

実践予定内容 園庭解放・子育てサロン・青空保育・保育所体験 

事業の告知をわかりやすく掲示 

2 計画・ねらい 地域の様々な人との繋がりを大切にした子育ての実践 

実践予定内容 異世代交流（小中学生との交流） 

世代間交流（シニア交流） 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

 

1 計画・ねらい 保育者自身のにんげん力UP 

実践予定内容 接遇力をあげる 

保育者自身の感性を磨く 

2 計画・ねらい リーダー育成 

実践予定内容 主任・クラスリーダー・行事リーダー等、それぞれの立場に応じた指導の

実践 

3 計画・ねらい コンピテンシーの追求 

実践予定内容 自ら目標設定し、毎月の園会議にて振り返りの実践 

 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 園庭の遊びの充実 

実践予定内容 園庭に「どろば（泥場）」作り 

2 計画・ねらい 異年齢の活動の充実 

実践予定内容 保育室の使い方を見直す 

（１年を4期に分け、保育室の使い方を変える） 

3 計画・ねらい 保育室内の玩具を見直し 

実践予定内容 子どもの発達・興味に沿った玩具選びと設置 

 

 

〈６〉清瀬について知ろう 

1 計画・ねらい 公園マップの充実 

実践予定内容 散歩先となっている公園等、春夏秋冬の様子（季節ごとに咲く花や虫、

鳥）を写真に撮り、ポートフォリオにまとめ、玄関掲示物として設置 

 

 

 

 

 



20221215版 

 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 15人 15人 0人 0人 0人 42人 

 

 

〈２〉開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 9人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 4人 事務 1人 嘱託医 ２人 ＿ ＿ 

 

 

 

 運営方針 
  

〈１〉 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 コンピテンシー・園内研修・ディスカッション 

給食運営会議 月1回 食育・アレルギー対応児について・離乳食形態確認 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデント・自己記録簿の検討 

ケース会議 月1回 要支援児個別計画の確認 

週案会議 週1回 次週の保育計画の確認 

クラス会議 月1回 月案指導計画、行事内容の検討・立案 

リーダー会議 不定期 クラス間の課題提案・調整 
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〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人本部より伝達事項・運営状況報告・検討事項の共有 

施設長勉強会 月1回 保育所運営・保育の事例検討 

食育会議 年4回 食育・給食提供などの検討 

保健会議 年4回 感染症対策やガイドラインの作成、事例検討 

主任会議 年 回 
各園の課題改善アクションプランの進捗状況・共有、マネ

ジメント研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 課題の提案・共有、改善計画立案及び取り組み成果発表 

  

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生管理全般 

安全対策係 設備点検・事故防止点検の実施 

防火管理者 防災計画の作成・設備点検の実施 

食品衛生責任者 給食食材・提供食材の衛生管理、在庫状況の管理 

畑係 年間農業計画の遂行状況の確認 

生き物係 生き物の管理 

備品係 保育材料・消耗品等の在庫管理、発注 

  

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズとの連携・補助 

 

 

 

 保育方針 
 

〈１〉基本方針 

乳児保育 上半期 ・望ましい生活リズムの安定を図り、生活・遊び・食育を通して生き
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0～2歳児 る力の基礎を培う 

・保育者との安定した信頼関係のもと、様々な経験・体験をし、五感

を育む 

下半期 

0～1歳児 

・子どもの感性を揺さぶり、目を輝かせて遊びたくなるような環境、

自発的に試してみたいと思う環境を整え、満足感・充足感・達成感を

得られるような保育の実践 

・周囲の人、物への関心が高まる時期なので、十分に身体を動かし、

思考力や認識力の基礎を培う保育の実践 

幼児保育 上半期 

3～5歳児 
・該当なし 

下半期 

2～5歳児 
・該当なし 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 ・該当なし 

 

 

〈２〉年間行事計画 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０2３

年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい ３大食育方針の実践 

実践予定内容 ・調理員・保育者・施設長は子どもと一緒に食べる。 

※新型コロナウイルス感染状況によっては実施なし 

・噛む力を育て、素材を味わえる 

・子どもが自分たちで盛り付け・配膳して食べる 

2 計画・ねらい ・畑・プランターで野菜を育てる 

実践予定内容 ・自ら栽培に関わった野菜を食すことで、自然の恵み・命の大切さを知る 

・野菜の栽培や下処理（野菜の皮むき等）に関わることで、食材に興味・

関心を持つ 

3 計画・ねらい ・食事から季節感を味わう 

実践予定内容 ・日本の四季や、風習に触れることで、季節を感じる 
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〈４〉保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月）※０歳児のみ年12回実施 

歯科検診 年1回（6月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 

・アレルギー食への対応、爪・頭髪の保清チェック、基本的生活習慣

の指導 

・身体測定（毎月20日） 

・手洗い、うがい指導、トイレの使い方指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月頃･･･手足口病・ヘルパンギーナ・プール熱 

12～2月頃･･･インフルエンザ・流行性胃腸炎 

その他･･･ノロウイルス・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・RSウ

イルス 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･預かり無し 

 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

4月中に、全スタッフ受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在17名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については3月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

・感染症対策として予防接種状況を把握し、保護者に対し計画的接種

を勧める 

・「プールでの安全対策と危機管理」「熱中症対策」「皮膚の清潔と

保護」「寒さに負けない身体を作ろう」「体力作り」「寒さに負けず

元気に遊ぶ」等、市内系列園とも情報共有しながら進めていく 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 
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避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月（0歳児のみ年12回実施） 

歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 常に気持ちの良い環境で、衛生的に整備された施設のもと、心地よく過

ごすことが出来るよう施設内の美化に努める 

実践予定内容 掃除チェック表を作成し、管理する 

2 計画・ねらい 子どもたちの成長・発達に必要な物・事を常に意識し、保育環境の整備

に努める 

実践予定内容 環境リーダーが定期的に保育室内外の環境をチェックし、全スタッフで

検討し改善していく 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

現在、手作り遊具・家具無し 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施。震度５弱

以上の際は、園が情報を発信安否・施設状況・避難先・を情報共有する体

制をとる。また、帰宅困難者対策をふまえ災害に備える。マニュアルの徹

底 

2 ケガ事故防止 事故防止チェックリスト年４回設備点検年６回を行い事故防止の徹底を図

る。また、マニュアルにある園外保育・遊具等の保育士行動指針の徹底を

図る 

3 事故防止 事故防止委員会によるリスクマネジメント 

インシデント・ヒヤリハット報告の分析・共有/改善案の実施 

4 防犯 

 

年２回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者訓練を実施する。

また、訓練は避難訓練確保・不審者撃退・通報の訓練で職員全員を対象と

する 

5 光化学スモッグ 光化学スモッグ発生しやすい気象条件・影響・光化学スモッグ注意報を把

握し発令があった場合は、内容にあった看板・貼紙等を提示する。園児・

職員は室内で過ごす 

 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

 職場体験ボランティア、保育実習を積極的に受け入れ、子どもたちが様々な人と関わる機会を増

やしていく。また、実習生を指導することで、自分の保育を振り返る機会にもなる為、スタッフのス

キルアップを目指す 

 

1 実践予定内容 清瀬市立中学校 職場体験 

2 実践予定内容 日本社会事業大学 学生の保育実習 

3 実践予定内容 専門学校の保育実習受け入れ 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

スタッフ全員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の習得・維持および向上を図る。ま

た、保育の課題などへの共通理解や協同性を高め、スタッフ全体としての保育の質の向上を図る。そ

のために日常的にスタッフ同士が主体的に学び合う姿勢と環境が重要であり、研修の充実を図ってい

く。また、今年度は、各自が得た学びをスタッフ間で共有する場を設け、インプットに止まらずアウ

トプットする場を設けていく。 

 

 

〈１〉２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②ハザードマップの見直し 
 事故防止の基本 

5月19日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②人権研修   
 子どもの人権について 

6月16日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 水遊びの危険性 
 水遊び開始前に注意事項確認 

7月21日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②食育 
 3大食育方針の確認 

8月18日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

② 環境設定について   
 室内環境について検討 

9月15日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  身体発達  
 運動会に向けての保育の展開 

10月20日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   感染症対策 
 嘔吐処理の実践 
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11月17日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  事例検討  
事例検討 

12月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

③  エピソード研修  
 子ども観共有 

1月19日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 研修発表 
 外部研修の学びの共有 

2月9日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   策定会議１ 

事業計画書の確認 、保育課程・年間

計画の作成 

3月8日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   策定会議２ 
 年間行事計画・農業計画の作成 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

 

テーマ 「選ばれる園作りを目指す」 

     保護者・地域・自治体の方々から愛され、親しみを持って立ち寄って頂ける園となる 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：ぞうさん公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者とのふれあい 

中高生の体験学習の受入 

異年齢交流 近隣保育園や、系列保育園との交流 

未就園児との交流 

地域拠点活動 実習生、ボランティア、研修生の受入 

子育てサロン、青空保育 

銭湯でお風呂の日 該当無し 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

保育所の子どもと小学校の児童との交流を図る(職業体験の受け入れ等) 

 

〈２〉具体的な連携計画 

小学校の校庭を散歩先に入れ、児童との交流を図る 

 職場体験の受け入れ 

 

 

 

 要支援児計画 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

必要に応じ、「清瀬市子どもの発達支援・交流センターとことこ」や、系列施設である「つむぎ」

と連携を図り、個々の発達支援計画を作成し、適切な支援・援助を行う。 
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〈２〉毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：4～5名予定） 

対象児のクラス担当・看護師・主任などが、毎月の会議で振り返りを実施し、次月からの関わり方

を検討する。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

３歳児として進級していく施設(保育園・幼稚園・こども園他)からの問い合わせがあった際は、在園期

間中の様子をお伝えする。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（火）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（火）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：ぞうさん公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２３年4月1日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：８時１５分 

自己評価終了予定時刻：１７時３０分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、各クラスリーダー、分野別リーダー 
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〈３〉利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 ・全ての事に於いて、基本に忠実に誠意を持って真摯に関わる 

・コロナ禍ではあるが、地域との関わり方を模索し、工夫しながら関係

性を築いていく 

振り返り ・調理スタッフ1名は新卒であったが、その他のスタッフは、中途者・

異動者というスタッフ構成のなか、みんなで探りながら模索しながら

日々の保育を遂行してきた。全てのスタッフが、誠意を持った関わりを

心掛けていた結果が、保護者アンケートにも反映されていたように思

う。 

・コロナ禍ではあったが、ちきんえっぐの活動にも企画・立案、広報活

動など担当者が尽力してくれたおかげで、各回１組ずつと少数ながら集

客もできたので、当初の計画はある程度こなせたように思う。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

23年度 目指す姿 保育者一人ひとりが工夫を凝らし、提案しあい、チームで保育を実践す

る集団となる 

重点施策 保育の質、スタッフの専門性の向上に努める。また、一人ひとりの子ど

もへの理解を深め、子どもの育ちを保護者と共に分かち合う 

24年度 目指す姿 地域の子育て施設として、安心拠点となるような取り組みの実践 

重点施策 利用者のニーズを探りながら、気軽に立ち寄れる安心・安全基地となる

ような環境作り 

25年度 目指す姿 保護者・地域と共に、「共育て」の実践 

重点施策 どろんこサポーターズ、地域のヒト・資源を活かし、幅広い大人たちに

見守られながら育つ環境を整えていく 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 松山ルーム 施設長 相沢 由美 
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２０２３年度 篠栗どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 

 

篠栗どろんこ保育園 園目標「共に生きる人～生活を生活で生活へ～」 

 

保育理念「にんげん力。育てます。」および、法人保育方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人

コミュニケーション」に鑑み、乳幼児・保護者・職員・地域が相互的かつ協働的にかかわりあえるよ

うにし、それぞれ一人ひとりの自主性を重んじ、篠栗町の地域に密着した教育機関・福祉施設を目指

す。 

篠栗どろんこ保育園が色々な背景のある子どもたちが集まる場であり、おとな一人ひとりも自分達

のこども園での生活がスムーズで安定し充実した時間になるよう、それぞれがやさしさや思いやり、

常に感謝する心もちをもって、子どもたちとの生活を丁寧に紡ぎだしながら相互扶助していく。こど

も園での暮らしぶりが全ての子どもやおとなにとって「安定した生活の場・時間・人」となるように

する。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 新規開園に際しては、子ども一人ひとりの姿に応じた養護をきめ細やかに

し、実質的な体験を大切にしながら毎日の保育内容を丁寧に実践する。 

実践予定内容 四季を感じられる戸外活動や趣のある乳幼児の生活 

2 計画・ねらい 園内にとどまらず、様々な環境（ひと・もの・とき）に慣れ親しみ、子ど

もも大人も豊かな経験をする。 

実践予定内容 保育園周辺への近隣さんぽ、公園の利用、世代間交流など 

3 計画・ねらい 温かい言葉、温かい食事といった、子どもにとってうれしい人と温かい心

配りに囲まれる、深い愛情を基本とした生活を送る。 

実践予定内容 かわいい歌、楽しいリズム運動、微笑みあふれる食育、心安らぐ触れ合い

遊びなど 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 新規開園に際し、保育内容や保育目標、保育理念についての説明を丁寧に

し、不安なく利用してもらえるように特に気を配る。 

実践予定内容 日々の会話を大切にしながら並行して連絡帳アプリの活用 

2 計画・ねらい 幼保連携型認定こども園として、養護と教育が一体となった生活を丁寧に

担保しながら、その様子を保護者と共有していく。 

実践予定内容 行事の参加。篠栗どろんこ保育園のポートフォリオのスタートなど、ヴィ

ジブルな情報共有 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた子育て支援を実現すべく、保育園や園庭を活用した支援活
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動を行う。 

実践予定内容 園庭や保育室の解放、離乳食についての講座開催など（一時保育・子育て

支援室ちきんえっぐ） 

2 計画・ねらい 子育て世帯を取り巻く様々な人との繋がりのきっかけを見つけ、実際に繋

がり、広がっていく場作りを行う。 

実践予定内容 篠栗どろんこパーク（異世代交流コミュニティ広場） 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 乳幼児の発達の道すじや連続性をとらえ、生活や遊びを明るく楽しく穏や

かに展開しながら、子ども一人ひとりを大切にできる保育教諭として成長

していく。 

実践予定内容 教育的な教育だけでなく、養護の懇切（温かい心配り）を教育として捉え

た日々の丁寧な生活、幼保連携型認定こども園教育保育要領に係る乳児期

の育ちと3つの視点・幼児期の育ちと5領域や10の姿についての学び 

2 計画・ねらい 子どももおとなも一人ひとりが尊重される園を目指し、その人の持ち味や

チームワークが生かされる保育・教育を行う。 

実践予定内容 畑や動物飼育の役割分担・コンポストでの堆肥づくり・ヴィジブルな保育

評価などの幅広い取り組み 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 保育事業および子育て支援事業の両方を通し、篠栗どろんこ保育園の環境

そのものが地域における総合的な学びの場、相互的な育ちの場になること

を目指す。 

実践予定内容 インタープリテーションを通じた保育アプローチ（自然事象や豊かな文化

を基に「感じる体験」の展開）を行い、農作作物や草花、樹木に囲まれ、

子どももおとなも自主的に生活し、自発的に繋がりあっていける、そのよ

うな生き生きとした温かく美しい潤いのある園（その）となっていく。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 
3歳児 

（1・2号） 

4歳児 

（1・2号） 

5歳児 

（1・2号） 

合計 

（1・2号） 

6人 17人 18人 15人 

（11人） 

10人 

（11人） 

4人 

（11人） 

103人 

（33人・29人） 
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開所時間 

     

７時００分～２０時００分 

 

 

スタッフ構成 (4月1日時点予定) 

常勤 

スタッフ 
保育教諭 17人 栄養士 2人 調理員等 1人 主任 1名 

施設長 1名       

パート 

スタッフ 
保育士 1人 用務 1人 嘱託内科医  1人 嘱託歯科医  1人 

嘱託薬剤師  1人        

        

 

 

 

 運営方針 
  

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育内容の充実を図る検討、園として取り組むべき課題へ

の研修 

給食運営会議 月1回 乳児の離乳食進行検討、乳幼児の喫食状況検討 

事故防止委員会 
月1回 園内外におけるヒヤリハットやインシデント事例に鑑み、

事故予防と防止の具体的施策に係る検討 

ケース会議 週1回 児童処遇改善個別ケース検討（0～2歳児は全員対象） 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人本部よりの伝達事項、運営状況の報告、検討事項 

施設長勉強会 月1回 
園運営に係る相互学習や検討、各種マニュアル等の改訂検

討 
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食育会議 年4回 給食提供および食育に係る検討、各種マニュアル等の改訂 

保健会議 年4回 園全体の保健に係る検討、各種マニュアル等の改訂 

主任会議 年4回 
職員育成・保育の質の向上を目的としたディスカッション 

課題の取り組み共有 

子育ての質を上げる会議 月1回 
保育の内容や質の向上に係る相互学習や検討を行った上で

の実践的な業務改善アクションプラン作成とその実施 

 

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

児童保健衛生に係る身体測定・定期健康診断・歯科検診・眼科検診・耳

鼻科検診の実施と保護者との連携、施設の清掃と衛生管理、衛生管理に

係る消耗品および備品の管理、感染症予防対策の管理点検、園内外の環

境整備状況の管理、備品の点検と補充 

安全対策係 

避難訓練及び消火訓練の実施、防災自主点検の実施管理、消防署との連

携窓口業務、救命講習計画と実施、施設内外の設備点検および事故防止

点検の実施、交通安全教室の実施 

防火管理者 
施設の火元の管理、消防計画の作成と届出、防火・消火についての毎月1

回の職員訓練と日常的な啓蒙を行う 

食品衛生責任者 給食食材および提供食材の衛生管理と在庫状況の管理 

畑係 
畑状況の管理、道具類の維持補充、乳幼児や職員の畑活動の把握や課題

検討におけるイニシアチブをとる 

生き物係 
飼育動物の健康管理、乳幼児や職員の生き物飼育活動の把握や課題検討

におけるイニシアチブをとる 

 

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者と協働的に準備・進行を行う 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・望ましい生活リズムの安定を図り、生活、遊び、食育を通して生き

る力の基礎を培う。 

・保育者との安定した信頼関係を基礎にして自己肯定感を育て、自分

の気持ちを素直に表現できるようにしていく。 

・様々な行動や欲求に適切に応え、特定のおとなとの情緒的な絆を形

成できるようにする。 

・活発な探索活動を楽しみながら、様々な感覚を育てる。 

生活の中の様々なあそびや人との関わりを通して、自我が芽生え拡大

し充実できるようにする。 

下半期 

0～1歳児 

・リズム遊び、運動遊び、戸外活動を積極的に行いながら丈夫な体を

作れるようにする。 

・豊かな環境の中、子どもが主体的に活動する中で好奇心や探究心や

考える力を育てる。 

・身近な大人や異年齢児と遊ぶ楽しさを経験する中で、人への関心や

優しさ、思いやりの心を育てる。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・リズム遊び、運動遊び、戸外活動を積極的に行いながら丈夫な体を

作れるようにする。 

・豊かな環境の中、子どもが主体的に活動する中で好奇心や探究心や

考える力を育てる。 

・仲間や異年齢児と遊ぶ楽しさを経験する中で、友達への関心や優し

さ、思いやりの心を育てる。 

・自分の要求や思いを言葉や行動で相手に表現しながら、他者を受容

する感情を育てる。 

 

下半期 

2～5歳児 

・絵本、お話、音楽、自然にふれる中で、豊かな感性や表現力を育み

創造性の芽を培う。 

・毎日の生活やあそびの中で、基本的生活習慣や運動が心地よい感覚

として身につくようにする。 

・友だちとの関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現し、熱

中して遊べるようにする。 

・生活やあそびの中で、達成感や充実感を味わう経験をし、目標に向

かって友だちと力を合わせて活動できるようにする。 

・家庭との連携をとり、子育てのパートナーとしての信頼関係を作っ

ていく。 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 
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意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい どろんこ会の食育方針（(1)調理員・保育士・施設長はこどもと一緒に食

べる (2)噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する (3)子どもが

自分たちで盛付・配膳して食べる を基本として食欲と意欲を育てる）を

基本として食欲と意欲を育てる。 

実践予定内容 子どもの成長発達に即した食育の推進 

2 計画・ねらい 日常の生活に密着した楽しい食育を充実させる。 

分かち合う事の素晴らしさや大切さを感じられるよう工夫する。 

実践予定内容 大人も子どもも一緒に卓を囲む食事風景 

3 計画・ねらい １年を通して安心できる環境のもと、縁側や戸外で気持ちよく食べる。 

友だちや身近なおとなと親しみを持って、楽しく食べる。 

実践予定内容 季節の花を飾った食卓、文化としての食事 

 

 

保健計画 

園児健康診断 入園前健診および、年2回（6月・11月） 

歯科検診 年２回（６月・11月月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 安全な歯磨き指導（座って行う習慣付け）、正しい手洗いうがい指導 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

10月頃～5月頃…インフルエンザ 

11月頃～3月頃…感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ･･･預かり無し 
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エピペン使用できるスタッ

フ 
本日現在１名が、研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
本日現在１名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 
新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、元気な体つく

り体操などを行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科検診 年２回／６・11月 

歯科検診 年２回／６・11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 
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環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたち自身の生活やあそびは子どもたち自身でまかなう事ができる

よう、乳幼児の育ちをとらえ児童処遇を考察し、環境設定や環境構成を

具体的かつ意図的に整え、継続的に点検と整備、改善を具体的に行う。 

 

実践予定内容 特に認定こども園への移行期間の工事個所について安全確保 

2 計画・ねらい 新型コロナウイルスに係る外出自粛要請などの特別な措置が講じられた

場合、活動内容の縮小や制限により子どもの育ちや学びが大きく阻害さ

れないよう特に配慮し、新たな工夫や構想を以て健全な成長発達に確実

に寄与していく。 

実践予定内容 園庭など戸外での活動を主とした感染しない環境と体作り 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 － － － 

2 － － － 

3 － － － 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 危機管理マニュアル№３の災害対策に則り、消防訓練・避難訓練・避難訓

練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続き・

防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策係の

設置・緊急地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従

う。 

また、大規模災害や広域惨害に備え、備蓄品の入れ替えや補充といった施

設機能強化を継続して行う。 

2 ケガ事故防止 危機管理マニュアル№３のけが事故防止策・安全点検と保全に則り、事故

防止チェックおよび設備点検チェックの実施、安全教育、SIDS防止策を行

い、けが発生時には対応フローチャートに従う。 

3 防犯 危機管理マニュアル№３の不審者対策に則り、不審者侵入訓練の実施、笛

の携帯、代理送迎者の把握、不審者情報の収集と共有を行い、不審者侵入

時にはフローチャートに従う。 

4 光化学スモッグ 危機管理マニュアル№３の光化学スモッグ対策（P.21～）に則り、光化学

スモッグの知識を身につけ、注意報発令の把握を行いながら、発生時には

光化学スモッグ発生時対応および行政連絡に従って対応する。 
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 実習生・中高生の受入 

次世代育成の観点から、実習生や研修生、地域ボランティア受け入れを積極的に行い、その一人ひと

りの様子に合わせて具体的かつ家庭的に援助や指導を行う。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

 

今年度方針・テーマ 

スタッフ全員が日々の保育実践を通じて、必要な知識および技術の習得、維持および向上を図るとと

もに、保育の課題などへの共通理解や協働性を高め、保育所全体としての保育の質の向上を図る。 

そのために日常的にスタッフ同士が主体的に学びあう姿勢と環境が重要であり、研修の充実を図る。 

 

1 実践予定内容 用語と教育が一体となった「生活の場」としてのこども園作りを行う。 

2 実践予定内容 幼保連携型認定こども園教育保育要領に係る乳児期の育ちと3つの視点・

幼児期の育ちと5領域や10の姿、アプローチプログラムについての学び

を深める。 

3 実践予定内容 タイムラインやポートフォリオに代表されるヴィジブルな保育評価手法

を学ぶ。 

 

 

２０２２年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  日課・基本活動と役割分

担 

③事故・怪我の予防 

 

「チームワークを大切にする～畑や

動物飼育の役割分担・コンポストで

堆肥づくり～」※ディスカッション

形式 
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具体的な事故・怪我の予防方法を知

る。 

※グループワーク・ロールプレイ形

式 

 

5月19日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  アプロ―チカリキュラム 

③  ヴィジブルな保育記録 

・アプロ―チカリキュラムを策定す

る～幼児教育の3つの「資質・能

力」・「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿（10の姿）」が現れ出る

保育を考える～ 

※講義・ディスカッションとワーク

形式 

 

・「篠栗どろんこのポートフォリオ

を考える～ヴィジブルな保育記録お

よび評価（ポートフォリオを知る）

～」 

※ディスカッション形式 

6月16日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びとプール遊びの安

全 

・水遊びとプール遊びの安全につい

て学び、技術を習得する。 

※講義・ロールプレイ・ディスカッ

ション形式 

7月21日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  インタープリテーション 

③  充実した食育 

・「インタープリテーションを通じ

た保育アプローチを学ぶ～自然事象

や豊かな文化を基に「感じる体験」

の展開～」 

※講義形式 

 

・コロナ禍を経験した上での充実し

た食育を考える。 

※ディスカッション形式 

8月25日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  幼保連携型認定こども園

教育保育要領 

③  健康な体作りと運動遊び 

・「幼保連携型認定こども園教育保

育要領について～乳児期の育ちと3つ

の視点について学ぶ～」 

※講義形式 

 

・夏季以降の健康的な生活と丈夫な

体作りについて考える。 

※ディスカッション形式 
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9月15日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  幼保連携型認定こども園

教育保育要領 

③  丈夫な体作りと行事 

・「幼保連携型認定こども園教育保

育要領について～幼児期の育ちと5領

域について学ぶ～」 

※講義形式 

 

・ダイナミックな遊びの高まりと身

体と頭と心の協応を知る～子ども主

体の運動会を考える～ 

※ディスカッション形式 

10月20日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  食育基本法 

③  生活を生活で生活へ 

・食育基本法の基本を学ぶ～本当の

意味の楽しい食卓とは～ 

※講義とディスカッション形式 

 

・日々の生活とそのサイクルの重要

性を学ぶ～生活を生活で生活へ～ 

※ディスカッション形式 

11月17日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  幼児期の終わりまでに育

ってほしい10の姿 

・幼児期の終わりまでに育ってほし

い10の姿を学ぶ。 

※講義とディスカッション形式 

12月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  子ども主体の生活 

・子どもの育ちと学びを“見える

化”する～子ども主体の生活発表会

とは～ 

※ディスカッション形式 

1月19日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  生活発表会の在り方 

・生活発表会について～生活を発表

する～ 

※グループワーク形式 

※準備作業など 

2月16日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  今年度の保育のリフレク

ション 

・今年度の実践の振り返りとまとめ

を行う。 

・全体的な計画、指導計画の見直し

を行う。 

※クラス、グループ単位でのディカ

ッション形式および、実践報告会 

3月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  新年度に向けて 

・新年度の見通しを立てる。 

・事業計画を知り、具体的な指導計

画の策定を行う。 

※講義とワーク形式 

 

・エピペン実技研修 

※ロールプレイ形式 
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外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

法人理念における保育方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」にある通り、

園外に出かけ近隣住民や身近な人と様々なかかわりを経験し、子どもたち一人ひとりが地域に愛され

る存在になるよう計画し実践する。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回 園庭にて 

商店街ツアー 週1回 
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世代間交流 ・乳幼児の様子に応じて、高齢者福祉施設や近隣住民、子育て支援

ゾーン来所利用親子との交流を計画し、日常の保育活動の中で積極

的に交流を行う。 

・保育士養成校の実習生の受け入れ、小中高大生の職場体験や社会

人といった幅広い年齢層のボランティア受け入れを随時行う。 

異年齢交流 ・子ども一人ひとりの様子に応じて異年齢で過ごせる機会を設け、

様々な人とのかかわりが充実するよう配慮する。 

地域拠点活動 ・園児保護者の保育参加の随時受け入れ、保護者との協働によるど

ろんこ祭の開催を行う。 

・一時保育事業を実施する。 

・地域親子に向けて、子育て支援ちきんえっぐと協同による園庭開

放や給食体験、どろんこ祭への誘致を行う。 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

創造的な思考や主体的な生活態度の基礎を培う。こども園における遊びや生活を通しての体験を中心

とした総合的な指導と、小学校における時間割に基づき教科・教材を用いて学習を行う教育への円滑

な接続に向け、アプローチカリキュラムの策定に取り掛かり、順次その改善を図る。また、児童等と

の交流、教師の意見交換や合同研究の機会を図る。 

 

 

具体的な連携計画 

以下の計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。篠栗小学校を中心に交流を図り、他

小学校とも連携を進めいていく。スムーズな就学を目的とし、情報交換や発達・成長の様子をはじ

め、子どもの姿を共有できるように働きかけていく。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

５月頃 
篠栗小学校  

1年次クラス 
1～2名予定 授業参観 職員間交流 

11月頃 
篠栗小学校  

1年生 
14名予定 

小学生との交流会

（当園幼児保育室） 
子ども間交流 

１月頃 篠栗小学校 等 1～2名予定 保幼小連絡協議会 職員間交流 
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 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

特別な支援が必要な乳幼児については、個別に保育計画を作成し、家庭や関係機関と連携しながら、

計画的かつ継続的に一人ひとりに応じた保育内容や配慮を実践する。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：2名予定） 

特別な支援が必要な乳幼児については、個別に保育計画を作成し、家庭や関係機関と連携しながら、

計画的かつ継続的に一人ひとりに応じた保育内容や配慮を実践する。 

 

 

進級引継および、小学校への引継 

町内や糟屋郡の地域での保幼小連絡会に参加し、園での取り組みや情報の共有を行う。就学時健康診

断前後には対象小学校と密に連絡を取っていく。また、保護者の同意を得て家庭支援センターや療育

など関係機関との連携を行い、安心して通える状況を作る。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回  園庭にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 
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園による自己評価の実施 

２０２２年９月３０日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１０時３０分 

自己評価終了予定時刻：１５時００分 

自己評価実施予定者：平山 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 

 

 3カ年計画の具体化 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に 目 指 し

た姿 

重点施策 園生活における児の興味・関心・好奇心が揺さぶられるシーンを写真に

収め、タイムラインや掲示などで表現した。また、ヴィジブルな保育記

録として児の育ちの変化を知り、保育内容の工夫や具体的な考察の用い

ながら、実践へ繋げた。 

振り返り 今年度は保育体制の不十分さもあり、篠栗どろんこ保育園独自のポート

フォリオのスタートとまではいかなかったが、保育評価についてヴィジ

ブルな手法を用いる風土が醸成された。 

 

当年度以降の3カ年計画 

‘23年度 目指す姿 園生活をヴィジブルな保育記録から具体的に考察し、実践する。 

重点施策 篠栗どろんこ保育園のポートフォリオ取り組みのスタート 

‘24年度 目指す姿 昨日、今日、明日が繋がる園生活を具体的に考察し、実践する。 

重点施策 遊びから生活へ（拡がりから繋がりへ） 

‘25年度 目指す姿 様々なかたちでの地域社会との繋がりが充実し、子どもの大人も経験や

活動の幅が広がっていく。 

重点施策 遊びから生活へ、生活から仕事へ（拡がり繋がり、まとまりへ） 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：篠栗どろんこ保育園 施設長 平山 靖 
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２０２３年度 内箕輪どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
児童福祉法、保育所保育指針をすべての基盤に、君津市の子ども・子育て支援計画やどろんこ会グ

ループの理念・方針・運営本部ミッションに沿って、常に子どもの最善の利益と真に必要な体験を追

求しながら、保育を行っていくことを保育者一人ひとりが前提としたうえで、以下保育目標を達成す

る。 

保育目標：「環境を通して、主体的に遊び・生活に取り組める子ども」 

子ども自身が「生活を創っている実感を得られているか」を振り返りの基準とする。また、初めての

環境の中で一人ひとりが自己発揮できるよう、安心できる空間やかかわり、人間関係を育む。また、

生き物の世話や畑仕事などの日々の日課を通して、環境に興味を持ち、期待を持って自ら行動しよう

という気持ちを養えるようにする。 

  

 

保育内容の充実・質の向上 

 子どもの人権を守ること・危機管理を前提に置き、保育の質・専門性を高めていくことが求められ

る。保育に携わるスタッフすべて（保育士、調理師、看護師、事務員、用務員、療法士など）を保育

者とし、それぞれの専門性を高めると同時に連携を図り、子どもがいきいきと、園に来ることを楽し

みにしながら生活や遊びを繰り広げられる環境を構成する。「チーム保育」を念頭に常にコミュニケ

ーション・連携をとりながら日々保育の質が向上するよう努める。 

 

1 計画・ねらい 子どもの発達と子どもに対する理解を深める 

実践予定内容 一人ひとりの子どもの姿を多面的・肯定的に捉えるために、確実な事実の

収集と、専門的な発達理論に照らし合わせた解釈を行えるよう保育者同士

で話す機会を多く持ちながら、様々な研修にて自らの知識の向上に努める 

2 計画・ねらい 子どもが育とうとする力を支えられるよう、知識や技術の向上に努める 

実践予定内容 子どもの自ら育とうとする力に対して、適切な援助とは何かをスタッフ同

士で話し、模索しながらチームで子ども一人ひとりの育ちを支えることが

できるようにする 

3 計画・ねらい 子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを行う 

実践予定内容 大人同士の心地よい挨拶やコミュニケーション、個々の些細な変化に五感

を働かせて気づくこと、清潔で整頓されている環境構成などを通して子ど

もが安心して過ごせるようにする 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

 様々な子育て観や考え方がある中で、保護者同士が子どもの姿を共有し合える場や、保護者と保育

者で子どもを真ん中として共に考えられる関係性の土台を構築する。 

 

1 計画・ねらい 保育の可視化 

実践予定内容 つむぎ内箕輪ルームとも連携し、様々なスタッフが多面的に一人ひとりの

子どもを見ていることが伝わるお迎え対応、保護者同士の関係を深められ
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る保護者懇談会を行い、積極的に保育参加・個人面談を勧める。また、連

絡帳・タイムライン・エピソード記録などを用いて生活・遊びの共有を積

極的に行う 

2 計画・ねらい 運営面の可視化 

実践予定内容 施設として各保護者のニーズや社会情勢に見通しを持ち、適切に把握し、

危機管理面・保健衛生面などの対応について先手で動けるようにする 

また、保護者懇談会やタイムラインなどを活用して、保護者に園の動きを

知らせられるようにする。 

 

 

地域の子育て支援事業 

 地域に開かれた保育園・地域の核の拠点になる土台を構築するため、園児の生活と切り離すことな

く園の子育て支援として以下の活動を行っていく。 

 

1 計画・ねらい 地域性、地域の文化、地域のニーズについて積極的に情報収集する。 

実践予定内容 自治体による地域の園とのかかわりの場や、周辺地域の施設・集団の情報

収集、宮下どろんこ保育園との協働や情報共有、君津市の文化についての

情報収集を行う。 

2 計画・ねらい 心地よく過ごせる環境づくりに努める。 

実践予定内容 来訪・電話対応では常に受容的な雰囲気で受け入れを行い、衛生的で安全

対策がなされているようにする。 

 

次世代を担うスタッフ育成  

昨今の様々な研究結果などが目につきやすくなり、保育所保育指針で謳われている事は保育者に留

まらず様々な場面で目にすることがあり、社会一般的に保育の質が求められていることを今一度認識

したうえで、保育の質を、結果ではなくプロセスを丁寧にみていくことは子どもの認知能力・非認知

能力を共に大事にしていくことに繋がる。これらを、園内研修や日々の話し合いの中でスタッフ同士

語り合い、一人ひとりが知識を広げながら研鑽していく。 

 

1 計画・ねらい 主体的に保育を楽しもうとする 

実践予定内容 新しい環境や保育の面白さを感じられる研修の実施。（詳細は園内研修計

画に記載。）ミドルリーダーを中心に、自己研鑽の学びの場を創る 

2 計画・ねらい 建設的に対話ができる関係性の構築 

実践予定内容 保育についての研修だけでなく、リーダーはファシリテーションなど、ス

タッフ同士のコミュニケーションについてのアクティビティを研修内で取

り入れる 

3 計画・ねらい 誰が見てもわかりやすい情報共有の仕組みづくり 

実践予定内容 社内チャットの活用やミーティングのメンバー・内容精査、リーダーを中

心とした伝達のフローの確立を行う 
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環境実施目標 

ここでは「環境」を物的環境とする。法人子育て目標のセンス・オブ・ワンダーの基、大いに自然

にかかわりながら様々なことへの好奇心や興味を持てる環境を構成する。季節や子どもの興味や体験

といかに自然に繋がる環境であるかも重要である。 

 

1 計画・ねらい より多くの体験に繋がる環境の構成 

実践予定内容 保育所保育指針に書いてある通り、「環境を通して」子どもの様々な力が

育まれるように、五感を刺激する環境・粗大な動きを保証する環境・巧緻

性のある遊びや生活体験の環境・共同性が広がる環境・連続、継続してか

かわることのできる環境を構成する 

2 計画・ねらい 次に繋がる振り返りの実施 

実践予定内容 子どもが登園してわくわくするような環境か、降園するときに「明日も来

たい」と思うかどうかを、園が充実した環境構成ができているかの指標と

する 

3 計画・ねらい 保育者自身が豊かな感性を持つ 

実践予定内容 保育者が様々な物事に興味を持ち、面白さを感じられる感性を磨き続ける

努力を行っていく。自分が目の前にいる子どもと同じ年齢だったらどう感

じるのかを考え、美しさや心地よさ、面白さなど遊び心を持って環境構成

に取り組む 

 

 

インクルーシブ 

 児童発達支援事業との併設園である強みを最大限活かせるように両施設のスタッフが共に子ども一

人ひとりをよく見て必要な援助を行う。また、両施設の相互の関係性や協働が十分に発揮される土台

作りを行う。 

 

1 計画・ねらい 園・つむぎの子ども一人ひとりを多面的に捉え、肯定的に子どもを理解し

ようとする 

実践予定内容 園内研修で子どものエピソードを基にした考察の機会をつくる 

多角的な視点を整理しながら、子どもに必要な援助を考える 

2 計画・ねらい 自然に協働する関係性の構築 

実践予定内容 普段の保育活動に留まらず、行事・研修・会議体・園内整備など施設内の

おおむねの物事において共に協力し合う体制をとり、互いの専門性を活か

しながら地域に必要とされる施設になる土台を築く 

 

 

生活と共にある食育と畑活動 

1 計画・ねらい 食が生活の中で孤立しない活動を行う 

実践予定内容 畑仕事、給食の下準備、米とぎなどを生活の一部とし、食にかかわること

を日常的に行う。また、自分で決定すること、疑問を持ち調べること、日

常的に調理にかかわること、人とのかかわりや他の興味・活動と繋げるこ

とを子どもが行えるように、遊び・会話・知識・所作・文化など様々な面

からアプローチを行う。また、戸外の畑だけではなく、室内での水耕栽培

やプランター栽培など園環境を豊かに利用する 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

12人 18人 18人 24人 24 24人 120人 

 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分  

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 16人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 3人     事務 1人 

 

 

 

 運営方針 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 園運営に必要な情報の共有、各プロジェクトの進捗状況の

共有、園内研修（60分） 

給食運営会議 月1回 給食運営に関する情報の共有、課題の抽出・実行など 

事故防止委員会 
月1回 ヒヤリハット・インシデント・事故の分析、時季で予測さ

れる事故の注意喚起など 

ケース会議 月1回 要支援児の支援状況、課題の整理、支援計画の立案など 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人からの確認事項、全園の状況確認や課題討議 

施設長勉強会 月1回 質上げ会議を受けて、施設長としての行動計画を作 成し
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ながら自園の組織力を強化していく 

食育会議 年4回 エリアごとに課題やスキルアップのため、討議を重ねる 

保健会議 年4回 各園の状況報告や衛生面などについて意識の統一を図る 

主任会議 年4回 
各園の主任とマネジメントについてや後輩と保育を深める

ことについて学び合う 

子育ての質を上げる会議 月1回 

各園のミドルリーダーが自園の保育の質の向上推進のた

め、アクティビティを実践しながら保育を深めることにつ

いて学び合う 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 保健衛生関係物品・書類の管理、清掃・消毒の状況とりまとめなど 

事故防止委員会 事故防止委員会の運営、ハザードマップの見直しなど 

防火管理者 

防火管理者：岩森千花 

消防計画に則り、災害時や不審者対応に対する取り組み（避 

難訓練の立案・実行・省察なども含む） 

食品衛生責任者 給食運営会議の運営、食品の安全に対する管理や啓発など 

畑係 年間計画の遂行管理、畑仕事の意義の確認及び整備・管理責任 

生き物係 動植物の世話の管理責任（観葉植物なども含む） 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 
どろんこサポーターズとともに、園児・地域の子どもたちの 

行事を構築する（主導はどろんこサポーターズ） 

成長を伝える行事 
およそ半期毎の子どもの成長を保護者に伝えるために園の環境や日常の

活動を活かして行事を構築する 

食育体験・自然体験・

伝承体験・地域交流体

験・異文化交流・異世

代交流・表現する体験

他 

より多くの各体験を園のすべての子どもが体験でき、ひとつでも多くの

経験を増やせるように行事を計画・実施する 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育所保育指針に記載されている0歳児保育における3つの視点、

1、2歳児保育における5領域を念頭に置き、保育者との愛着関係の中

で安心して生活できるようにする 

・一人ひとりの発達の理解を図りながら、子どもが育とうとする力を

見極めて環境を用意するなど、適切に対応する 

・養護の観点の重要性を理解しながら、一人ひとりに丁寧な保育を展

開する 

下半期 

0～1歳児 

・安心して生活する中で、芽生える自我を十分に培えるよう、様々な

興味・関心を持てる環境づくりとより受容的・応答的にかかわること

を行う 

・自ら生活や遊びにかかわろうとする子どもの心の動きを敏感に捉え

自分でやろうとする気持ち・行動を助長する環境づくり、他者とのか

かわりが広がる環境づくりを行い、多様な経験を積めるようにする 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・一人ひとり保育園生活に楽しみや期待を持ちながら、満足感・充実

感を味わえる生活を送れるよう、室内環境の充実、選択の機会の充

実、活動の連続性の保障を行う。その中で子どもたちは体を動かすこ

と、考えることの面白さを感じられるようにする 

・友だちや保育者など様々な人とかかわる環境の中で、自分の思いを

伝えたり、相手の思いに耳を傾けたり、折り合いをつけたり、協力し

合ったり、けんかして仲直りするなどの経験を積み、毎日様々な人と

関わることは楽しく幸福感が高まることであるとたくさん感じられる

ようにする 

下半期 

2～5歳児 

・生活や遊びに主体的にかかわりながら自ら考えたことを行動に移

し、判断の力をつけていくために、保育者は都度柔軟に人的環境・物

的環境を構成し、子どもが能動的に活動できる生活を保障する 

・異年齢での生活の中で、葛藤や充実感を多く経験し、自分の思いを

言葉で伝える姿や他人の気持ちを理解しようとする姿が育まれるよ

う、保育者は受容的・応答的・対話的に子どもにかかわる 

・「幼児期に育ってほしい10の姿」で保育を振り返りながら、子ども

にとって必要な体験は何か、どんなことで心が動いているのかを事実

を基に専門的に解釈することを集団で行う 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 
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年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

法人の食育方針を鑑み、保育者（保育に携わるスタッフ全員）は子どもと一緒に食べる中で、食の

時間を共にする楽しさを味わい、食への興味・関心が広がるようにする。 

食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とす

る。 

 

1 計画・ねらい 子どもは食への意欲が高まるために毎日の食事の時間が充実したものであ

る 

実践予定内容 生活と遊びの中で意欲を持って食に関わる体験を積み重ねられる活動を行

う。午前中の活動の充実化を図り、遊びこんだ充実感、達成感から空腹感

を本能的に感じ、期待をもって食事に向かえるようにする。「自分で決め

る」ことを大事に、配膳は基本的にバイキング形式で行う。乳児期から子

どもの言語面や認知面での発達や意欲を適切に見極め、「自分で決める」

ことを推進していく 

2 計画・ねらい 日常的にかかわる食育の推進 

実践予定内容 毎日の野菜の下処理手伝い、米炊き、調理活動など直接的に食にかかわる

体験だけでなく、コンポスト、ドライフルーツ装飾、においを感じられる

配膳方法や遊び、腐敗を知ることなど多様な環境や遊び、ものづくりやも

のが無くなるまでのプロセスに触れながら、食とは身近で常にかかわりあ

い、それが食育につながるものであることを保育者が意識しながら保育を

行う 

3 計画・ねらい 日常生活の中で「食」を孤立させない 

実践予定内容 自ら栽培したものを自分たちで調理し食する一連の流れや、行事食・郷土

料理などを食べて文化を知る機会、食具を使うことと遊びの中での手指の

巧緻性などの繋がり、地域、科学、美しさを感じる感性、危機察知など

様々なことと食がつながっていることを意識して保育を行う 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 
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園児への保健指導・取組等 
手洗いうがいの励行、歯磨き指導、性教育（年長児）など年間計画に

基づいて取り組む 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月頃･･･手足内病 12月頃…胃腸炎 

1月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 
ダイアップ預かり可能。冷蔵庫にて保管する 

その他保健に関する取組 

・行政からのお知らせや注意喚起掲示、保険関係研修の受講 

・感染予防のため、保育室の衛生管理・日々の子どもの健康状態を把

握し拡大防止のための情報発信を行う。 

・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年2回／6・11月 
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運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

基本方針の〈５〉環境実施目標において重要視している点に加え、整備面での計画を以下に記述す

る。 

1 計画・ねらい 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持

するとともに、玩具・用具などの衛生管理に努める 

実践予定内容 ・毎日室内の環境整備を行い、子どもたちが安全に生活できるか確認す

る。特に、棚の上の整理・整頓、清掃の他、子どもがいつでも気持ちよ

く生活できるようになっているか考えながら清潔な環境を整える（清掃

チェックに記録する） 

・子どもが朝登園してすぐに『遊びたい』と思える環境になっているか

に焦点をあてて環境を整える 

・子どもが意欲的に遊べる環境を整える（常に、子どもの発達に合った

玩具かどうかを見直して用意する。常に不要な玩具は所定の場所に片付

けられ、床や机に玩具が散乱することはない） 

・保育者一人ひとりが小さなゴミや見えづらい場所の埃、落ちている玩

具に積極的に目を向け片付けや掃除を行う 

・帽子や歯ブラシ園児個人の持ち物などは、衛生管理に特に配慮し、常

に同じ場所に清潔に保管する 

2 計画・ねらい 保育中の事故防止に努める 

実践予定内容 ・子どもの心身の状態などにも踏まえつつ、施設内外の安全点検に努

め、安全対策のために全スタッフでの連携（共通理解や体制作り）を図

る 

・特に、戸外活動、睡眠中、プール活動、水遊び中、食事中などの場面

では、重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を

大切にしつつ、施設内外の環境に配慮しチームでの連携を強化する 

・事故防止チェック・設備点検などを確実に行い、不備があった場合に

はすぐに対処する 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具はなし 
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 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 事故防止委員会 ・過去の事例や予測される事故には、自園だったらどのような課題があ

り、それを防ぐ為にはどのように行動しなければならないかなど検証し、

スタッフ全員周知の上、事故に発展することが無いようにリスクマネジメ

ントを行う。保育者は見通しや予測を立ててそれを互いに共有しながら行

動する 

・ヒヤリハット・インシデントの事例は、事故防止委員会やクラス会議の

中で様々な視点から統計を出した上でケース検証を行い、事故防止につな

げる。 

2 避難訓練・不審

者侵入訓練 

・事故防止委員会、避難訓練係を中心に、防犯・防災に対する意識を高め

る。不審者侵入・災害は突然起こることを十分に意識し、日ごろより防

犯・防災に対する意識を高め、シミュレーションを行い、避難訓練・不審

者侵入訓練を有効に活用する 

・非常災害時の対策として、消防計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消

火訓練の実施、年二回の不審者訓練の実施を行う 

・防犯設備点検の実施（自動火災探知機、煙感知器、誘導灯、排煙窓） 

3 事故・怪我の対

応 

事故・怪我においては、心身ともに苦痛を負った子どもと保護者の気持ち

に誠意を持って応え、事実を伝えるようにする 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグについては、自治体での情報を基に職員に周知し、子ども

の安全を確保する 

5 ハザードマップ ・有事の際は、君津市の各種ハザードマップ（地域の危険度マップ）に則

り、行動する 

・散歩先、室内など子ども達が活動するすべての場所においてハザードマ

ップを作成し、職員間でハザード箇所の共有を行うとともに、有事の際の

所在確認に活用する 

6 安全計画 バスの置き去りについては使用する全バスに置き去り防止を支援する安全

装置の装備の取り付けを行っている。運転者は講習・研修を受講する。 

また、その他定期安全点検、安全指導、マニュアル遵守、訓練計画・研修

計画をまとめた安全計画を策定している 

7 虐待防止 虐待防止研修について法人本部がスタッフ入社時に1回、施設内で年2回行

う。 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

今年度方針・テーマ 

保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・ボランティア・中高生の体

験学習の受け入れに社会的責任がある。そのため、地域におけるボランティアの養成とともに、次の

世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成するために、実習生等を積極的に受け入れる。ま

た、せっかく保育・福祉の養成校で勉学を積んでも保育現場に就職する学生が非常に少ない現状の

中、保育園で働く意義を見出し、子どもとワクワク・ドキドキする日々を送ることを経験する中で、

保育業界への興味や期待を引き出せるような体験を提供する。 
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1 対象について ・中高生の体験学習の受け入れ、保育養成校の学生の実習受け入れ、一

般及び学生の各種ボランティアを受け入れる 

・園児の兄、姉などかかわりの深い中高生にも保育体験を積極的に勧

め、地域との一体感を深められるようにする 

2 実習時の対応につ

いて 

中高生や実習生が安心して保育園で子どもたちと接することができるよ

うに職員が温かく対応するよう心がけ、子どもとのふれあいから様々な

ことを感じてもらいフィードバックの中で更に深められるようにする。

特に、中学生や高校生の中には、乳幼児と触れ合う経験が無い生徒もい

ると思われるので、当該校の教師と事前に生徒の性格などを確認し、安

心して体験学習が行えるように配慮する 

3 実習後の対応につ

いて 

授業の一環として保育園を訪れることが考えられるが、その後も気軽に

保育園に遊びに来るよう働きかける 

4 個人情報・機密情

報の保持について 

実習、ボランティアの体験を充実させる一方で、園児の個人情報や施設

の機密情報、実習生・ボランティア自身の個人情報に関しては慎重に扱

い、実習生・ボランティアも情報のセキュリティについて意識し安心し

て体験できるようにする。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
 

 

毎月全体会議の中で園内研修として６０分以上は設け、テーマに沿って様々にアクティビティを用

いながら討議を行い、スタッフ全体で意見を出し合い、スタッフ自らＯＯＤＡに即して子どもの観察

から大切にしたいことを見出せる力をつけていく。また、その場限りで話が終わることなく、次の日

からの保育に活かし、実践の経過を翌月の園内研修の場でまた振り返るといった流れの中で、通年通

して連続性のある園内研修の運営を園とつむぎ内箕輪ルームが協働して行っていく。 
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２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 虐待防止研修 

③ 接遇 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・人権チェックの振り返りと課題抽出 

・接遇面における理解 

5月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②   「インクルーシブ」 

③ 「6つの力について」 

～日課～ 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・インクルーシブ保育への理解 

・法人が目指す保育の理解 

6月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

④   「環境構成」 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・環境構成の振り返りと課題抽出 

7月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  「発達と遊び」 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・子どもの発達と遊びの関係性への理

解 

8月18日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい10の姿」 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・指針に則った子どもの発達と保育の

振り返り 

9月15日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 「アプローチカリキュラ

ム」 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・アプローチカリキュラムの作成と運

用についての理解 

10月20日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

③ 虐待防止研修 

 「子どもの人権」 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・人権チェックの振り返りと課題抽出 

・子どもの人権に対する理解 

11月17日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②   「環境」～表現～ 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・表現に重点を置いた場合の環境構成

についての理解 

12月15日 18:00～20:00 
①   コンピテンシー自己採点 

②   事業計画書の振り返り 

・コンピテンシー5・6について振り

返りと次月に向けての目標立て 

・年度の振り返り 

1月19日 18:00～20:00 ①   コンピテンシー自己採点 ・コンピテンシー5・6について振り
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②   事業計画書の振り返り 返りと次月に向けての目標立て 

・年度の振り返り 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

青空保育、商店街ツアー、散歩時など、地域に出かける中で積極的に挨拶や親子との会話を行い、

ちきんえっぐだよりを配布するなど、日々の小さい行動の積み重ねで認知度を上げる。 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：内箕輪運動公園にて 

商店街ツアー 週1回 
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世代間交流 地域行事への参加、高齢者施設訪問、小中高生の体験学習受け入れ 

異年齢交流 青空保育時や近隣小学生との交流 

地域拠点活動 青空保育、ちきんえっぐ運営 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

今年度方針・テーマ 

 近所にある小学校に挨拶に出向き、良好な関係を築けるよう働きかける。小学校へ不安なく移行が

できるように、連携・引継を行う。 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 八重原小学校  20名予定 
運動会見学（八重原

小校庭） 
子ども間交流 

10月頃 
八重原小学校  

1年生 
20名予定 

小学校見学（八重原

小） 
子ども間交流 

3月頃 八重原小学校  職員4名予定 
授業参観・年長児引

継（八重原小教室） 
スタッフ間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

つむぎ内箕輪ルームと連携しながら、共に子どもたちを見る中で要支援児の個別支援計画、課題の

整理表を作成し、多様な人との関わりの中での子どもの姿の変化をスタッフ同士で共有し、多様な視

点から子どもを援助していくようにする。また、保護者との対話を密に行う中で、子どもの成長を保

護者・スタッフ間で共有していく。 

 

 

毎月のケース会議開催 

４～３月に計１２回開催予定 参加者：１０名予定 
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進級引継、および、小学校への引継 

障害児に対しては、スムーズな小学校への引継ぎができるように、自治体や療育施設との連携を図

っていく。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月1回 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：内箕輪運動公園（○○広場）にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

今年度は受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年１０月１５日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：８時３０分 

自己評価終了予定時刻：１７時３０分 

自己評価実施予定者：全スタッフ 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 新しい環境に主体的に関わりながら、保育を楽しむ。 

重点施策 【子ども】 

自然の中での直接体験をひとつでも多く経験できるようにする。子どもに

対しての理解を多方面から行う。 

 

【保護者支援】 

保護者が安心できる一瞬の細やかな心配り、心遣いを行う。なるべく多く

関わる機会をつくる。 

 

【地域支援】 

自園の存在をアピールし、認知度を高め、常にオープンなスタンスで来訪

を受け入れる。 

2024年度 目指す姿 園・つむぎスタッフの連携を深め、質の高い保育を行う。 

重点施策 【子ども】 

長距離の散歩や日課などに意欲を持って取り組めるよう、子どもたちの思

いや意欲や興味を見極める。 

 

【保護者支援】 

保護者が保育に関わる機会の創出を行い、共育ての場となる文化の礎を築

く。 

 

【地域支援】 

継続的に関われる集団との関係構築、園庭やちきんえっぐを利用する常連

確保のため、受け入れだけでなく自園の情報発信を積極的に行う。 

2025年度 目指す姿 心地よいコミュニケーションをとって活動の幅を広げられる。 

重点施策 【子ども】 

保育者同士で、子どもを基点とした話し合い、語り合いが活発的に行わ

れ、子ども理解について追及しようとする。 

 

【保護者支援】 

子育てについて共に学んだり語り合ったりする機会の創出を行う。 

 

【地域支援】 

子育ての場となるような地域資源の探求と関係構築を行い、園と地域がよ

り密接につながるようにする。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：内箕輪どろんこ保育園 施設長 岩森 千花 
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２０２３年度 メリー★ポピンズ 海老名ルーム 

事業計画書 
 

 基本方針 
保育理念・・・「にんげん力。育てます。」 

保育目標・・・「センス・オブ・ワンダー」 

       「人対人コミュニケーション」 

私たちが育てる6つの力 

       「ケガをしない強い体を育てる」 

       「自分でできることを自分でする」 

       「すべての人との関わりから判断・行動を身につける」 

       「活動を選択し自分で考えて行動する」 

       「生死を知る 食の循環を知る」 

       「考えたこと・感じたことを表現する」 

 

（はじめに） 

2023年度4月、満を持してメリー★ポピンズ 海老名ルームは海老名の地に開設いたします。4月は新

たなスタートを切る人たちが沢山います。海老名ルームで初めて保育園生活をスタートする子どもた

ち、慣れた他の園から転園をしてくる子どもたち、それを決断し支える保護者の皆様も新たな仕事の

仕方、新しい職場、違う土地や方法での生活をスタートされることでしょう。受け入れる私たちスタ

ッフ一同も心引き締まる思いでおります。スタートすることには、不安や緊張はつきものです。それ

は、これまでに経験したことがなく、この先どのようになるのかわからないと思う心が存在するから

だと考えます。それでも、スタート=「はじめの一歩」を踏み出せるのは、不安や心配をはるかに超え

る希望と大きな期待があるからです。そして、この希望や期待は自分で決めた道を歩み続ける原動力

となっていることでしょう。 

 また新たな「はじめの一歩」も、決してゼロからのスタートではなく、これまでの日々の中で身に

付けた多くの力が歩みを支える土台となっています。ですから、「自分を信じて一歩を踏み出す」そ

のようなイメージになるかと思います。 

 私たちの毎日は、すべて「はじめて」の経験の繰り返しです。子どもたちはことさらだと思いま

す。毎日経験する「はじめて」のことに」わくわくしたり、チャレンジしたりする、そのような生

活・体験を海老名ルームで展開していきます。この経験は、子どもたちの健やかな成長につながると

ともに、次に訪れる「はじめて」を積極的に、好奇心いっぱいに、前向きな気持ちで乗り越えること

に活かされます。 

 2023年度海老名ルームの立ち上げにあたっては「信頼」という言葉を中心に置きました。まずは、

新たな生活をスタートする子どもたちに「保育園って楽しい」と思ってもらえるようにたくさんの関

わりと対話、ともに遊び、動き、共感協働する、そのような間関係を構築していきたいと思い、今希

望と期待とでいっぱいです。 

 

次に、法人で掲げている「にんげん力。」とは何か、「こどもとは」「にんげんとは」を考えて保

育を実践していく上で大事なことをあげます。キーワードは「生物であるにんげん：体が満たされ

て、心が育つ」「言葉が子どもを人として育てる」の２点です。 

この考えを礎にして「子どもにとって真に必要な機会」を見極め用意すること、このことをシンプル

に体現したいと考えます。子どもは大人を小さくした存在ではありません。子どもには発達段階があ

り、その年齢に応じて、子どもならではの世界を十分に体験して、心・魂の根っこを太らす必要があ
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るのです。ですから、我々保育者は「子どもを十分に分かっている」と思うことを避け、謙虚に、誠

実に、今目の前にいる「子どもの在りのまま」を受け取り、尊重し、そして環境を考え整えて関わっ

ていきます。その関りからどろんこ会が目指す「6つの力」を子どもの内に育みます。 

 

新型コロナウイルス感染症が発生して、3年という歳月が流れました。どろんこ会は一貫して、外遊

びと散歩を推奨し、子どものマスクや食事のつい立ては不要との見解を示し、「待ったなしの子ど

も」の成長の機会を促進する活動を選び続けました。ソーシャルディスタンスを求められる世相の

中、私たちは子犬がじゃれ合うように、肌と肌を触れ合わせ、とりとめのないおしゃべりを楽しむ子

どもたちと関わり続けています。5月行動緩和がされた後も新しい様式は続くことと思います。世相が

厳しくとも、散歩や戸外遊び、屈託のないおしゃべりや戯れなど、子どもが子どもらしく育つこと、

その貴重さを感じながら、保育はよりシンプルに「子ども中心」「子どもを真ん中において」「子ど

も時代を保障する」保育を進めていきたいと思います。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの

様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ることを第一とす

る。 

実践予定内容 ・肯定的・受容的な応答関係の日常  

・生活リズムの管理と啓もう  

・朝の視診と保護者様との連絡  

・遊びこめる環境・休める環境設定 

・保育園に生活の決まりがあることを覚え、身の処し方を学ぶ  

・危険と安全がわかり、自ら判断する基礎を養う4 

2 計画・ねらい 「子どものすることに、無駄なことは何一つない」との考えを保育者の中

に定着させて、そのときその時の子どもの在りのままを受容し、子どもの

背景をくみ取って寛容に対応する。駄々こねや反抗期を歓迎する 

・子どものサインや発信を尊重する。大人の価値観を横において、子ども

の本質に迫る。子どもの発言を肯定的に受容すると同時に、子どもには、

自分の発言に責任を持たせ、「子どもに任せる保育」を忍耐と楽しみをも

って行い、try＆errorの機会が日常に組み込む。 

実践予定内容 ・zoon保育 ・インクルーシブ保育・保育全般 

3 計画・ねらい ・進んで戸外で遊ぶ  

・生活、社会生活の範囲を広げる  

・他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する

活動実践、異年齢の関りなど、直接体験の中で ①他者との協働 ②感情

コントロール ③目標の達成 の環境構成をし、見守る。関わる。教え

る。共感協動する。 

実践予定内容 ・長距離散歩 ・散歩9時出発 ・ルールのある集団遊び 
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保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者に①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝 を忘れず、おもてなしの心を込めたサービスを

提供することを念頭に置き、「信頼」して頂ける支援を考え続けるスタッフ集団となる。また不適

切・不具合があった時には、声を掛け合い、共に解決策を考え、共に動けることを常とする。 

1 計画・ねらい 保育者はおもてなし（思いやり・誠実さ・謙虚さ・感謝など心のこもった

接遇のこと）を研鑽し、心がけて、保護者様の心の満足度を図る。 

実践予定内容 ・気持ちの良い行き届いたあいさつと受け応え 

・ニーズをくみ取る気働きと働きかけ  

・1日の子どもの様子とその姿に成長の意味づけが出来る3分間対応 

2 計画・ねらい 最大の保護者支援：「子どもの安全が確保され、様々な体験を通して、体

も心も十分に育つこと」とし、保育活動を十二分に展開する。 

・いずれも、意味やねらいを深めながら実践する。PDCAを回し、常によ

り良くなるためにまなび、努力する。プロセスを大事にする。保護者様と

の相互理解を図る 

実践予定内容 どろんこ会グループの日課・基本活動：異年齢活動・座禅・雑巾かけ・さ

くらさくらんぼリズム体操・散歩9時出発・生き物のお世話・畑仕事・戸

外での食事・商店街ツアー・銭湯でのお風呂の日・青空保育 

・これらを活きいきと伝達できる可視化：エピソード記録・ドキュメンテ

ーション 

3 計画・ねらい 2023年度・事業計画の明確化・どろんこ会保育の推進度の可視化・説明 

保護者様と保育や子どもの育ちの目指す姿や目標の共有を図り、相互の理

解を図る 

実践予定内容 「6つの力」の育ちを子どもの姿（活動時の写真）を通して示す・年12回 

 （4月末GW前は必須・クラスごとに計画・実行する） 

事業計画・掲示をする（4月・進捗状況） 

4 計画・ねらい 保護者様の保育活動に対する積極的な参加を促す 

保育活動に関心を寄せ、積極的な参加は、子育てを自ら実践する力の向上

に寄与することから、これを促す 

 実践予定内容 保育参加の促し・保護者様のニーズに添った個別面談の実施・卒園面談 

＊保護者様は、面談の時間、面談するスタッフを指名することができる 

5 計画・ねらい 卒園後も継続する保育 

日々の活動やその中での親切で寛容な関りから、卒園の後も子どもたちや

保護者の方の心のふるさととなる保育園を目指す 

 実践予定内容 卒園児が来園した時の気持ちの良い接遇を通年行う 

新しい職員も卒園児に配慮して名前を覚える。関心をもって受け入れる 

卒園時に子どもたち、保護者様にアナウンスを入れる 

 

 

 

地域の子育て支援事業 

 

1 計画・ねらい 地域への発信・「開かれた海老名ルーム」「つむぎの知名度・利用率を上

げる」 

ねらい：駅ビル型の利便性を活用し、いつでも子どもと共に受け入れられ

る安心基地を地域の子育て家庭に開放する 
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実践予定内容 園開放、支援室の長時間解放と利用者増への取り組み・情報発信・利用し

やすい受け入れ方法・遊具、遊びの工夫・育児相談 

・安心して利用できる環境づくりに努める・くつろげる空間づくり 

・園見学受け入れの当番制（職員育成を兼ねる）：保育者1人ひとりが園

外にも意識を向けて、保育園の社会的な役割を担う。自分事としてとら

え、考え、判断し行動する（年度後半） 

 手順書の作成（案内の標準化）入所案内の読み込み 自園の保育の言語

化と伝え方 視覚的案内の作製（デイリー・写真とねらい） 

2 計画・ねらい 子育て相談の実施・地域家庭のニーズの把握 

フォーマルな子育て相談と同時にインフォーマルな子育て相談を受け付け

て、雑談や共に遊ぶ中で、子育ての悩みを聞き、保護者様が感じておられ

る気持ちの開放を図る 

実践予定内容 ・園開放・遊びの設定などの環境構成・話しかけから始まるインフォーマ

ルな子育て相談とカウンセリング技術の習得と確認 

・園開放の担当の割分担制  

3 計画・ねらい ・ビナガーデンズパーチや海老名市の地域向け催事への参加 

海老名っ子を育てる意識付けと地域への貢献を図る 

実践予定内容 園周辺での催事への参加 

4 計画・ねらい 地域公開講座の実施 

保育の専門性を地域の子育て家庭に還元する 

地域公開講座の実施：地域子育て支援事業計画表参照 

 実践予定内容 海老名市地域子育て支援などへの参加 

保育の専門性を地域の子育て家庭に還元する 

海老名のネットワークの中で協働して働く・地域貢献 

 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

2023年度のスタッフ育成の目指すべき姿をあげた。 

「自分自身が自分自身で教育者としての教育力を高めていく」 

「プライドをもって保育をする」 

「保育者も五感を磨き、感性・教養を身に着ける」  

この一年間は、様々な仕事環境で活躍されたスタッフが集まり、今までの保育で培ってきた保育技術

や保育環境の作り方を提示したり話し合ったりして、同じ方向性ややり方を模索することが活発にさ

れることが期待される。一方で、どろんこ会のマニュアルを覚え、それを遵守して保育を進めること

が必要となる。法人のマニュアルは2,000名を超えるスタッフの「質の向上」を目指すために示され

ているので、「我流」ではまかり通らない。みんなで覚えて創り上げていく、そのようなチームビル

ドが必要である。もしも、私たちが学ぶことを辞めてしまったとしたら、教えること、導くことを辞

めなければならないであろう。自分を育てるのは自分自身であることを念頭に置いて、「自分磨き」

ができる環境を整えていきたい。これは「保育」そのものである。 

1 計画・ねらい ・職員の接遇・ビジネスマナーの向上を図る・対コミュニケーション能力

を養う 

・保護者様に安心感・信頼感をもって保育園を利用していただく 

・保護者様が子どもの成長ぶりに目を見張る３分間対応を展開する保育の

視点と丁寧で効果的な言葉を学ぶ。（保育ノートの活用と振り返り・話し
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合い） 

・何よりも自分自身に対して、自尊感情を持ち、笑顔で何事にも楽しんで

やりがいをもって、取り組める 

実践予定内容 ・マニュアル研修 

・OJT研修 

・タイムラインや連絡帳の振り返り 

・「言葉」の研修 

・法人の考えに基づく、保育のねらいや意図を語れる保育者集団作り 窓

口対応、苦情対応は特に全職員（パート保育士、調理、事務含む）が行な

う。 

2 計画・ねらい 園内研修の開催：保育技術を身につける  

・ファシリテーション・プレゼンテーション技術の向上  

・多様な見方、問題解決能力の向上 

実践予定内容 園会議時：アイスブレイク（手遊び、他）得意なバトン（５分間スピー

チ）会議体の司会  

・ブレーンストーミングの定着 

・問題の解決方法 

3 計画・ねらい どろんこ会運営方針に沿った保育活動の推進 

保育の質の向上 ・主体的な「にんげん力」ある保育者集団を育成する 

チャレンジ精神ある実際の保育活動の推進（企画・実行・ハザードの作り

方・考え方） 

実践予定内容 コンピテンシー追求 

「ダメと言わない保育」とは、またその保育を園の文化として定着させる

には。 

「セカンドステップ」：ソーシャルスキルトレーニング・アンガーマネジ

メント技術の向上：子どもの「生きる力」を引き出す・選択肢の幅を広げ

る 

「保育マニュアル」「保育運営マニュアル」の読み込み  

保育活動の可視化と情報発信：ドキュメンテーション・ポートフォリオな

どの掲示 

保育WEBの活用 

保育活動の企画・実行・ハザード作成と継続性のある保育活動の展開 

4 計画・ねらい リーダーの養成 

 実践予定内容 個からチームビルドへ。メンバー１人ひとりの資質・能力を活かし、チー

ムの相乗効果で効果的な保育へつなげる。 

5 計画・ねらい MBOの導入 

 実践予定内容 保育者が主体的に業務の課題を抽出し、質の高い保育・業務の効率化・職

員のモチベーションアップを図る。 

MBO説明 １次考課者面談と施設長面談：目標面談と中間面接、評価面談 

中間面談２回実施（７月・１１月） 
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環境実施目標 

 

1 計画・ねらい 生活を大事に 

実践予定内容 「光・暗闇・外遊び」・（日体大 野井教授提）で子どもの生活リズムを

整える 

子ども自身の生活を安定させるためには、「子どもたちの主体的に生きる

力」を子どもの内に培う必要がある。保育者は子どもたちと関わるときに

は、共感協働し、認め、励まし、見守り、禁止しないで、叱らないで、暖

かい応答関係を作る。子どもたちの自尊感情を高め、有能感・肯定感を育

てる 

2 計画・ねらい 長距離散歩・自然遊び 

実践予定内容 「自然に勝る保育者はなし」・自然という生命力あふれる事象・物に触

れ、自分自身の生命力を高める。様々なものに触れ、「なぜ」や「不思

議」を引き出し、その性質や仕組みに興味関心を持つ 

散歩・戸外遊び：小さい自然をどれだけ感じるか・感性の育ち 

自然とのかかわりを通して、（みる、聴く、触れる、味わう、嗅ぐ）を磨

き、感じる力、受け取る力、感受性、豊かな感性を育てる 

・長距離散歩：「歩くこと」は健康な身体を創るばかりでなく、子どもた

ちの前向きな姿勢や積極性、少し困難なことがらも体験しながら、適応し

たり回復したりする力を身に着けている。目的やそれを達成した時の達成

感や充実感を毎日体で感じ、身の処し方、人生の生き方を学ぶ 

・９時出発を継続して、午前中３時間の「散歩・畑仕事・労働」で直接体

験の場を使って、自分育ちを試みる。 

・公共機関を使って、社会体験の場を広げる。公共の場でのマナーやルー

ルを体験的に学ぶ。 

3 計画・ねらい 表現：生活を歌いっぱいに 

実践予定内容 ・保育者は次に掲げることを知って、保育園の生活を情緒的に、リズム的

に進めて、子どもが持つ生体リズム（呼吸や鼓動、歩行・手足の振りな

ど）を整える。 

・歌は人間の魂を揺さぶり、情緒・感情を豊かにし、悲しい時も嬉しい時

もその人の心情に寄り添う。子どもたちにとって、言葉で表現できること

はまだ少ないが、音楽に乗って体で表現することは容易い。まだ完成され

ていない言語表現も良い歌詞、良い言葉を耳で聞き、感覚として、子ども

の内に育てている。保育者嬉しい時も悲しい時も歌をたくさん歌い、子ど

もの心に届けたい。 

・歌は都市部では感じにくい季節を歌い、ひと昔前の情緒的な人や生き

物、事象とのやり取りを教えてくれる。保育者も歌から子どもとの関わり

や子育てのヒントをもらい、より豊かな保育を展開する 

（例）・季節の歌をその季節に歌う ・年齢にあった歌を歌う ・身振り

手振りを加えて、子どもの表現の幅を広げる ・手話で歌をうたう ・輪

唱・エコーソング・合唱の取入れ 
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子どもの非認知能力を育てる。 

人的環境・物理的環境双方から、子どもの育つ環境を考える。 

保育者は、新たなスキルを身に着けて、子どもの選択する力や自己決定する力、情動のコントロー

ル、問題解決に向かう力を実際の園生活の中で使う。子どもも保育者もtry＆errorを繰り返しながら

「にんげん力。」を育ててゆく 

 

1 計画・ねらい 子ども・職員のソーシャルスキルトレーニング 

ねらい：心の知能指数「EQ」を育て、集団生活の中でのコミュニケーショ

ン能力を培い、人間力を育てる 

実践予定内容 子ども：「セカンドステップ」のレッスンを行う（担当：松澤 実践が定

着の後職員にもその機会をつくる） 

職員 ：「セカンドステップ」のレッスンの内容を知り、中立的な関りや

ブレーンストーミング、「気持ち」「怒りの扱い」「問題の解決」の方法

を学び、保育実践・保護者対応に取り入れ、適切な「人間力ある」「対人

コミュニケーション」を図る 

2 計画・ねらい 子どものゾーン保育・保育者のゾーン保育「混ざる」「自己決定を助け合

う」 

実践予定内容 子どもが混ざる・環境づくり 

職員もワンチーム・クラスを超えて混ざり合う 

１人の職員がすべての子どもの成長発達や行動特性を把握して、どの職員

も子どもにとって頼れる安心の存在となる 

シッターノートの活用 昼礼での情報共有 担任会議録回覧・押印 

ヒヤリハットやインシデントの共有と再発防止策話合い 

事故・怪我の予防と対応 

 

 

 

 

地域と育つ 海老名ルーム 

1 計画・ねらい 世代間交流「○○」 

新型コロナ感染症発生から3年が経過し、人間関係の中で最も交流が難し

くなったのはシニア交流ではないか。そして、このことは乳幼児期の子ど

もたちの成長や将来的な思考に大きな影響を及ぼすと想像される。 

ねらい：お年寄りに子どもたちの歌や声・笑顔を届けて元気になってもら

う。 子どもたちは自分自身が「喜ばれる存在」と分かり、張り切って生

活する糧にしたり思いやりの心を育てたりする 

実践予定内容 協力・受け入れて下さる施設探しをする。（子どもたちとの相談） 

・海老名の地図を見て、どこにお年寄りの施設があるかを調べる（施設で

のお年寄りの生活を知る） 

・電話でアポイントを取るときには、どのような言葉が必要か考えてみる 

・実際に電話で交渉してみる（事前確認：職員） 

・月に１度、Zoomで歌と元気な生命力を届ける。 

・上記歌の交流から、子どもからの声を拾い（保育Web活用）保育者は子

どもの発案を形にする手助けをし、年間の活動とする（プロジェクト保育

へ） 
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 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 8人 11人 11人 11人 11人 60人 

 

開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

 

 運営方針 

施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 保育の振り返りと質の向上・園内研修・行事進捗・研修報

告・個別ケース会議・課題の検討・安全対策 

給食運営会議 

月1回 献立の振り返りと喫食状況の確認・食育・クッキング・行

事メニュー・保護者支援と発信・保育者との連携・環境へ

の活動（地産地消・残食削減など）・畑仕事との連携 

事故防止委員会 
月1回 ヒヤリハット分析・インシデント検討と共有・事故情報の

共有と対策・マニュアル確認と実施方法の確認 

ケース会議 
月1回 要支援児についての情報共有と保育方法の確認・検討  

気になる子の情報共有と保育方法の確認・検討 

昼礼会議・担任会議 
週1回 指導計画案・週案・行事・子どもの様子・共有事項確認・

他 

朝礼 

日1回 一日の確認（保育・行事）・子どもの様子・体調確認・来

客確認・アレルギー児の申し送り・その他    

時間差で出勤する職員のためにシッターノートに網羅する 

 

 

法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人内統一の情報共有・課題検討・園状況報告と共有 

施設長勉強会 月1回 施設長のスキルアップ研修 
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食育会議 年4回 
栄養士、調理師、施設長が参加 献立の検討・マニュアル

確認・食育の推進・OJT・食品ロス・食の循環 

保健会議 年4回 

看護師、施設長が参加 子どもの健康と保育への参加 感

染症・衛生管理・マニュアルの確認・社会の動向・新型コ

ロナウイルス対策 

主任会議 年5回 主任としての役割とは・職員育成・他 

子育ての質を上げる会議 月1回 

業務改善研修・子育ての質を上げるための計画立案・成果

発表会を実施 （自園の課題抽出・実行計画策定・成果発

表） 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 

身体測定・定期健康診断・歯科検診の実施と保護者との連絡 施設の清

掃と衛生管理に係る消耗品及び備品の補充と管理 感染症予防対策の管

理点検・対コロナ対策消毒と危機管理 

安全対策係 

火災・地震訓練・不審者侵入時訓練および消火・防災自主点検の実施管

理                               

消防署との連携窓口業務・救急講習計画と実施           

施設内外の設備点検および事故防止対策の実施 

防火管理者 
消防計画の作成と備蓄リスト 帰宅困難者表作成          

上記計画に基づいた地震、消火・通報訓練を定期的に実施 

食品衛生責任者 
調理室全般の衛生管理                      

給食食材および提供食材の衛生管理と在庫品保管状況の管理 

畑係 

畑づくりの年間計画・畑の管理  

関連機関との連絡・調整                 

子どもと職員の畑活動の推進を図る 

教材・道具類の維持補充 

保護者様への働きかけと情報発信 

生き物係 
飼育動物の丁寧なお世話と健康管理 

子どもや保育者の生き物飼育活動の把握と推進、課題検討 

環境整備・備品係 

美観・保護者がいつ見ても気持ちがよい施設 

園内外の環境整備：子どもの生体リズムを整える環境づくり 

室内に自然を取り込む、くつろげる環境設定 

内監プロジェクト 内部監査項目に沿って、押印簿点検や課題解決の推進 

地域係 地域の方々や団体等との対外的な窓口業務と広報係 
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行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 

祭りの企画と推進  

保護者と協働して、準備・開催をする 懇親を図る 

地域サービスとしての位置づけをする 

スキル講座係 法人内・地域の子育て支援の企画と開催 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・受容的・応答的な関りの下で、自分の気持ちや示したいことを伝え

ようとする意欲を育てる。（代弁や選択肢が与えられる）また、これ

らの関係性から身近な大人との信頼関係を育て、人と関わるちからの

基盤を養う。 

・戸外活動を喜び、自然に触れて五感を育て、健康な身体を創る 

・生活や遊びの中で様々なものに触れ、音、形、色、手触りなどに気

づき、感覚の働きを豊かにする。 

下半期 

0～1歳児 

・上半期の受容的・応答的な関りの中で獲得した言葉を使って、自分

の思いを伝えたり歌を歌う気持ちよさを感じたりして、気持ちを開放

し生活する。発達的に駄々こねや癇癪も多いが、それを正当な主張と

認められながら、自分自身を育てていく。 

・戸外活動を喜び、自然に触れて五感を育て、健康な身体を創る 

・自由に動くようになってきた体を十分に動かして、リズム遊びや散

歩活動に意欲的に活動し、保育者に励まされ認められながら、自尊感

情を培っていく 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・生活リズムを整え、情緒を安定させた生活の中で、自分らしさを発

揮し毎日を楽しみに登園する。 

・意図的に環境設定された中で、自ら関り、発見を楽しんだり、考え

たりし、それを生活の中に十分に取り入れようとする 

・長距離散歩にtryし、集中力や忍耐力、チャレンジする気持ち、爽快

な充実感・達成感を毎日体感し、自尊感情を高め、レジリエンスを築

く 

＊レジリエンス：困難や逆境にあっても、しなやかに立ち直れる力 

下半期 

2～5歳児 

・異年齢のかかわりの中で、自分を表現して受け入れてもらうこと、

相手の気持ちを理解しながら、人対人コミュニケーションの実感をも

って生活する。 

・自分が大事にされることによって、相手をも尊重し、思いやりの気
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持ちを態度や行動に表して、接する 

・上半期、戸外活動で五感を働かせ、培ってきた感覚・感性や長距離

散歩で培ってきた集中力や忍耐力を活かし、描画や造形、歌やリズム

遊び、劇遊びや楽器遊びなど、様々な表現活動を展開する。 

・地域や小学校など、今までよりも広い社会に目を向けて、小さいな

がらにも、社会に貢献できる自分に育っていることを自覚する機会を

与えられて、そこに誠心誠意取り組み、自尊心を高める 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

「食」を保育の真ん中に据えて、調理室と保育室が一つになって、子どもの健康と成長にかかわ

っていく。保育園を初めて利用されるご家庭が多いことを念頭に置いて、子どもの食事や好き嫌

いやその他、家庭で困っていることに応対できる知識や方法を発信していく必要がある。 

1 計画・ねらい 調理員・保育者・施設長・事務含む子どもを取り巻く大人は、子どもと一

緒に食事をする（３大食育方針）・空腹感を感じ、食べたい時や場所、ひ

と、食べたいものをたべたいだけ、子ども自身で選択する環境を作る 

実践予定内容 日々の給食での積極的な参加・関り 

安心で心地よい雰囲気づくり適温給食 ・他者との関り・影響から学ぶこ

とを知る・繰り返しから知る自己コントロール（適度）を学ぶ 

身近な大人や友だちを模倣したり教わったりして食事のマナーや食具の正

しい使い方を知る 

散歩・畑での労働・戸外活動で空腹を得る環境を作る 

2 計画・ねらい 畑活動と食育活動の連携 

畑で育った作物を食する過程を知り、おいしく食べ、自然（日光・水・温

度・土・大気）の恵みに感謝し、お世話の大切さを知る 

実践予定内容 年間計画による畑活動・クッキング・野外炊飯 

3 計画・ねらい 食材・食の循環を認知する直接体験 

実践予定内容 「リボべジ」・リボーンベジタブル（再生野菜）の体験 

（例） 

・人参・豆苗・ブロッコリー・青ネギ→水耕栽培から土へ・パイナップル
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栽培 ヘタから育てる→２年越しのお世話と観察など 

保育者は子どもに真に体験させたいことを考えて、実践に移す。 

・魚の捌く、手で開く → イワシ、豆アジ を給食で頂く 

調理と保育者の連携・ 

・苗植えから収穫・余すことなく使い切るプロジェクト 

サツマイモなど一年を通して栽培する、葉や茎も食べる、蔓を燃料にす

る、製作に使うなど 

（プロジェクト保育・子どもの発案・意見から展開する保育を記録する） 

 

4 計画・ねらい 子どもが「自分たちで盛り付け・配膳して食べる」を環境構成する 

 実践予定内容 バイキング給食の実施・盛り付け皿や茶碗の選定、陶器を選ぶ形あるもの

は壊れることも学ぶが、壊さないためにはどのようにしたら良いか、自ら

の身の処し方を学ぶ。 

・自分で選択し、自分で決め、自分で選んだことに責任をもつ体験を日常

のさりげない場面に散りばめる。葛藤の体験を増やす 

・友だちと話し合う、相談する、協働して進める場面を見守る 

・物の数量や大きさ、食器や壊れるものの扱い、丁寧に扱う方法、他者へ

の気遣いなど、生活の場面で認知能力と非認知能力を共に使う場面と認識

して係る 

これらを効果的に実践する工夫を話し合いの中から形作っていくことを試

みる。 

 

5 計画・ねらい 「今日の食材・産地」の発信 

 実践予定内容 SDGsの観点から：「地産地消」「身土不二」「一物全体」「輸入品のマ

イル問題：添加物・防腐剤」を調理室から発信、子どもの食に何が必要で

何が不必要かを話し合い、見極める。見極めたのちに確信あるメッセージ

で保護者への発信をする 

効果的な発信方法を考えて実施する。 

献立レシピの配付 

食育活動の報告 など 

 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（5月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
毎月２０日：身体計測実施、発育や栄養状態の把握に努める 

手洗い・うがいの指導 トイレの使い方指導 歯磨き指導 
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薄着と裸足：健康に関する指導と家庭への発信 

性教育①「体の不思議と大切さ」 

性教育②「大きくなった喜び～命の誕生∼」 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

5～9月頃･･･手足口病・ヘルパンギーナ・アデノウイルス・とびひ・ 

      咽頭結膜炎（プール熱） 

11～3月頃･･･インフルエンザ・RSウイルス感染症・感染症胃腸炎

（ノロ、ロタウイルスなど）流行性耳下腺炎 

通年   ･･･溶連菌感染症 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･預かり冷暗所にて保管 

 

その他保健に関する取組 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 内科健診 年2回／5･11月 
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歯科健診 年1回／6月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する

力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室外とも

に子どもが自発的に関わる環境を設定する計画をP-D-C-Aを回して実行する。 

1 計画・ねらい ・午前中の乳児2時間半、幼児3時間の戸外活動を毎日展開する。雨の日

や風の日も安全に配慮しながら、戸外に出て、危険を回避する身の処し

方や不便な日も快適に過ごす方法を実体験の中から学んでいく。 

・春夏秋冬の季節の移り変わりを肌で感じ、暑さから身を守ること、寒

くても楽しく遊ぶ方法を体験的に学び、身体を育て、心を育てる環境づ

くりに努める。 

 実践予定内容 ・9時出発 ・畑仕事 ・草花遊び ・土手滑り ・川遊び ・樹木のあ

る公園へ行くなど、自然や自然物と関わる毎日を考えて保育活動とす

る。自然は一日として、同じ日ではないことを念頭に置いて、保育者自

身も五感を働かせて、子どもと共に自然から学ぶ 

2 計画・ねらい 「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、

他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」ことができる 

実践予定内容 zoon保育 異年齢の関りと活動 コーナー保育と環境設定←重点項目 

日常の散歩活動 自然との関り：「子どもに必要な環境」「子どもが自

ら選択し、主体的に行動できる環境」作りを保育者は遊びこむ子どもの

姿を通して研鑽・試行錯誤して整える教材や遊具はプラスティックなど

の石油製品を避け、自然物や本物の素材を提供し、子どもの感性や感覚

を養う。工夫された教材や遊びを感じ取り、子どもたちは自分の気持ち

や考え、友だちに与える影響を考えながら試行錯誤する。保育者はその

機会を保障する。 

3 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちの良い施設・子どもの安全な動線が守られ、

不要な危険が排除された空間づくり 

・意識的な空間づくりをして、信頼される安心される「選ばれる園づく

り」につなげる 

実践予定内容 衛生管理点検表や内部監査資料を基に、整理整頓や清掃状況の確認をす

る。：清掃点検表を作成して、もれなく行う。 

保育者は足元に見える小さなごみをも自分事として拾い、細やかな気配

りができる存在となる。また、ひとが嫌がることへも率先して取り組む

ことができる保育者集団となり、子どもの前に立つ。 
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手作り遊具・家具安全点検計画 

 

2023年度 新園のため遊具他手作り品なし 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 事故防止委員会 

リスクマネジメ

ント研修 

怪我・事故の防

止 

事故の予防：ヒヤリハット収集と統計結果の確認（随時・月1回の共有） 

      園内インシデント・事故の再発防止検討 

      過去の重大な事故事例や身近な法人の事例研究 

      緊急連絡先への連絡・フローチャート確認 

見失い・置き去り概念の学び 

      心肺蘇生・AED研修・怪我の対応・プール、水の事故防止策 

 散歩引率など 

・子どもへの安全教育の定期的な実施 

2 避難訓練・ 

不審者侵入訓練 

防犯 

・安全対策係が計画立案・実施 ・自衛消防隊の編成と役割分担 

・十分なシミレーションの元、立案された計画を全職員で共有し、実施 

・子どもへの安全教育の定期的な実施 

・予想外の想定にも瞬時の適切な判断が自らできるよう、保育者は戸外・ 

散歩時などの危険予測を日常から行っていく。 

・広域避難場所：今泉小学校（保護者様への周知を図る） 

3 光化学スモッグ ・自治体からの情報で判断、活動を加減する。 

・自治体からの情報を正確に得る。 

・子どもたちに何故屋内で過ごすのかを考え、安全教育と共に光化学スモ

ッグのメカニズムや環境問題への問題的の芽生えにつなげる 

4 災害対策 「保育運営マニュアル」・危機管理マニュアルＰ．6の確認 

 決められたことの内容と意味を保育者は知って、園運営に携わる。 

5 日々の事故防止 ・保育者の気づきの共有（保育者間で）と報告（施設長） 

 子どもの様子・玩具・遊具・屋上・公園・戸外移動時・保育者の保育、

関わりと引率 

・ハザードマップの更新：室内、戸外環境の変化や人的要素を敏感にキャ

ッチして、書き込み・更新をする。更新日時を記録する。 

 

6 ハザードづくり ・室内 ビル共用部 戸外・散歩コースのハザードマップの完備 

 ハザードマップ管理表で定期的な見直しを図る（4.7.10.1月） 

 

7 苦情・ご意見対

応 

・「保育品質マニュアル」・苦情対応マニュアルの確認 

保護者様のご意見を真摯に聴き（訊き）受け取った保育者はどのようなこ

とにでも、自分事としてとらえ、謝罪と保護者様のご意向に添った問題解

決を図ることを第一とする。 

 

 

 

 



20221215版 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

【実習生を受け入れる意義】 

(ア) 保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れには

社会的責任がある。次世代を担う実習生を積極的に迎え入れ、どろんこ会の「にんげん力。」

を育てる保育に共感する人材を育て、すべての子どもの育ちに還元することを目指す。 

(イ) 実習生を指導することは、保育者が自分自身を振り返る作業をすることである。実習生を丁寧

に導けば、導くほど、自分自身の保育を丁寧に吟味しながら関わっているのである。教えるこ

と、相手のニーズをとらえること、親切に関わること、知っていることを言語化してアウトプ

ットすること、仲間として迎え入れること、保育の専門性を問うこと、どれも相互の成長に係

わっていることに留意する。 

 

【小・中・高生を受け入れる意義】 

(ア) 少子高齢化・核家族化の現代において、赤ちゃんや子どもとの関りを持たないままに、お父さ

んお母さんになる、経験のないことが子育てをさらに難しくしている背景を我々保育者は知っ

ておく必要がある。「子どもの可愛さ」「泣くことには意味があること」「子どもへの関りや

対応を見たことがある」「実際に関わったことがある」そのような体験の道しるべを残すこと

が、保育所並びに私たち保育者の役割である。 

(イ) 「人を育てる」「人を育て、関わり合いながら自分をも育てていく」そのような保育者という

仕事に出会い、保育・福祉の場で活躍したいという人材を育て、増やす。仲間を作る。 

(ウ) 小・中・高校生を受け入れることのもう一方のメリットは、園の子どもたちの様々な人との関

わりや多様性の体験、保育者や家族以外の人に優しくお世話をしてもらう体験、少し年齢が上

の人への憧れから誘発される遊びや活動、どれも子どもたちの成長を促進する作用を持ってい

ることである。 

 

1 実践予定内容 小学生の保育園見学・交流の受け入れ ドッジボール大会など 

 

2 実践予定内容 中学生・職場体験の受け入れ・交流 

 

3 実践予定内容 高校生：高校の部活訪問 陸上部：早い走り方教室 吹奏楽部：本物の

音に触れよう など 
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 スタッフ育成と研修計画 

 

園内研修の本来目的である『同僚と話し合い、自らの保育を振り返りながら次の課題を見出すため

に、職場内での研修を行う。』を軸にアクティブラーニングを意識して展開する。大人のにんげん力

アップを図るために、保育に必要な知識と共に、一般教養や心の知性を育み、五感を働かせ、「気づ

く力」「思いやり」などの対コミュニケーション力も磨く。 

 

２０2 3年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  怪我ケーススタディ 

「生きる力を育てる～何が

必要か」 

③接遇と保護者対応・苦情

対応について 

④保育運営マニュアル読み

合わせ・虐待防止研修 

 コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」のPDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに保育計画と実践、その振り返

りと再アクションの意見交換・話し

合いを年間のテーマとして、行う。 

子どもに起きやすいケガや事故を知

り、その手当と応変な対応の共有を

する 

5月19日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②「生きる力を育くむ」た

めに日課・基本保育活動の

確認と実施 

③保育運営マニュアル読み

合わせ  コンピテンシー自己

採点 

④熱中症予防について」 

⑤学習指導要録・読み合わ

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに保育計画と実践、その振り返

りと再アクションの意見交換・話し

合いを継続して、行う。 

・真夏日に対応する 
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せ 

6月9日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②食材や食の循環・環境へ

の意識を育む環境教育とは 

③水遊びと水の事故 

「食うねる水遊び」 

④保育運営マニュアル読み

合わせ・実践・主に危機管

理 

⑤MBO発表・共有 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに畑・保育計画と実践、その振

り返りと再アクションの意見交換・

話し合いを継続して行う。 

  

7月14日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「生きる力を育てる～何

が必要か」：大人のにんげ

ん力アップ「ソーシャルス

キルトレーニング」実践 

③マニュアル読み合わせ・

実践 

④不適切な行動とは・法人

独自の虐待を考える・学ぶ 

⑤手話で語ること 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマにソーシャルスキルトレーニン

グの講義と実践を行う。その振り返

りと再アクションの意見交換・話し

合いを継続して、行う。 

・子どもの権利を知る・不適切な関

わりの抽出：ディスカッションする 

・スキル講座のテーマに触れる  

8月18日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「生きる力を育てる～何

が必要か」：遊びの環境に

ついて考える 

③マニュアル読み合わせ・

実践 

④保育・半年の振り返り 

課題の抽出と今後の推進 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに保育計画と実践、その振り返

りと再アクションの意見交換・話し

合いを継続して、行う。 

  

9月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②「生きる力を育てる～何

が必要か」：遊びの環境に

ついて考える 

「生きる力」を育む遊びと

環境構成 

④マニュアル読み聞かせと

実施 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる：遊び

と環境」をテーマに保育計画と実践

を考える。その振り返りと再アクシ

ョンの意見交換・話し合いを継続し

て、行う。 

  

10月13日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「生きる力を育てる～何

が必要か」：薄着・裸足・

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 
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リズム体操 

話し合いと実施 

③マニュアルの確認と話し

合い 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに薄着・裸足・リズム体操に焦

点を当てる。保育計画と実践、その

振り返りと再アクションの意見交

換・話し合いを継続して、行う。 

  

11月10日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②「生きる力を育てる～何

が必要か」：：感染予防と

健康を創ること 

③マニュアルの確認・課題

の抽出 

④虐待防止研修 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに「6つの力」保育計画と実践、

その振り返りと再アクションの意見

交換・話し合いを継続して、行う。 

  

12月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②「生きる力を育てる～何

が必要か」：6つの力につい

て考える（KJ法を使って） 

③マニュアルクイズ大会 

④MBO進捗・振り返りの中

間報告 

 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに保育計画と実践、その振り返

りと再アクションの意見交換・話し

合いを継続して、行う。 

・マニュアル知識と実践をチームで

競う・ 

  

1月12日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②「生きる力を育てる～何

が必要か」：日常の保育を

振り返ってみよう・1年の成

果とまだ足りないところ 

ディスカッション 

コンピテンシー：子どもを真ん中に

して「ビジネスマナー」「危機管

理」PDCAを回す 

「子どもの生きる力を育てる」をテ

ーマに保育計画と実践、その振り返

りと再アクションの意見交換・話し

合いを継続して、行う。 

  

2月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  年間策定会議 

 2024年度事業計画とその方向性、

行事日時と概要の設定 

3月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  年間策定会議 

 2024年度「子どもにとって、真に

必要な生活・活動を決める」 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 
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法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの2023年度目標設定と併せて、次期の

育成計画を施設長が所定様式を使用して個別面談、本人のキャリアデザインとのすり合わせを行う。

半期に一度、中間面談の実施を行い、MBO進捗確認をする。 

 

 

その他 

【パート職員との懇談会・年2回開催】 

園全体の課題や取り組むべきこと、なくしたほうが良い事柄などをサポートする立場から、忌憚のな

い意見を募る。その意見から、保育をより良くする方法や考えを探り、全職員の共有とする。 

 

【パート職員の勉強会・月1回】 

どろんこ会の方針や海老名ルーム・事業計画の説明 

マニュアルの読み合わせや会議時の共有事項の話し合い 

日常の保育についての意見や困りごとの共有 

 

子どもや保護者様の前では、正規、パート職関係なく、プロとしての保育者との自負をもってあたっ

てもらう下地を整えていく。 
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 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

地域に開かれた保育園としてのＰＲ活動を整える。 

利用しやすい仕組み作りをして、地域との交流を深める。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：海老名中央公園において 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 月１回 ケアプラザ訪問：高齢者の方とのふれあい  ・鶴見区の

老人施設：歌の訪問（Web交流）・回数は施設との相談 

異年齢交流 近隣の小・中・高・大学との交流・ボランティアの受け入れ・ 

地域拠点活動 青空保育 ちきんえっぐ 園開放 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

国の指針に準じ、『職員間交流』と『子ども間交流』の両者を計画的にバランス良く盛り込んで計画を

企画・実施する。年度初めには「５歳児と小学校１年生との年間連携計画および報告書」の確認を全

スタッフで行い、効果的なアプローチカリキュラムを考えていく。 

小学校教諭および保護者を交えた学習指導要領の読み解きなどの職員勉強会や子どもの学校交流など

を実行できるように、海老名市内の小学校にアプローチし企画・実施を試みる。 

 

今年度方針・テーマ 

・小学校との連携について、２０２3年度は３つの視点から取り掛かる。３つの視点は次の通り。 

「保育者の研鑽（保育への還元）」「子どもの育ち（１００の体験の提供）」「保護者支援」 

・新型コロナ感染症感染予防の環境下では、小学校との連携はとりづらい状況であることを前提に、

しかし、だからこそ子どもたちに必要と思われることを「５歳児と小学校１年生との年間連携計画お

よび報告書」に網羅し、年度当初から意識して取り組んでいく。（保育者の研鑽） 

・「アプローチカリキュラム」は、就学のための期間限定のものでないことを職員間の共有とし、ど

ろんこ会グループの目指す「生きる力」をはぐくむ日常の保育、日課や基本活動を丁寧に積み上げ

る。その結果、子どもたちの姿がどのような事柄に対しても、問題の解決を図り、主体的に対話的に

乗り越え、喜びをもって生活する子どもたちの育ちになることを知って、保育する。（子どもの育

ち） 

・小学校・学習要領を知ることによって、今の保育の過不足を知り実施する。保護者様に知っていた

だくことで、「海老名ルームで取り組んでいる活動」の意味づけを強め、安心感をもった子育ての方

向性を共有する。（保護者支援） 
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具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月17日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 
今泉小学校  

1年生 
1名予定 今泉小学校・校庭 子ども間交流 

9月頃 
今泉小学校  

1年生 
1クラス予定 

海老名ルーム・畑活

動招待 
子ども間交流 

10月頃 
今泉小学校  

教職員 
●名予定 

授業参観（今泉小・

教室） 
職員間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

２０２３年度開催時の確認事項は〈２〉毎月のケース会議開催に記す。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：名予定） 

・適宜ケアが必要な子どもや職員の対応に共通認識が必要な子どもに対しては、継続的な個別指導

計画を作成し、継続的・包括的な支援を行い、保育の検討を図る。 

①個別計画を立て、受容的・応答的な保育を職員全体で展開する。職員は安心の存在となるよ

う努力して、海老名ルームが子ども自身の真の居場所となり、心身ともに成長することに心を

留めてかかる。 

②目先にとらわれず、将来の姿を見据えてどろんこ会の保育にあたり、子どもの持つ「生きる

力」を引き出す。 

③ 保護者様へは、その要望を確認し、在りのままの受容と成長の喜び、子育ての困難を共有

し、道筋を示す。 

 

進級引継、および、小学校への引継 

・クラス担任は、進級時に引継ぎを実施・引継ぎ事項を記録に残す 

・進級時の引継ぎ時、面談の希望をとり、保護者様と成長や課題の認識のすり合わせをする。 

（希望者のみ） 

・小学校への引継ぎは保護者様のご意見・ご要望を確認する。（卒園面談・希望者） 

・保育所児童保育要録作成と送付 

・小学校との情報交換（１,２月）：訪問・電話 

・中途退園のお子様には、必要に応じて「保育の記録」の写しを転園先に送付し、引継ぎを行う。  

 また転園の際には、今後も情報提供や相談が可能である旨とその連絡先を記載した案内文書を施

設独自で作成し、退園届に添えて渡すことで、保護者様の安心を図る。 
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 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 

（月）～（土）9:30～16:30 

園開放は運営全園にて9:30～16:30にて実施。 

※新型コロナウイルスへの対応は所属自治体の規程を確認する 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 月2回開催 10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
月１回開催 10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２４年2月9日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：18時00分 

自己評価終了予定時刻：19時00分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、幼児リーダー、乳児リーダー 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 
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 3カ年計画の具体 
 

昨年度の振り返り 

3月末まで

に目指 し

た姿 

重点施策 ・新規開園 

振り返り ・12月海老名市を通して、入所者への丁寧なヒアリングを開始 

・1月からの新規立ち上げに関する打ち合わせ、特につむぎ併設園とし

て、つむぎ施設長との方向性のすり合わせなどを行い、「保育園の子ど

ももつむぎの子どももともに生活する」「10よりも100の体験を」を

掲げて出発する。子ども中心に、子ども時代を保障し、冒険にチャレン

ジできる土壌づくりを目指す。 

・海老名ルーム・「信頼」という言葉を根底に置いて、「子どもたち」

「保護者」「地域」「行政」「養成校」との関係性を創り上げていく。 

・海老名ルームが子どもたちの直接体験の場となり、原風景・原体験と

して、心のふるさととなることを目指す。 

・海老名ルームを選んだスタッフにおいても、自身の選択に自信を持

ち、子どもの「生きる力・にんげん力」を育む保育活動に試行錯誤しな

がらも共感協働し、やりがいが持てるスタッフ個人を育成、チームで保

育を展開する。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

23年度 目指す姿 自然との関わり、長距離散歩や戸外活動、畑仕事など、どろんこ会が示

す基本活動を実施し、子どもの体を育て自尊感情を高める保育・保護者

様と子どもの育ちを共有し、喜びあえる関係づくりをする。 

重点施策 【子ども】信頼できる保育者との関係を築き、安全安心を確保されて、

どろんこ遊びや木登り、長距離散歩やごっこ遊びと、自分で選択し、主

体的に意欲的に遊びこむことができる。困難なことがあっても、内言

（自分で自分に語りかける）を育て、自分を立ち直らせることができた

り乗り越えた自分を認め、自尊感情を高めたりすることができる。海老

名ルームの一員として、「混ざる」ことから思いやりの気持ちを育て、

たくさんの人の多様性に触れて生活を主体的に楽しむ。 

【保育者】子どもを真ん中に、子どもを在りのままを受け止めることに

注視し中立的な関わりから、子どもの表現や思い、行動の責任を子ども

自身に預ける。表現がまだ難しい子どもたちには、代弁したり選択肢を

与えたりしてこの先回りしない、大人の価値観を押し付けない方法か

ら、子どもがどのように伸びていくのかを確認し、可視化した記録で保

護者様に「子どもの育ち」を還元する。 

【保護者支援】安心して保育園を利用していただくための応答的な対話

を心がけ、保護者様のニーズに手が届く気働きと心遣い、接遇を保育者

は話し合いの中から見出し、実践していく。可視化された情報発信と丁

寧な保育の解説をして、保育活動を通して育つ子どもの成長を喜んでい

ただく。 

【地域支援】青空保育やちきんえっぐの周知を根気よく続け、海老名市

民・地域の・方に気軽にご利用いただく施設となる。 

・ 
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23年度 目指す姿 ・自然との関わり、長距離散歩や戸外活動、畑仕事など、どろんこ会が

示す基本活動を実施し、子どもの体を育て自尊感情を高める保育・保護

者様と子どもの育ちを共有し、喜びあえる関係づくりをする。畑仕事は

自走し、スタッフと子どもたちで推進できる。また畑仕事を通して、地

域の中に混ざることが出来る。（マルシェでの販売なども含む） 

・一年の流れがわかり、保育WEBを使った継続する保育が展開できて

いる。食育や畑仕事は、SDGｓを意識した効率や簡素化された生活が海

老名ルームの中に入り込み、意識化されている。 

・どろんこ会の保育を職員集団全員が言語化でき、自園を越えて発信し

たり、意識的に人材育成したりする職員集団ができている。 

 

重点施策 【子ども】信頼できる保育者との関係を築き、安全安心を確保されて、

どろんこ遊びや木登り、長距離散歩やごっこ遊びと、自分で選択し、主

体的に意欲的に遊びこむことができる。困難なことがあっても、内言

（自分で自分に語りかける）を育て、自分を立ち直らせることができた

り乗り越えた自分を認め、自尊感情を高めたりすることができる。 

・その自尊感情は、気づく力を高め周りに対する思いやりや見えない世

界に対する畏敬の念などにつないで、社会的に俯瞰する人材育成の芽生

えを養っている。 

 

【保育者】子どもを真ん中に、子どもを在りのままを受け止めることに

注視し中立的な関わりから、子どもの表現や思い、行動の責任を子ども

自身に預ける。表現がまだ難しい子どもたちには、代弁したり選択肢を

与えたりしてこの先回りしない、大人の価値観を押し付けない方法か

ら、子どもがどのように伸びていくのかを確認し、可視化した記録で保

護者様に「子どもの育ち」を還元する。このことが標準化され、表現の

研鑽からより子どもの世界を客観的に捉え、それを解説する力を備え、

保護者様へ還元する力量のアップを図っている。子ども観、人間観の学

びを深め、保育を楽しみにプロとしてのマインドを作っている。 

・法人内、地域の集まりでは、スタッフの成長に一目置かれ、「任せら

れる」との信頼を得ている。 

・インクルーシブの活性化が図られ、海老名ルームの子どもたち、つむ

ぎの子どもたちが、愛情深いたくさんの大人や地域に支えられて、自己

発揮して生活している姿を確認することができる。 

 

【保護者支援】安心して保育園を利用していただくための応答的な対話

を心がけ、保護者様のニーズに手が届く気働きと心遣い、接遇を保育者

は話し合いの中から見出し、実践していく。可視化された情報発信と丁

寧な保育の解説をして、保育活動を通して育つ子どもとその仲間の成長

を喜んでいただく。卒園後も子どもたちの原風景・原体験の場となって

いる。 

保育・共育てに関心をもって「どろんこサポーター」が誘発的・自発的

にできる。 

 

25年度 目指す姿 自然との関わり、長距離散歩や戸外活動、畑仕事など、どろんこ会が示
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す基本活動を実施し、子どもの体を育て自尊感情を高める保育・保護者

様と子どもの育ちを共有し、喜びあえる関係づくりをしている。 

このことが定着し地域からも保育活動・保育内容・人材で信頼される

「選ばれる保育園」が創られている。 

・信頼の構築から、県央地区に園庭在りの「どろんこ保育園」創設の芽

生えを創ることが出来ている。 

重点施策 【子ども】信頼できる保育者との関係を築き、安全安心を確保されて、

どろんこ遊びや木登り、長距離散歩やごっこ遊びと、自分で選択し、主

体的に意欲的に遊びこむことができる。困難なことがあっても、内言

（自分で自分に語りかける）を育て、自分を立ち直らせることができた

り乗り越えた自分を認め、自尊感情を高めたりすることができる。この

ことが標準化されて、「にんげん力」ある子どもが育ち、周りに良い影

響を与え、園以外の場所や集団、人、保護者様に喜ばれている。自然遊

びや山歩きが日常となり、チャレンジする前向きな姿勢が養われてい

る。 

【保育者】子どもを真ん中にすえながら、より良い保育を模索し、自己

研鑽する自発的な職員が育っており、どろんこ会の保育を面白がり楽し

みながら、前向きに挑戦する人材が育っている。また園内だけでなく、

地域の家庭、社会的ニーズの研鑽を積み、公的な機関や子育て支援活動

を担う人材が育っている。 

【保護者支援】保護者支援】安心して保育園を利用していただくための

応答的な対話を心がけ、保護者様のニーズに手が届く気働きと心遣い、

接遇を保育者は話し合いの中から見出し、実践していく。可視化された

情報発信と丁寧な保育の解説をして、保育活動を通して育つ子どもの成

長を共に促進する関係となり、卒園後も子どもたちの原風景・原体験の

場となっている。 

・保育園・つむぎが一体となって、子育てしている意味や価値を保護者

様自身が語り、駅前で便利だけでない、真に子どもが育つことの環境や

関わりに価値を見出し、海老名ルームに係わってくださることを喜べる

活動、関係性を築く。このために子どもたちの日常が、自然と関わり、

チャレンジし、自分自身を育てていく環境を 

「どろんこサポーター」から保護者様のつながりが大きくなっていく。 

 

以上 

 

作成日：２０２３年３月１５日 作成者：メリー★ポピンズ 海老名ルーム  施設長 松澤ひろみ 
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２０２３年度 香取台どろんこ保育園 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
自然と文化・技術が融合し、国内最大の学術都市であるつくば市。この地において、香取台どろ

んこ保育園が1年目をスタートさせる。 

「にんげん力。育てます」を軸に、だれもが自由に行き来できる“大きな家”となり、一人ひと

りが尊重され認め合える風土を作っていく。つむぎ香取台ルーム・つむぎ香取台放課後デイサービ

ス・香取台どろんこ学童と併設されており、また、隣接園として開園7年目を迎える万博公園どろん

こ保育園を含め、共に連携を取りながら互いに学び続ける中で、インクルーシブ保育を実践してい

く。 

保育所保育指針並びに児童発達支援ガイドライン、社会福祉法人どろんこ会の保育理念を核に、

子どもも大人も育ちあい、地域の拠り所となる園を目指す。 

 

 

法人保育理念  「にんげん力。育てます。」 

          必要な遊び・体験を提案実践し、“自分で考え、行動する思考”を育む。 

 

子育て目標   「センス・オブ・ワンダー」 

          畑仕事・ヤギや鶏の世話などの労働や自然体験を通して、ものの性質や身近な

事象、生命の尊さ、食材や食の循環・環境への意識を育む機会を持ち、子ども

がしたいと思う活動を安全に行えるように見守り、支援していく。 

         「人対人コミュニケーション」 

          “感じたこと・考えたこと”を言葉で、ジェスチャーで、表情で、描いて、造

って、表現できる子どもを育成していく。 

 

保育園保育目標 「わ ～子どもらしく 自分らしく 全力でトライ～」 

 

・誰もが自由に行き来できる園舎という「大きな家」を軸とし、子ども・職員・保護者・地域社会

がつながり、連携を深めながらインクルーシブ保育を実践していく。 

・子どもたちに必要な遊び、野外体験、100のホンモノの経験を提案・実践しながら、一人ひとり

の〝やりたい〟気持ちを後押ししていく。 

・人権が守られ、安心して生活できるように受容し、欲求に丁寧に応答する保育を進めていく。 

・自己選択すべきこと、大人が背中を見せて一緒に行うことを計画的に環境として用意し、「意欲

をもって働くことができる人格形成」を見据え、日々の日課に取り組んでいく。 

・生き物の世話や畑仕事、収穫物の調理・加工、堆肥作りなど、自らの体験を通して食材や食の循

環、環境への意識を身に付けていく。 

・地域の特性や社会環境を鑑み、子育て支援拠点として子育ての輪の入り口となるような存在を目

指す。 

・ 
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保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい “にんげん力”の礎となる心情・意欲・態度を育てていく 

実践予定内容 子ども自身が自らやってみて体験する中で、物事の判断や周りの状況に 

気づくことができるように援助していく。 

子ども同士が複数で一つの活動に向かっていく中においては、主張や譲歩 

折衷など意見のぶつかり合いを通して関係性を深めながら、共通の目的を 

実現する経験を重ねていく。 

2 計画・ねらい 生活や遊びを通して、自発的・意欲的に関われる環境を作っていく。 

実践予定内容 整理整頓を心掛け、子どもたちに必要なものは何か、必要なことは何かを 

見極めていく。 

3 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画の立案を行っていく。 

実践予定内容 発達状態を理解し、0歳児から就学までに必要な経験・環境の充実を図っ

ていく。常に進化させながら、より良い経験・環境の場を提供していく。 

 

 

保育所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者の視点に立ち、保育園として保護者に寄り添った細やかな支援を行

う。 

実践予定内容 保護者・来訪者への丁寧な対応（接遇）  

保護者会・個別面談等 

2 計画・ねらい 子どもの成長を丁寧に伝え、育ちを共に喜び協力し合っていく。 

実践予定内容 3分間対応を通してのコミュニケーション、タイムライン、連絡帳等での

日々の細やかな情報共有及びポートフォリオ等子どもの姿の記録と共有。 

3 計画・ねらい いつ来ても、どこを見ても気持ちの良い施設を作る。 

 実践予定内容 整理整頓の徹底。美観を保つシステムの構築。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子育て家庭にとっての輪の入り口となる。 

実践予定内容 青空保育、自然食堂、寺親屋、芸術学校などを通して、地域の子どもたち

同士・子育て家庭同士が繋がる機会を提供する。 

2 計画・ねらい 園と家庭、地域とがつながりを深め、子育て支援拠点としての役割を担

う。 

実践予定内容 子育て等に関する相談や援助。 

地域集会所、店舗などへのアナウンス、商店街ツアー、職場体験や実習生

の受け入れを通しての交流の様子、スキル講座の内容など活動の発信を継

続的に行っていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 子どもたちに関わる全てのスタッフが、互いを知り同僚性を育んでいく。 

実践予定内容 個々のスキルを含め、好きなこと・得意なこと・見習いたいことを先輩や

同僚から吸収し、互いに『気づき』合う、『育ち』合う集団として成長し

ていく。 
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2 計画・ねらい 個々のスキルを磨き、保育の中で活かしていく。 

実践予定内容 職員一人一人が自分の強み、得意な分野を認識する。 

日々の保育の中でそれを活かしていけるよう、スキルアップしていく。 

3 計画・ねらい 大人のにんげん力UP 

実践予定内容 学び続ける文化の醸成 

学んだことを施設内・課内・部内・法人内で研修企画をし、アウトプット

し自己変革につなぐ。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食の循環、環境への意識を育む環境保育の実践 

実践予定内容 糞・ゴミの堆肥化、日課としての田・畑仕事、食材の加工、命をいただく

（捌く・解体する）等の体験を通して食の循環・環境への意識を身に付け

る。 

2 計画・ねらい 研究学園都市「つくば」の様々な地域環境を活用し、あそびや体験に繋げ

ていく。 

実践予定内容 自然から科学まで、あらゆる分野での機関が集中する「つくば」ならでは

の環境を活かし、子どもたちの興味とやってみようとする気持ちの後押し

をしていく。 

3 計画・ねらい 3大食育方針を推進し、その記録を社外に広報する。 

実践予定内容 子どもが自分でできることを自分でするなど、子どもの意欲を育てる食事

環境を設定する。 

ブログ・インスタグラムで活動の様子を伝え、地域に伝えていく。 

 

 

インクルーシブ保育の実践 

1 計画・ねらい チームとして、園全体の協力の輪を繋げていく。 

実践予定内容 自ら進んで取り組む姿勢を持つ。風通しの良い人間関係作りを心掛け、全

体の中での自身の動きを見据えつつ、「自分で考え、行動する」「自分で

できることは自分でする」を大人も実践していく。 

2 計画・ねらい 職員同士互いを認め合い、大人もインクルーシブの意識を持つ。 

実践予定内容 それぞれのタレントを活かし、大人もインクルーシブの意識の中で育ちあ

っていく。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 15人 15人 18人 18人 18人 90人 
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開所時間 

     

７時００分～２０時００分   

 

 

スタッフ構成 (3月1日時点) 

常勤 

スタッフ 
保育士 ●人 看護師 ●人 栄養士 ●人 調理員等 ●人 

再雇用スタ

ッフ 
●人 言語聴覚士 ●人 臨床心理士 ●人 

※適宜追

加･削除 
●人 

パート 

スタッフ 
保育士 ●人 補助 ●人 調理 ●人 事務 ●人 

用務 ●人 
再雇用スタ

ッフ  
●人 嘱託職員  ●人 嘱託医  ●人 

言語聴覚士 ●人 臨床心理士 ●人 
※適宜追

加･削除 
●人 

※適宜追

加･削除 
●人 

 

 

 

 運営方針 
 

 施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 
月1回120分 園内研修、コンピテンシーによる自己評価、研修報告、共

有事項、活動の振り返り 

給食運営会議 
月1回 給食内容の検討、マニュアル確認、各クラスの状況共有、

アレルギーへの対応、食育 

事故防止委員会 
月1回 事故記録・インシデント・ヒヤリハットの分析、検証、再

発防止策 

ケース会議 月1回 特別配慮を要する子どもについて情報共有、指導計画 

リーダー会議 適宜 活動の具体的計画、全体での共有事項 

クラス会議 
週1回 翌週の活動計画、より良い保育をするための子どもへの関

わり、配慮 
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法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 業務報告、共有事項 

施設長勉強会 月1回 
園運営における質向上のための講義、ディスカッション 

保育の質、主任・ミドル会議と連動してのテーマ 

食育会議 年4回 
園の取り組み報告、マニュアルの見直し、食育に関する課

題・目標の共有 

保健会議 年4回 衛生管理の統一、感染症等各ガイダンスの共有 

主任会議 年1回 園運営、マネジメントにおけるスキルアップ研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質向上に向けたスキルアップ研修 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 衛生的改善と疾病の予防、衛生全般の管理、心身の健康状態の管理等 

安全対策係 
職員の安全に対する意識を高め、施設内において様々な安全点検・対策

に取り組む 

防火管理者 
防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務（防火管理業

務）を計画的に行う 

食品衛生責任者 食品管理に関する業務、食育会議の計画や実践 

畑係 畑の環境整備、植物の病気の予防 

生き物係 飼育動物の健康管理、環境改善 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者の主体性を尊重しながら準備・活動を共に進める 

子育て支援・相談係 子育てに関する相談業務、子育て支援「ちきんえっぐ」開催 
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 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・人格形成の基礎となる重要な時期に、十分に養護の行き届いた環境

のもと、一人一人と愛着関係を築き、ゆとりのある保育を心がける 

・一人一人の子どもの自主的な気持ちや意欲を尊重し、子どもの健や

かな育ちを保障する 

・受容的・応答的な関わりのもとで、身近な人と親しみ、関りを深

め、人と関わる力の基盤を培う 

・様々な体験を通して、豊かな感性や創造性の芽生えを育てる 

・生活に必要な言葉が分かり、身の回りのことを自分でしようとする 

・簡単な言葉で自分の気持ちを表し、友達や保育者と関わる 

・生活に必要な習慣や態度を養い、心身の健康の基盤を培う 

・いろいろな運動遊びを通して、生活に必要な動きを身につける 

下半期 

0～1歳児 

・人格形成の基礎となる重要な時期に、十分に養護の行き届いた環境

のもと、一人一人と愛着関係を築き、ゆとりのある保育を心がける 

・受容的・応答的な関わりのもとで、身近な人と親しみ、関りを深

め、人と関わる力の基盤を培う 

・一人一人の子どもの自主的な気持ちや意欲を尊重し、子どもの健や

かな育ちを保障する 

・生活に必要な言葉が分かり、身の回りのことを自分でしようとする 

・簡単な言葉で自分の気持ちを表し、友達や保育者と関わる 

・いろいろな運動遊びを通して、生活に必要な動きを身につける 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・保育者の見守りのもと、子どもの本来の姿である遊びが十分にでき

る環境の中で、一人一人が遊びきった満足感・仲間意識や集団活動

の楽しさを感じ、充実感を得られる保育を行う 

・リズム体操、表現遊び、歌遊びなどで自分を発揮し、表現する意欲

や協調性・社会性を育てる 

・素話や絵本・紙芝居等の読み聞かせを通して、聞く力や想像力を伸

ばす 

・動植物を飼育栽培し、体験を通じて自然物や動物の命の大切さ、食

の循環に気づく気持ちを養う 

下半期 

2～5歳児 

・自分たちで考えた遊びに意欲的に取り組む 

・目的を持ち持続性のある遊びを楽しむ 

・自分のイメージしたものを様々な方法で表現する 

・自然界の中での発見や不思議さを体験し、豊かな感性を育てる 

・自信をもって自己表現する 

・異年齢で触れ合う中で、互いに刺激を受けあいながら自分たちで問

題を解決し、相手の思いに気づくことができるようになる 

保育参加 4～3月 希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 
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保護者面談 

発達相談 
随時 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

意見・要望へ

の対応 
随時 

・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い「ご

意見ご提案シート」を活用 

運営委員会 年2回 ・該当なし 

 

 

年間行事計画 

 

・２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、別紙「２０２

３年度年間スケジュール」に掲載 

・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 意欲的に食べられる子どもとなる 

実践予定内容 「お腹がすくまで遊ぶ」「美味しく楽しく食事をとる」「旬を味わう」

「国内産・高品質の食材」「日本食・伝統食」を大切に考え、昼食・おや

つ・夕食も全て手作りのものを提供する 

2 計画・ねらい 食への関心を広げる 

食の循環を知る 

実践予定内容 子どもたちが自分たちで盛り付け、配膳して食べる 

素材の味を味わえる状態で提供する 

自ら育てた作物を食する、命をいただく（捌く、解体する）体験を通して

自然の恵み・命の大切さに気付く 

フン・ゴミの堆肥化から、そのサイクルを知る 

行事食・郷土食などと触れ合い、伝統文化を知る 

 

 

保健計画 

園児健康診断 年2回（6月・11月） 

歯科検診 年2回（6月・11月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
うがい・手洗いの励行 歯磨き指導 温湿度管理 SIDS予防チェック 

命の大切さ（5歳児） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 
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感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11月頃～･･･インフルエンザ、胃腸炎等 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･●名より預かり済み／●●●にて保管 

●●●●●●･･･●名より預かり済み／●●●にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

本日現在●名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員●名については●月●日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在●名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員●名については●月●日までに受講予定 

その他保健に関する取組 

5歳児対象に性教育指導 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 

 

内科健診 年2回／6･11月 

歯科健診 年2回／6・11月 
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運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが安心できる環境を作る 

実践予定内容 安全を基本に、物的環境・社会環境・人的環境を整えていく。子どもた

ちが必要とする環境（例えば思い切り身体を動かせる広さ、教材や素材

のストック、自然との触れ合い、子どもにとっての安心基地がある、安

心基地となる等）を職員間でしっかりディスカッションし、深め、共通

認識を持つ。 

2 計画・ねらい 創造的で自由に発展させられる環境を作る 

実践予定内容 一つの事象に対し、それがどう発展させられるか保育者自身が想像し、

あらゆる角度から準備を進めていく。子どもたちと一緒に楽しみつつ、

子どもたちの目線に立ちながら環境をアップデートしていく。また、そ

の角度を広げるための研修等にも積極的に参加し、スキルアップを図

る。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 〈ケガ事故防止〉 

危機管理マニュアルに則り、事故防止チェック及び設備点検チェックの実

施、安全教育、SIDS防止策を行い、ケガ発生時には対応フローチャートに

従う。 

2 実践予定内容 〈防災〉 
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危機管理マニュアルに則り、消防訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自

衛消防訓練通知・救命救急資格取得（継続）手続き・防災自主点検・危機

管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策係の設置・緊急地震速報

運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従う。 

3 実践予定内容 〈防犯〉 

危機管理マニュアルに則り、不審者侵入訓練の実施・笛の携帯・代理送迎

者の把握・不審者情報の収集と共有を行い、不審者侵入時にはフローチャ

ートに従う。 

4 実践予定内容 〈光化学スモッグ〉 

危機管理マニュアルに則り、光化学スモッグの知識を身に付け、注意報発

令の把握を行いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対応および行政

連絡に従って対応する。 

つくば市においては、「光化学スモッグ注意報」が発令された場合には市

役所から保育園・幼稚園・義務教育学校・公共施設・駅・郵便局等に情報

を流し、運動の自粛や看板の設置などの対策をとっている。人体への影響

が心配される場合、光化学スモッグ警報が発令される。「光化学スモッグ

注意報」連絡体制に伴い、香取台どろんこ保育園でもそれに従い、発令中

の間の外出を自粛する。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

今年度方針・テーマ 

次世代育成の観点から、積極的に受け入れを行い、実習生や生徒一人一人の様子に合わせて具体的

かつ家庭的に援助・指導を行う。 

1 実践予定内容 小中学生の体験学習の受け入れ 

2 実践予定内容 養成校の実習受け入れ 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 
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２０２３年度 園内研修計画 

（毎月開催の園会議の時間内を使用して自園にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

➁人権チェック・子どもの人権 

 人権について考え、問題点の改善を

はかる 

子どもに対する見方、捉え方を学ぶ 

5月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

➁さくらさくらんぼリズム 

 実技の確認とともに、指導法のヒン

トを探る 

6月 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  夏の感染症予防 

 感染症について学び、対策・防止策

を考える 

7月 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  危険植物・生物 

生活の中で遭遇する危険生物や植物

の知識を共有し、事故防止に繋げる 

8月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②100のホンモノの体験 
火・土・水と関わる保育の提案  

9月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②エピソード研修 

③アプローチカリキュラム 

 丁寧な保育、一人一人への理解を深

める 

小学校接続アプローチカリキュラム

の理解を深める 

10月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②環境について 

 整理整頓のライン共通理解 

室内環境の見直し 

11月 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②冬の感染症 

③プロポーザルに向けて 

 冬の感染症について学び、対策・防

止策を考える 

法人理念、保育所保育指針、策定会

議の意義の理解 

12月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議に向けて 
 策定前の振り返り 

1月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

② 策定会議に向けて2 
 策定前の振り返り（全体） 

2月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②年度振り返り 

 一年を振り返り、それぞれの課題・

園の課題を考える 

3月 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②次年度に向けて 

 課題への共通理解や協同性を高め、

目標を設定し計画を立てる 

 

エリア研修予算内訳（合同開催） 

開催日 開催時刻 名称・予算 会場 
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6月17日 9:00~12:00 救命救急講習 0円 つくばどろんこ保育園 

6月24日 9:00~12:00 救命救急講習 0円 つくばどろんこ保育園 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

今年度方針・テーマ 

多様化する保育ニーズにより、地域に開かれた社会資源として、専門的機能を地域のために活用す

る。小学校訪問、地域の商店街や官公庁との繋がりをひろげ、地域に根差した保育園になるように密

接に連携していく。 
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具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：諏訪公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事参加 

異年齢交流 小学校訪問 他園との交流 

中学生の体験活動やボランティアの受け入れ 

日々の生活の中で、クラスで分けることなく異年齢で共に過ごす 

地域拠点活動 ちきんえっぐ 青空保育  

園庭開放利用者には積極的に誘い掛け、行事参加やちきんえっぐの

広報に努める 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

幼保小連携での関係性を深め、なめらかな接続を目指す。相手を理解し、相手から学ぶという姿勢

を大事にしながら、子どもたちの育つ力・学びの連続性を共通の相互理解目標としていく。 

 

 

具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 
高山学園島名小学校  

香取台小学校 
7名予定 組織づくり 職員間交流 

5月頃 
高山学園島名小学校  

香取台小学校 
10名予定 運動会見学 子ども間交流 

2月頃 
高山学園島名小学校  

香取台小学校 
10名予定 一日学校体験 子ども間交流 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

個別の保育計画を立案し、全職員で具体的な対応を共有しながら園全体で取り組む。保護者との面

談を重視し、子どもの成長発達を同じ視点で見られるようにする。また、関係機関と連絡を取り、で

きるだけ幅広い情報を収集して対応を考えていく。 
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他児との育ちあいの視点で考え、社会の中で生きていくための手立てを援助する。その子の発達の

偏りを理解し、伸びる部分をより伸ばすことでほかの力も育つよう援助を行う。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：園会議出席者） 

担当・保護者等、特に配慮の必要な事例や気になることを職員間で共通理解を図り、支援してい

く。発達支援センター「つむぎ」との連携も視野に入れていく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

看護師や担当保育者へ丁寧な引継ぎを行う。小学校へは必要な場合保護者の同意を得て、教育委員

会への相談を行い、安心して通える状況を構築する。 

 

 

 

 子育て支援事業 
 

園に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（●）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（●）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：諏訪公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年12月28日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：13時30分 

自己評価終了予定時刻：14時30分 
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自己評価実施予定者：施設長及び当日出勤の全職員 

 

 

利用者アンケートの実施 

施設利用保護者に対してアンケートを実施し、評価結果を開示する。 

アンケート配布予定日：８月２５日 

 

 3カ年計画の具体化 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 「みんなの香取台」としての位置づけを明確にする。 

重点施策 子ども、スタッフ、保護者、地域の方々、皆が安心できる拠り所を目指

す。 

2024年度 目指す姿 育ちあえる場としての心理的・環境的支援の提供の充実を図る。 

重点施策 子どもの成長を支える保育と支援。 

各自の強みを活かし、互いに認め合える存在となる。 

2025年度 目指す姿 地域に貢献できる施設となる。 

重点施策 質の高い保育と支援。 

園や地域、様々なコミュニティ、多様な人々の中で、自分がやりたいこ

と・できることを見つけ出していく。 

 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：香取台どろんこ保育園 施設長 篠﨑 理恵 
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２０２３年度 発達支援つむぎ荻窪ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針  
「にんげん力。育てます」の理念に基づき、子どもが主体的に活動を選択し、思考すること、体験

すること、表現することを引き出す支援を基本方針とする。また、乳幼児期から就学後の姿を連続し

たものとして捉え、小学校の現状を知り、逆算した支援(アプローチカリキュラム)に力を入れていく。 

支援内容は、これまで大切にしてきた座禅、異年齢保育、雑巾がけ、裸足保育、畑仕事、生き物と

の関わりについて更に深めていく。特に畑仕事に関しては、畑仕事と動作分析、畑仕事を活用した覚

醒と睡眠の質の研究などに力を入れてきたため、子どもが食べ物を育てる環境に興味関心や意識を向

けられるよう、畑仕事から環境教育へつなげていく。 

開園10年目にあたり、園内の設備や備品等をいま一度見直し、本当に必要な物を厳選しながら整理

整頓を心掛ける。また、スタッフはにんげん力の向上に努め、子ども、保護者、地域の方、自治体の

方など全ての方、発達支援業界にとって役立つことを学び、利用者家族や社会に必要とされる事業所

を目指していく。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 
 

1 計画・ねらい 年間を通じた畑仕事から、実体験の中から様々な感触、運動を経験する

（健康な心と体、思考力、数量や図形などへの関心）                                                            

実践予定内容 畑仕事では、土づくりから子どもたちと一緒に取り組んでいく。土壌作

りを科学的な視点から考え、試験紙を用いてアルカリ性や酸性を子どもが

実際に確認し、野菜に適した土づくりを行っていく。土の手入れ、種ま

き、草取り、収穫、調理、肥料づくりなど、野菜を単に収穫するだけでな

く、畑仕事に必要なサイクルを一貫して体験する。戸外で季節を感じなが

ら、子ども自身が主体的に作物の成長に関わり、ときには他者と協力しな

がら、思考し行動する経験を提供する。 

畑では種を撒くことや作物を間引く際、収穫をする際に数や量の概念を

自然に体感することができる。また、思うように育たなかったり、歪な形

になったりと困難な場面で、どうすれば上手くいくのか、トライアルアン

ドエラーを経験する機会を提供していく 

野菜以外にも育てたいものを子どもたちと相談し、花や綿などの植物も

育てていく。                             

2 計画・ねらい 生き物の飼育を通して生死を知る。命への理解、大切さや重みについて知

り、思いやりの心を育てる（道徳性、共感性、責任感）                                                      

実践予定内容 小さな生き物の観察や世話をすることは、子どもの豊かな心の成長を促

すことができる。カブトムシの土交換、メダカの餌あげ、飼育環境の掃除

など、支援の中で実際に友達と協力しながら行うことで、責任感が育ま

れ、仲間意識が芽生えるように支援をしていく。 

生き物が卵から幼虫へ、幼虫から成虫へと変化する過程を見届け、とき

には死に立ち会う経験から、命の尊さや大切さについて学ぶ機会を提供す
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る。                                                          

3 計画・ねらい 協働でひとつの物を創り上げる経験（協同性、達成感、豊かな感性と表

現）                                                          

実践予定内容 支援中はスタッフが必要以上に介助したり、完成させることを目的にし

たりせず、その過程で子どもがどのように考えたか、子どもが表現しよう

としているものは何かを見極めるよう支援し、一人ひとりの表現を大切に

していく 

園入口やカフェの壁面の装飾、生き物の展示スペースを子どもたちの製

作物で飾り付けられるようにする。製作物を展示することで、共通の目的

の実現に向けて考えたり、工夫したり、協力したり、諦めずにやり遂げた

達成感や充実感を得られるよう支援する                           

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 事業所内相談支援を活用し、子育てに関する相談や助言、支援方法につい

てアドバイスを随時行う                                                            

実践予定内容 事業所内相談支援（個別、集団 各1回／月）の制度を保護者へ周知す

る。「就学について」「子どもの発達について」などテーマを変え、有益

な情報発信を行っていく。また、必要だと思われる保護者には随時スタッ

フからも案内し、参加を促していく                                                            

2 計画・ねらい スタッフが定期的に小学校に訪問をして現状を知り、保護者へ小学校の説

明を卒園児の保護者を招いた座談会を開催し、情報交換の場を提供する  

実践予定内容 年長児の保護者は就学に向けての情報を必要としているため、つむぎを

卒園した保護者にご協力頂き、情報交換の場を提供する。就学にあたり準

備しておいた方が良いこと、困難だったこと、実際に就学した子を持つ保

護者の体験談を話してもらい、保護者同士の連携や交流の機会を提供す

る。                                                       

3 計画・ねらい 当法人で行われている園長大学Ⓡ保育士大学の動画にて、一般向けに配信

されるものの情報発信をしていく                                                       

実践予定内容 性教育の一般向けの講座のように、一般向けの講座があった場合保護者

に周知していく。 

保護者向けの講座の提案を積極的に行っていく。                                                            

 
 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園との連携を強化する。保護者と相談しながら園訪問の時期を検討し、支

援に活用していく                                                            

実践予定内容 つむぎでの様子だけでなく、実際に子どもの所属園に訪問し、生活の場

面で子どもの姿を確認する。その結果から必要に応じて個別支援計画を更

新し、支援の質を高めていく。訪問時には、園の先生と具体的な支援の手

立てについて共有するだけでなく、園の雰囲気や大切にしていることもな

ど特徴も把握する。                                                            
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2 計画・ねらい 日帰りショートステイ事業を活用し、子どもや保護者にとってつむぎが安

心できる場所になる                                                        

実践予定内容 杉並区の児童通所受給者証を取得した子どもを対象に、日帰りショート

ステイ事業のサービス提供を行う。杉並区内の子どもが対象なため、地域

の方に広く活用してもらえるよう周知する。児童発達支援事業だけなく、

保護者のレスパイトやきょうだい児の病院受診等、支援以外の部分でも保

護者の要望に応えられるようにし、子どもにとってもつむぎが楽しい場

所、また行きたいと思えるような安心する場所になることを目指す                    

3 計画・ねらい 自治体が開催する情報交換会・実務者協議会などへの参加、所属園への園

訪問、他事業所等との事例検討会への参加や情報共有、関係機関との連携

を強化する                                                            

実践予定内容 感染症予防等、安全に配慮しながら継続的に交流できるよう検討してい

く。実際に人の往来ができない期間は、オンラインや電話での聞き取り等

を活用した連携を行う。積極的に交流できる時期が来た際に、これまで通

り連携できるよう関係性を継続し続けることや、新たな関係機関との連携

も積極的に行っていく                                                            

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 社内社外問わず、参加したい研修には積極的に参加を促す 

園長大学Ⓡ保育士大学の動画を個人だけでなく、ルーム内研修にもとりい

れ、スタッフのコミュニケーション能力や支援の質の向上を目指す                                                           

実践予定内容 ルーム内研修において、園長大学Ⓡ保育士大学の講座を利用した研修を

行っていく。また、スタッフが講座から学んだ知識や、個人の人生経験か

ら得た知識等を園会議で共有したり、近隣園と連携して事例検討の機会を

設けたりすることで、スタッフの知識・説得力・表現力も養うことで園全

体の質を高めていく                                                

2 計画・ねらい 戸外活動でのスタッフの関わり方について、子どもの最善の利益を考慮

し、スタッフ同士共通見解を持ちながら支援の質を高めていく                                                            

実践予定内容 戸外活動（畑仕事、公園遊び等）において、関わり方、見守り方につい

てスタッフによって差が見受けられる。動作分析におけるデータの蓄積に

より環境設定は整ってきているため、スタッフ全員で子どもの最善の利益

を考慮し、共通見解を持ちながら支援の質を高めていく。写真や動画を用

いた症例検討を定期的に行い、スタッフ間で意見交換を行う機会を増やし

ていく                                                            

 
 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 虫を飼育することで、「命への理解や思い」「思いやり」を育む。また、

飼育を通して他児と関わることで、「仲間関係」も育んでいく(生命尊重、

協同性、言葉による伝え合い)。                             

実践予定内容 飼育する生き物の種類を増やす（畑や公園にいる虫や水辺の生き物等

を）。これまで以上に様々な生き物との触れ合いにより、興味関心を引き

出しながら、生と死について考える機会を提供する。生き物に触れること
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で「命への理解や思い」を促していく 

グループ支援の中で実際に生き物に触れ、世話をしながら、変化を他児

と共有し、土交換や餌あげなど定期的に作業できる環境を用意する                                      

2 計画・ねらい 生き物に触れる力をコントロールすることで、自分の身体の使い方を知る 

実践予定内容 小さな命を扱う上で「そっと」「優しく」「ゆっくり」など、子どもが

自身の行動と合わせて考えざるを得ない状況を飼育下で作り出し、力をコ

ントロールする経験を学んでいく 

時には強く握ったり乱暴に触ったりしてしまうことで弱らせてしまうこ

とも想定されるが、子どもが様々な経験をし、感じ、考え、主体的に行動

することを大切にしていく                      

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 
   

９時３０分～１８時００分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （2月1日時点） 
 

施設長兼機能訓練士1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士2名 

機能訓練担当スタッフ4名（言語聴覚士1名、作業療法士1名、理学療法士1名、公認心理師1名） 

 

 

 

3. 運営方針 
〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回90分 ・法人内の情報共有 

・児童発達支援管理責任者、各専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食など）を設け、資料を

使った研修を実施 

・つむぎ内外から講師を招いた研修の実施 
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事故防止委員会 

(施設内会議にて実

施) 

月1回 ・施設内で発生したヒヤリハット、インシデント、事故の分

析と再発防止について共有 

・他園で発生した事故について共有 

・全国で発生した事故について事例検討  

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整 

・個別支援／グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加し実施 

虐待防止委員会 

(施設内会議にて実

施) 

9月、2月 ・虐待の定義の確認、虐待防止マニュアルを全員で確認する 

 

ケース会議 適時   ・個別／グループ支援での課題の抽出、スタッフの認識のす

り合わせ、適切な支援内容の検討  

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 
発達に合わせた食形態、食らう力を育てる関わり、アレルギ

ー管理            

保健会議 年4回 戸外活動におけるリスク管理            

子育ての質を上げる

会議 
月1回 サービスの質の向上、業務の効率化、事業所間の情報共有           

杉並区情報交換会 年2回 区からの連絡事項伝達、事業所間の交流 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 
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防火管理者  防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  計画的な畑仕事の立案、畑の管理 

生き物係 めだかやカブトムシ等生き物の飼育管理、動物や植物に触れる機会

の検討立案 

体験学習係  活動の立案、計画書／報告書の作成、必要備品の準備、当日の運

営、（ハザードマップ外の場合）園外保育計画書の作成 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

体験学習係 活動の立案、計画書／報告書の作成、必要備品の準備、当日の運

営、（ハザードマップ外の場合）園外保育計画書の作成           

地域連絡会係 近隣の他事業所との情報交換会への参加、商店や公共施設との関係

づくり           

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

グループ支援 上半期 

3～5歳児 

・畑仕事や公園活動で、直接土づくりや水遊びをするなど、自然

の中で遊ぶことを体験する。畑仕事を通して食への関心を高める 

・近隣の公園から徐々に歩ける距離を伸ばしていく 

・戸外活動を通して基礎体力づくりを行う 

・友達と一緒に活動に参加する経験から、協働する楽しみを知る 

・座禅、雑巾がけ、リズム運動などの日課活動に取り組む                                               

下半期 

3～5歳児 

・畑仕事で農具の操作を通して、力加減や身体の動かし方を知る 

・水や土、温かい、冷たいなど様々な感覚に触れる 

・野菜を育てる過程で優しく触れたり、並べて植えたり、水を全

体に撒いたりと、力や身体をコントロールする経験を積み、左右

の手、上下肢、目と手など協調運動の力を養う 

・収穫した野菜の調理や加工を通して食への関心を高める 

・子どもたち自らが計画を立て、手段を選び、協働で完成させる

体験をする 
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・散歩の距離を徐々に伸ばしていく                        

親子グループ支援 上半期 

0～2歳児 

・つむぎに来ることに慣れ、安心した環境で友達と一緒に活動を

楽しむ 

・様々な感触に触れる 

・安心した場所で主体的に遊ぶ 

・保護者以外の大人との関わりを知る 

・保護者の子育ての悩みや不安を受容しながら、子どもの成長を

感じられるよう、保護者支援を行う                        

下半期 

0～2歳児 

・友達とのやり取りを楽しむ 

・視覚や触覚など五感で体験する 

・表現する楽しさを知る 

・見守りを中心とした干渉しすぎない支援を心掛ける 

・保護者同士の関わりを持てる場所になる 

個別支援  ・個別支援計画に基づき、子どもに合わせた支援を実施する 

・活動は原則戸外で実施するが、子どもの希望によって臨機応変

に室内活動も実施できる環境を用意する 

・活動内容は子どもが主体的に選択し、スタッフはその手助けを

行う関わりを心掛ける 

・子どもの意欲を高める活動を提供し、「できた」という達成感

を感じられる支援を目指す                         

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・こども園・幼稚園との連携し、自施設に

おける支援内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 
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1 計画・ねらい 子どもに合わせた食事形態、食具（手づかみ食べ）について、定期的に支

援を行う                                   

実践予定内容 子どもに適した食事形態や食具の支援を行っていく。特に課題のある子

どもについては、動画や写真を使って勉強会を実施し、児発管や言語聴覚

士の意見をもとに今後の支援方法について検討していく。自ルームだけで

なく、他ルームとのケース検討も行う中で、様々なケースについて理解を

深めて行く                                                            

2 計画・ねらい 子どもたちが育てた野菜を収穫しその場で食べたり、加工・調理を行い提

供したりすることで、食への興味関心を育んでいく                                                            

実践予定内容 子どもの「食」の興味関心を拡げる関わりを心掛ける。実際に育てた野

菜を食べるだけでなく、自分が育てた野菜をソースに加工して食べたり、

保護者に食べてもらったりといった直接体験重ねていく。食物を育てて食

べる、食べてもらうことで、喜びを感じたり自信を持ったりし食への興味

関心を育んでいく                                                            

 
 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日締切） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～9月頃･･･手足口病・咽頭結膜熱・ヘルパンギーナ・とびひ 

11月～3月頃･･･インフルエンザ・ウイルス性胃腸炎・ＲＳウイルス

感染症                  

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 

ダイアップ･･･ショートステイ2名より都度預かる／冷蔵庫にて保管 

エピペン･･･ショートステイ2名より都度預かる／事務所にて保管 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在9名が、研修受講し、修得済み 

 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在9名が、研修受講し、修得済み 

 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する                        
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〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生点検チェックリスト 食育活動開始前：【食育活動】活動別チェックリスト 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

施設内虐待防止委員会 年2回／９･２月 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが主体的に活動を選択する                                                            

実践予定内容 全ての支援は子ども自身が選択できるよう、常に準備をしておく。戸外

では畑仕事か公園かなど、その時に子どもが今やりたいことを実現し、そ

の中で子どもの成長を促せる関わりを基本とする                                                            

2 計画・ねらい 年間を通して畑仕事の実施                                                            

実践予定内容 いつ行っても畑仕事を行えるよう、計画的に作物の育成を行う。収穫だ

けでなく、土づくり、種まき、堆肥づくり、間引きなど、畑が現在どのよ

うな状況で、どんな作業が残っているかをスタッフ全員で把握しながら管

理していく 

                                                            

3 計画・ねらい 園の整理整頓                                                            

実践予定内容 園内には様々な備品があるが、その備品を今一度見直し、必要なものし

か置かない備品管理を徹底していく。一方で必要な物はしっかりと揃え、

日々のメンテナンスを徹底する 
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〈７〉手作り遊具安全点検計画 
手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 スクーターボード グループルーム 使用前後 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 危機管理マニュアルＮｏ．3の災害対策（P6～）に則り、消防訓練・避難

訓練再開通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手引

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策

係の設置・緊急地震速報運用を行い・災害発生時には対応フローチャート

に従う                                                            

2 ケガ事故防止 危機管理マニュアルＮｏ．3（P8～）のケガ事故防止策・安全点検と保全

事故防止チェック及び設備点検チェックの実施、安全教育を行い、ケガ発

生時には対応フローチャートに従う 

3 不審者対策 危機管理マニュアルＮｏ．3の不審者対策（P14）に則り、不審者侵入訓

練・笛の携帯・代理の送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を行いなが

ら、不審者侵入時には対応フローチャートに従う                                                            

4 光化学スモッグ 危機管理マニュアルＮｏ．3の光化学スモッグ対策（Ｐ15～）に則り、光

化学スモッグの知識を身に着け、注意報発令の把握を行いながら、発生時

には光化学スモッグ発生時の対応及び行政連絡に従って対応する                                      

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり、地域研修の場でもあるため、実習生・研

修生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の

現場で活躍する人材を育成する。 

 

〈１〉今年度の方針・テーマ 
実習生・中高生に限らず、見学や面接で来所された場合には、つむぎでの取り組みや大切にしてい

ることを説明し、つむぎのファンになってもらえるようにする。また、オンラインでの見学にも対応

できるよう園の中は常に整理整頓を心掛ける。 
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7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法や

教材教具の活用、一人ひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有する。 

① 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

② ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回とし、ケース提案者

は全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するスタッフがいれば回数を増やし随時開催す

る。 

③ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

④ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑤ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑥ 「園長大学Ⓡ保育士大学」への参加：社内で企画される園長大学Ⓡ保育士大学の講座に積極的に参

加する。また、つむぎ間での連携で講座の企画に関わる機会を持ち、情報発信していく。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 
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〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月20日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②人権チェック・虐待防止研

修 

③怪我、ケーススタディ 

④ASD、ADHDの特性理解と

その対応 

⑤個別支援計画を作成するに

あたって 

・人権と虐待防止について研修 

・怪我、ケーススタディについての

学び 

・専門性をもち、誤った対応をしないよ

うにする 

・モニタリング、策定会議を円滑に進

める 

5月18日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  畑について 

③「記録から立証へ」文献を

各自発表(第1回) 

④園長大学Ⓡ保育士大学動画

研修 

・畑についての計画を話し合う 

・文献で調べ、「記録から立証へ」を

深めていく 

・性教育について学ぶ 

6月15日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 「記録から立証へ」文献

を各自発表(第2回) 

③アプローチカリキュラムに

ついて 

 

・文献で調べ、「記録から立証へ」

を深めていく 

・アプローチカリキュラム、小学校との

連携について学ぶ 

 

7月20日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「記録から立証へ」まと

め 

④園長大学Ⓡ保育士大学動画

研修 

・文献と記録から、必要なことをま

とめていく 

・他ルームの取り組みの共有 

・どろんこ会の保育について、動画

を見て学ぶ 

8月17日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「記録から立証へ」考察 

③園長大学Ⓡ保育士大学動画

研修 

・7月にまとめたものを考察してい

く 

・小学校関連の動画を見て学ぶ 

9月21日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「記録から立証へ」前期

発表に向けて 

③アプローチカリキュラムに

ついて 

・スタッフがアウトプットの経験を

積む。 

・自主的に学んだことを他のスタッ

フへ共有する 

アプローチカリキュラムの前期振り

返りと後期の展開を話す 

10月19日 13:00～15:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック、虐待防止

・人権と虐待についての研修 

・制度についての知識を深める 
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研修 

③サービス等利用計画につい

て 

④衛生研修 

・嘔吐処理、感染症対策について 

 

11月16日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  就学支援シートについて 

③「記録から立証」まとめ 

④園長大学Ⓡ保育士大学動画

研修 

・就学支援シートの書き方等につい

て 

・まとめの書き方を考え、話し合い

をしながら計画的にまとめていく 

・スタッフが動画を見て学んだこ

と、感じたこと、考えが変わったこ

となどを共有し合う 

12月21日 13:00～15:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  「記録から立証」考察 

・ロジカルな思考をもち、考察につ

いての書き方や発表方法を考える。 

1月18日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  「記録から立証へ」の後

期発表に向けて 

・スタッフがアウトプットの経験を

積む。自主的に学んだことを他のス

タッフへ共有する。 

2月15日 13:00～15:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  アプローチカリキュラム

の振り返りと次年度の課題等

の抽出 

 

・アプローチカリキュラムの取り組

み、小学校との連携状況の確認、次

年度の課題等を見出す 

・今年度の支援内容やルーム運営の

振り返り、次年度の支援内容とルー

ムの取り組みの話し合い 

3月21日 13:00～15:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

各グループのねらいと支援計画の立

案、新規利用児の個別支援計画の作

成と支援内容の立案。 

 

 

〈２〉外部研修への出席 
 

２～３月実施の「外部研修受講アンケート」に基づき、施設長および発達支援事業部が推薦する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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園長大学･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

                                                                                                                             

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ                                                               
区民農園での畑仕事は地域の方と触れ合う貴重な機会であるため、今年度も関わりを強化してい

く。昨年度、好評で合った公共機関とコラボした体験学習や感染症予防の観点から中止にした企画も

改めて内容を見直し実現できるよう努める。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：読書の森公園にて 

商店街ツアー 都度 

感染症予防に注意しながら季節に合わせたイベントを企画する 

園で必要な備品の購入等を実際に行う 

世代間交流 畑仕事を通じて、地域の方との交流を図りコミュニケーションの楽しさ

や、保護者やスタッフ以外の大人とのやり取りを経験する 

異年齢交流 異年齢のグループでは、年下の子を手伝ってあげる経験や、年上に手伝

ってもらう経験を大切にし、干渉し過ぎず見守る支援を心掛ける 

 

 

 



20221215版 

9. 小学校との連携の計画 
 

① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障害の特性、児童発達支援として

行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

〈１〉今年度方針・テーマ                                                                                                                             
自治体で開催されている発達障害児地域支援講座や実践報告会に参加することで関係機関と連携し

た支援体制を構築していく。また、地域単位で包括的な支援ができるよう手立てを提案していく。更

につむぎ卒園後も継続的な支援が受けられるよう、就学支援シートやサポートブックを活用し、文書

にて子どもの情報を小学校と共有する。それだけでなく、定期的にタッフが参加し、学校側につむぎ

の存在を知ってもらい、つむぎでの支援内容を繋げていけるよう信頼関係を構築していく。その他、

就学後の相談先や相談方法について情報収集を行い、勉強会等を通じて保護者に伝えていく事で、卒

園後も継続的な支援が受けられる体制づくりに努める。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を6月5日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

８月頃 桃井第二小学校  3～4名予

定 

・学校見学（桃井第二

小学校） 

スタッフ交流 

登校の見通しを持つ 

小学校の雰囲気を知る 

８月頃 杉並第九小学校 3～4名予

定 

・遊びと憩いの場の活

用（杉並第九小学校） 

子ども間交流 

 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し                                 
子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい



20221215版 

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニー

ズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成する。 

支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

子どもや保護者に対し、児童発達支援のガイドラインに沿って提供すべき支援を鑑み、個別支援計

画を作成し、子どもや保護者に対して、説明、同意を得る。 

支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があった

場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者： 名予定）                                                                    
児発管を中心に１事例を挙げ、支援策について検討する。支援目標や支援方法の再確認を行い、必

要な場合は、個別支援計画の変更も検討する。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継                                                           
「関係機関連携加算Ⅱ」を活用し就学支援シートを提出する。つむぎでの経過や考えられる困難さ

について具体的な支援策を提示する。また、子どもの障害特性について理解を求めると共に、子ども

にとって必要な支援が受けられるよう保護者を介して小学校へ情報共有を行う。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

青空保育 月1回   公園名：読書の森公園にて開催 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
受審予定なし 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
２０２３年度内に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：未定 
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自己評価終了予定時刻：未定 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
〈１〉昨年度の振り返り 
3 月 末 ま

でに目指

した姿 

重点施策 スタッフが子育てに関する知識、障害特性と子どもの発達について理解を深

め、保護者様が安心して通ってもらえること事業所であることを目指した。

また、内部・外部問わず、研修に参加できる体制を整え、得た知識は他のス

タッフと保護者様に情報公開していくことを目標とした 

振り返り スタッフの人数が安定していたため、継続して勉強会を実施することができ

ていた。また、様々な職種が所属している長所を活かし、子どもの困難さに

ついて多角的に意見を出し合うことで、スタッフ全体が学びを深めようとす

る意識を高く持てていたと考える。次年度も同様に持っている知識を他スタ

ッフや保護者様に発信できるよう心掛けていきたい 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 
2 0 2 3 年

度 

目指す姿 子育てのプロとして、障害特性だけでなく、あらゆる保護者様のニーズに応

えられるよう知識や経験を増やしていく 

重点施策 乳幼児期の子どもの発達について施設内会議や内部外部問わず講座へ参加

し、個人の学びを深める機会を作る。また、得た知識はアウトプットする経

験を重ね、知識を確実なものにしていく。その他にも、法人内または子ども

の所属園等に訪れた際には、支援について適切なアドバイスが行えるよう、

人前で話す力を高めていく 

2 0 2 4 年

度 

目指す姿 つむぎで行うすべての支援についてエビデンスを確立する 

重点施策 つむぎで大事にしている「畑仕事」「生き物との関わり」「異年齢保育」な

ど、支援方法について実践と記録を蓄積しエビデンスを確立する。支援の価

値を、保護者様や第三者の方にも説得力を持って発信していく。エビデンス

を確立し、選ばれる施設を追求していく 

2 0 2 5 年

度 

目指す姿 地域に認められ必要とされる施設になる 

重点施策 ブログでの情報発信や地域での行事や会議に参加を継続して行う。荻窪ルー

ムの取り組みが地域に認知され、地域の方が気軽に来所し、くつろいだり育

児の相談等を話したりすることができる施設となる。また、関係機関や小学

校との交流する関係を構築し、子どもに関わる全ての機関からも必要と思わ

れる施設へとなる。 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ荻窪ルーム 施設長 中村 大輔 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
◇「好き」を感じよう・高めよう・学ぼう 

子どもたちとともに活動し支援を行う中で、スタッフは様々な視点から子どもの姿を捉え、関わ

り、見守ることなどから学びと成長を実感する場面がある。その場面をスタッフ間で共有し振り返る

と、根底に子どもそれぞれの「好き」が学びと成長に大きな影響を与えていることを再確認した。つ

むぎ吉祥寺ルームでは、子どもの「生きる力を育む」ために異年齢での子どもたち同士が生活・労

働・遊びを教えあい、頼り合い手を差し伸べ合う環境を整える中でそれぞれが「好き」と感じる経験

や「好き」を高めていける活動を行う。またスタッフや保護者、地域の方々の関わりと見守りから、

「好き」が自分自身の学びと成長につなげ、選ばれる施設を築きあげる。また子どもだけでなく、大

人も「好き」から学び、成長することを共に分かち合うことで「にんげん力」の向上と「背中を見せ

る」大人であり続ける。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「成長を楽しむ」活動と支援の提供 

実践予定内容 ・利用児全員が戸外にて畑仕事や生き物の世話、さくら・さくらんぼリズ

ム、ぞうきんがけ、座禅といった日課に取り組むとともに、現地集合現地

解散や活動と活動の合間など限られた時間を工夫して取り組めるよう環境

を設定する。 

・火・土・水に関わる経験においては、事前に子どもの発達を見極めて活

動内容を検討する。発達の見極めや活動のねらいを記録に残し、火土水と

関わりどのような学びや育ちが見られたかを発信する。 

2 計画・ねらい 人や植物、生き物と命あるものと関わり、生命を尊重する気持ちを育む 

生き物に関する興味、知的好奇心が湧くようなきっかけ作り 

実践予定内容 ・畑仕事において定期的な手入れや収穫等を通じて、作物の育ちや実りの

よろこびを分かち合い、植物や自然とのかかわりの幅をひろげる。 

・吉祥寺ルームで飼育されているエビ、ミスジドロガメの定期的なお世話

や地域の公園等で実際に生き物に触れ合う経験を通じて、興味関心を育む

とともに生命の尊さについて感じる経験を設定する。 

・他者と活動や環境を共にする場から、気持ちの共有や互いの存在を尊重

し大切にする学びの時間を設ける。 

3 計画・ねらい 「好き」から深める活動の実施 

実践予定内容 ・2023年度に「好き」と感じたもの、「好き」を深めたい物事について

利用児それぞれがテーマを定め、ルーム内外に発信する機会を設定する。 

・年度末に「好き」を深めたり関わったりしたことでどのような育ちや学

びがみられたかを社内報やブログ等で発信する。 
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〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 性教育の実施および取り組みの拡充 

実践予定内容 ・利用児全員に性教育の情報提供や講座等の開催情報を伝え、必要な情報

へアクセスしやすい環境の設定を行う。 

・保護者懇談会や月1回行われる「おはなしの会」においても、定期的に

テーマとして掲げ、保護者とともに学びあう場を設定する。 

2 計画・ねらい 就学に向けた保護者の不安を軽減する 

実践予定内容 ・スタッフが学習指導要領およびアプローチカリキュラム、スタートカリ

キュラムの内容について6月までに再読み込みおよび目線合わせを行い、

小1を知る礎をつくる。 

・年3回程度就学に向けた保護者懇談会を実施し、就学における取り組み

の見通しやアクションについて確認できる場を設ける。 

・日々の支援で就学相談の進捗や保護者の取り組みを確認し、適宜園訪問

や就学支援シート等の関係機関との連携を積極的に図る。 

・年3回程度利用児と児童、スタッフと教職員の交流するため、小学校を

訪問する。 

3 計画・ねらい 保護者の気持ちを整理できる場の設定 

実践予定内容 ・支援の方向性や日々の子育てにおける悩み等について、利用児全員が20

23年度前半において事業所内相談支援を1回以上行えるよう設定する。 

・保護者の意向や状況変化に応じて定期的に相談支援の時間を設け、様々

な気持ちの整理の場として活用できるよう利用を促進する。 

4 計画・ねらい 子育てに関する学びの場の提供 

実践予定内容 ・月1回子育てにまつわるお話ができる「おはなしの会」を継続して行

う。 

・2023年度後半にて子育てに関する講座等も開催し、学びの場として居

場所をつくりあげる。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域小学校とのつながりから小1を知る 

実践予定内容 ・スタッフが学習指導要領およびアプローチカリキュラム、スタートカリ

キュラムの内容について6月までに再読み込みおよび目線合わせを行い、

小1を知る礎をつくる。 

・近隣の小学校との連携を図り、小学校や教員との関わりをひろげる 

・小1の授業や様子をスタッフが見に行き、就学準備と逆算した保育・支

援を考える。 

・可能な限り子どもも小学校へ行き、児童との交流の機会を設ける。 

・教職員間交流において意見交換を行い、より良い子どもの支援や接続期

の学びについて共有する。 

2 計画・ねらい 地域につむぎの取り組み・育ちを発信する 

実践予定内容 ・武蔵野中央公園で引き続き「子ども管理人」として公園内の管理を行
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う。 

・吉祥寺駅近辺のお店などと関わりを深め、子どもたちの作品や発信の場

所をひろげる。 

・商店街での関わりや清掃活動等を通じて、日々地域とのかかわりをも

つ。 

3 計画・ねらい 地域での子育て支援の拡充 

実践予定内容 ・引き続き武蔵野中央公園での青空保育を行い、法人や吉祥寺ルームを知

っていただくきっかけを作るとともに、地域の子育て支援に取り組む。 

・「おはなしの会」を地域へ開放し、予約不要で気軽に子育ての話をでき

る機会を設ける。 

4 計画・ねらい 法人内外との定期的なつながり強化 

 実践予定内容 ・法人内外の保育園や幼稚園への定期的な訪問と連携 

・法人内保育園や課内のつむぎと共同でイベントや活動の実施、勉強会や

他施設の保育や支援に参加する機会を設ける。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 大人のにんげん力UP 

実践予定内容 ・スタッフそれぞれが1年かけて「好き」を掘り下げ、学びなおす内容に

ついて考える。考えた内容については５月の園会議において発表する。 

・学んだことに関して2024年1月～3月にかけて社内外にて研修企画およ

びアウトプットする。 

2 計画・ねらい 保護者に幸せを感じてもらえる接遇と支援 

実践予定内容 ・特に「挨拶」と「雑談」に注目し、互いに気持ちよく関われる環境と関

係を築き上げる。 

・保護者との支援内容振り返りの時間や相談支援等を通じて、幸せと感じ

る対応や支援とは何かを考え、実行する。 

3 計画・ねらい 途切れのない支援、自分で選ぶ・社会を生きる福祉を考える。 

実践予定内容 ・学齢期、青年期、壮年期の福祉サービスと現状を学ぶ。 

・つむぎ武蔵野ルームの放課後等デイサービスや就労支援つむぎの見学等

活動を共にする中で、逆算した支援や保育を遂行する。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 続・食の循環を知る 

実践予定内容 ・畑の作物を収穫後調理や加工をし、食材の変化や食べた後についての食

物の変化について調べ、食の循環に触れる機会を設定する。 

・特に調理や加工活動においては、季節に応じた食物を活用し、年間を通

じて計画を立て実施する。 

2 計画・ねらい 廃棄を削減し資源を再生産する仕組みを知る 
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実践予定内容 ・外部の食品加工工場等にて食物残渣や廃棄される食物について見学を

し、廃棄の現状を知る。 

・ヤギや鶏の糞、廃棄される食物を再利用される様子を見学し、その循環

について学ぶ。 

3 計画・ねらい 環境資源について学ぶ 

実践予定内容 ・日常生活において使用している電気や水、ガス等の身近な資源について

図鑑やICT等にて知識を深め、どのような場所で活用されているか実際に

使用する機会を設ける。 

・身近な資源がどのようにつくられ、使用されるかを知り、資源の循環や

より良い資源との付き合い方について考える。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日 

 

〈２〉開所時間 
   

９時００分～１８時００分 

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士1名 

機能訓練担当スタッフ2名（公認心理師2名） 

他1名 

 

 

3. 運営方針 
〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設け、資料を使

った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 
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事故防止委員会 月1回 ・園内で発生した事故・インシデント・ヒヤリハット報告の

確認と改善点共有。 

・他園事故報告書を参照し、自園での事故防止に活かす。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

ケース会議 適宜 ・共有相談等が必要なケースについて話し合う。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議  障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育の推進、意見交換、取り組みの共有 

保健会議 年4回 感染症、アレルギー、衛生管理や保健業務の取り組みの共有 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

要保護児童対策地域

協議会 
適宜 

主に虐待などによる問題を抱えた家庭について、適切な保護

と支援を目的とし、関係機関が集まって相互理解を図り、役

割分担を決めながら協力して支援を行っていく。 

武蔵野市児童発達支

援事業所連絡会 
年3回程度 

基幹センター的な役割をする「ハビット」が中心となり、市

内の児童発達支援事業所が一堂に会し、情報交換や各回のテ

ーマに沿って話し合いをする。 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用児の注意喚起 
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防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  四季を通じた畑の年間計画作成および活動 

生き物係 エビとミスジドロガメの飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討

立案 

体験学習係  別途活動計画で定めた時期において計画の立案、関係機関との連絡

調整、物品購入等事前準備、当日の運営 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

吉南まつり係 情報収集、商店街との連携 

地域連携係 地域資源の利用や情報の収集と連携、市報の確認、地域小学校の学

校公開やイベントの情報収集をする。 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

異年齢グループ 上半期 

 

・新しい友達や環境に慣れる。 

・自ら活動に取り組む意欲を育てる。 

・異年齢での活動を通し、協調性や主体性、思いやりの心を育

む。 

・戸外で実施する「ホンモノの経験」から豊かな感性や表現力を

身につける。 

・畑仕事や生き物の世話を行い、生命の尊さや生きることを学

ぶ。 

下半期 

 

・就学や次学年に向けて保護者と相談の場を持つ。 

・ジブンたちで相談・話し合いを通して活動を決める。 

親子グループ 上半期 ・少しずつ環境に慣れながら通所を楽しいと思えるようになる。 

・ふれあい遊びや感覚遊び等体全体を使った遊びを経験する。 

・規則正しく通い、適切な生活リズムを作る。 

・保護者と活動を通じて、日々の子育ての悩みや話を聴き、子ど



20221215版 

もの成長について共に考える。 

下半期 

 

・就園や次学年に向けて保護者と相談の場を持つ。 

・子どもたち同士の関わり合う時間を徐々に増やし、人と関わる

力や生活や遊びを選択する力を身につける。 

個別支援  ・子どもの「やりたい」に寄り添い、主体性や選択する力を育

む。 

・活動への意欲が持ちやすい環境設定を行い、子どもの言動を見

守りながら達成感や自己肯定感へつなげる。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 収穫した野菜の加工を行う 

実践予定内容 ・野菜を作るうえでの土づくりや種、苗植えも利用児とともに行い、野菜

の育ちや成長を定期的に見守る環境を設定する。 

・加工品を作る工程を知り、食がどのように加工されていくかを知る。 

・できた加工品を食し、食の経験や幅をひろげる。 

2 計画・ねらい 季節の行事と連携した調理活動 

実践予定内容 ・収穫した野菜等を調理し、自ら作ったものを食す経験から食べる意欲に

つなげる。 

・季節を感じる調理活動を行い、日本の四季について触れる機会を持つ。 

3 計画・ねらい 食べた後の食の仕組みや体の成り立ちについて知る 

 実践予定内容 ・食物を食べた後に、体にどのように吸収され、体が作られていくか学
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ぶ。 

・便や尿になった後の行方や循環についても知る機会を設け、体や自然に

おける食の循環についても学ぶ。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 適宜手洗いやうがい等の保健指導を行う。 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒を実施

する。 

6～8月頃･･･アデノウィルス、ヘルパンギーナ、手足口病 

11～3月頃･･･インフルエンザ、RSウイルス 

11～1月頃･･･感染性胃腸炎 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在6名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 
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検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

虐待防止研修 年2回／4月・10月 

施設内虐待防止委員会  年2回／9月・2月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい ゾーン保育から遊びを選択する力や遊びこむ感覚を経験する 

実践予定内容 ・部屋やコーナー等で自由に遊びこめる環境を設定し、自らの力で遊びを

展開する経験をする。 

・子どもたちが安心安全に活動できる環境を設定するため、月に１回程度

ゾーン保育での活動報告と環境設定について話し合う。 

2 計画・ねらい 素材から自由な発想を育む経験をする 

実践予定内容 ・廃材や模造紙等を使用し、自ら決めた素材で自由に取り組む経験をす

る。 

・石や葉っぱ、野菜の端等自然のものも使用しながら豊かな想像力を育

む。 

3 計画・ねらい ルーム内の美観を保つ 

実践予定内容 ・ルームの運営や支援等に必要な備品の見直しを行い、必要なもののみを

置くサイクルを回す。 

・定期的なメンテナンスや掃除については、年間計画に盛り込み、確実に

必要回数実施できるよう日時を設定する。 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 武蔵野市からの防犯・防災メールを随時確認する。その他注意報や警報の

発令を意識し、戸外活動に対する現状リスクを意識する。 

2 実践予定内容 防犯を含めた避難訓練を実施し、スタッフの勤務体制にかかわらず、緊急

時に誰でも最善の対応ができるよう努める。スタッフ全員が避難場所、避

難経路、避難方法、AED設置場所等を熟知しているようにする。 

3 実践予定内容 全スタッフがケガや事故に対して常に危機感を持ちつつ支援にあたる。起

きたケガや事故に対しては原因の究明を怠らず、再発防止務める。また、

未然に防げることへの気づきを忘れず、常にケガや事故の起こりにくい環

境設定を配慮していく。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 
地域における共育てや交流を活発に行い、児童発達支援事業所を様々な方々に知ってもらうため、

ボランティアや実習生等を積極的に受け入れ、次の世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育

成する。 

 

1 実践予定内容 中高生の体験学習の受入 

2 実践予定内容 保育養成校・専門士養成校の学生の実習受け入れ 

3 実践予定内容 一般および学生の各種ボランティアの受け入れ 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他
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施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

 

 

〈２〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月12日 9:30～11:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  危機管理・衛生管理研修 

③  虐待防止研修 

保育品質マニュアルを用い、特に子

どもを安心して任せられる施設とな

るべく危機管理・衛生管理について

マニュアルを用いて確認していく。

また、虐待防止研修を実施し、スタ

ッフ全員が虐待の定義や概要等の共

通認識をもつ。 

5月10日 9:30～11:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  アプローチカリキュラム

および就学に向けた情報共有 

アプローチカリキュラムの知識およ

び支援について園長大学･保育士大

学等も活用し、武蔵野市や近隣他市

区の就学の流れを理解し、就学後の

支援や保護者の相談に乗れるように

する。 

6月14日 9:30～11:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  個別支援計画作成におけ

る手順と注意点 

個別支援計画作成に向け、スタッフ

が担当するケースの支援方法をスタ

ッフ間で検討を行う。 

7月12日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  火・土・水に関わる研修 

園長大学･保育士大学等のツールを

用いて水遊びや火や土との関わり、

取り組みやリスクについて学ぶ。 

8月9日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  相談支援と保護者支援 

事業所内相談支援や保護者支援につ

いて、事例を用いながら全スタッフ

が対応・質の向上を目指す。 

9月13日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ケース検討 

スタッフが担当するケースの支援方

法をスタッフ間で検討を行う。 

10月11日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  利用者アンケートの改善

保護者からのご意見に対し、対応策

を考える、迅速な対応を目指し、対
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策案検討 

③ 虐待防止研修 

応者を分担する。また、虐待防止研

修を実施し、スタッフ全員が虐待の

定義や概要等の共通認識をもつ。 

11月8日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  嘔吐処理 

感染症流行期前に、再度嘔吐処理や

対応についてシミュレーションを行

い、全スタッフが対応できるように

する。 

12月13日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  事業計画書 

次年度に向けた計画について全スタ

ッフが構想を話し合い、方向性を定

めていく。 

1月17日 9:30～11:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度Missionの共有と

理解 

次年度Missionについて共有、理解

し、達成に向けての具体的なアクシ

ョンを考える。 

2月14日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  心肺蘇生 

緊急対応について全スタッフが対応

できるよう改めてマニュアルの確認

とAEDの取り扱いについてシミュレ

ーションを行う。 

3月14日 9:30～11:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度構想 

次年度の支援について具体的な年間

計画の策定を全スタッフ担当ごとに

行い、集約する。 

 

 

〈３〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈４〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 
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ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈５〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。また、1・2か月程度に1回月報面談を行い、目標達成における具体的行動の確認と進捗の確

認をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
 戸外活動や地域交流等を通じて、地域の方々や商業施設、商店街などにも認知されてきている。

引き続き活動を通じて関係性を深めていく。また、子育て支援施設として通所の有無や支援の時間の

有無によらず立ち寄ってもらいやすい環境を設定し、日々の子育ての話や悩みを気軽に話せる居場所

としても認知されるよう取り組みを行う。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：武蔵野中央公園にて 

商店街ツアー 随時 買い物やハロウィンイベント等を通じて関係性を深める。 

世代間交流 近隣の高齢者施設等に訪問し、交流を深める。 

異年齢交流 近隣の法人内保育園や小学校に訪問し、交流を深める。 

武蔵野中央公園にて 

地域拠点活動 

“子ども管理人”として、園内の清掃、植樹、花壇等の管理を行う。ま

た、それらを活用した製作や落ち葉プール等の活動を楽しむ。 

園内掲示板を利用して、子どもたちが作成した製作や絵などを掲示する

「つむぎギャラリー」を随時開催する。 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
 アプローチカリキュラムおよびスタートカリキュラムへの理解を深め、小学校1年生の姿を逆算し

た支援が行えるよう努める。また積極的な保育園・幼稚園・他事業所等の訪問を行い、子どもの取り

巻く環境・背景を踏まえて支援が行えるよう体制を整える。 
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〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を6月12日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

8月頃 近隣の小学校 5名予定 小学校 就学見据えた学校探検 

1～2月頃 近隣の小学校の先生 10名予定 つむぎ吉祥寺ルーム 就学に向けた保護者勉強会 

10月頃 近隣の小学校 5名程度 小学校 子ども間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
児童発達支援管理責任者が、保護者の意向、子どもの適正、特性等を踏まえて適切な支援内容等に

ついて検討し作成する。また6か月に1度以上個別支援計画書の見直しを行い、子どもの様子や保護者

のニーズ、それに伴う適切な支援が提供されているかを確認する。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 
保護者へのモニタリング実施後、児童発達支援管理責任者を中心とした策定会議を行う。 

また、子どもの状態や家庭状況等の変化に合わせて支援や計画を見直す場合は、その都度策定会議

を行う。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
所属園に訪問し、担任らと共に支援に対する共通理解を持つための策定会議を行った場合は、速や

かに支援計画の書き換えを行い、園訪問での話し合いをもとにした支援内容を書き加える。 

また、就学において子どもの様子や配慮事項については、必要に応じて就学支援シート等を用い、

スムーズな就学準備や引継ぎが行えるようにする。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 随時 
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自然食堂…親子ランチ交流 随時 

勝手籠設置 （月）～（土）9:00～17:00 

青空保育 月1回   武蔵野中央公園にて開催 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
 

 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２３年度内に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：未定 

自己評価終了予定時刻：未定 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 
3 月 末 ま

でに目指

した姿 

重点施策 地域ぐるみで子育てをしていく共育てを意識した支援 

振り返り 「共育て」をテーマに掲げ、施設内だけでなく地域にひらかれた施設運営や

活動を展開した。事業所内相談支援や保護者懇談会等を定期的に開き、利用

児だけでなく保護者や家族、環境といった側面からも支援を行った。 

 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 
2 0 2 3 年

度 

目指す姿 大人も子どもも「好き」を深めて成長を楽しむ 

法人内外保育園・幼稚園との定期的な連携と子育て支援 

重点施策 ・「好き」を見つけ、深め、学びとしてつなげる過程を楽しみ、ともに成長

を分かち合う。幼児期の学びだけでなく学齢期以降の学びの姿勢等「途切れ
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ない支援」のあり方につなげる。 

・法人内外問わず、保育園や幼稚園との定期的な連携を通じて、より深い子

育て支援と連携を行う。 

2 0 2 4 年

度 

目指す姿 断捨離～必要なモノ・コトの追及～ 

発信力・実行力をもったスタッフの育成 

地域に根差した施設と積極的なアウトリーチ活動 

重点施策 ・2022年度・2023年度を振り返り、今必要なもの・こと以外は整理し、

明確かつ分かりやすい施設の構築を行う。 

・年に1回以上全スタッフが自分で企画した内容について講師を行う。 

・幼稚園保育園等との定期的な連携や関係づくりの中で積極的なアウトリー

チ活動を行い、「声なき声」を拾う。 

2 0 2 5 年

度 

目指す姿 地域に見守られ、活用される施設 

子どもも大人もインクルーシブ 

重点施策 ・施設利用者のみならず、地域にひらかれた施設として利用されるよう環境

を整える。地域公開講座の開催や立ち寄りまで気軽に足を運べる居場所づく

りを行う。 

・施設を拠点とした様々な人との関わり合いの中から、共に育ち学びあえる

インクルーシブな環境整備を行う。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム 施設長 石井 友貴 
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２０２３年度 発達支援つむぎ  阿佐ヶ谷ルーム 

事業計画書 
 

1. 基本方針 
 

これからは少子化の影響で児童発達支援事業所においても淘汰が進み、選ばれる施設だけが残って

いく時代がやってくる。利用者に選ばれるようになるために、支援の質のみでなく、接遇の質の向上

事務室内や倉庫、カフェなど美観の観点を強化することにも努め、誰でも満足する支援、感動する支

援を目指していく。 

①子どもの「生きる力を育む」ための日課・基本活動を実施する。座禅、雑巾がけ、リズム体操、戸

外活動等の日課活動について、全年齢の個別支援、グループ支援で取り組んでいく。ただ日課活動を

するだけではなく、意味・意義・療育的視点をスタッフが十分に理解し保護者に納得と理解を得られ

る説明ができるように努める。また、年齢に応じて、乳児は養護的側面、幼児は教育的側面切にして

いく。 

②小学校への見学、先生との情報交換などの連携、学習指導要領の読み込みをルーム内で行い、アプ

ローチカリキュラムを展開していく。保護者の意向や考えをしっかり聴取、アプローチカリキュラム

が先行して子どもの今の姿や育むべき力をないがしろにしないように最善の利益を追求する。その

子、そのグループに合った柔軟なアプローチカリキュラムを展開する。 

③ルーム内研修、他ルームや法人内保育園との事例検討やOJT研修、他事業所との意見交換を定期的

に行い、支援の質の向上に努める。また、大人の「にんげん力」の向上を目指し、知識だけではな

く、相手の気持ちを推し量る事や、ルーム・会社で起こる事象を自分事として捉えられるよう努め

る。全職員が子どもの見本となる大人として成長することを目指す。 

④環境整備、丁寧な接遇、保護者が“知りたい”“相談したい”と考えていることに焦点を当て、聞

いて良かったと思えるようなフィードバックを全スタッフが徹底して行っていく。また、利用者以外

の地域の方との交流の機会を増やすため、地域と関わる場や機会を積極的に設定していく。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：支援内容の充実を図る。 

ねらい：「生きる力」を育むための経験を積む。また、支援内容が充実す

ることで利用者の様々なニーズに答え、満足度の向上を目指す。 

実践予定内容 ・繋がった地域資源との継続した交流、内容の充実を目指す。 

・地域の方との交流を深めながら畑仕事を実施。畑を通して食の循環や命

の大切さを知る。 

・就学後の支援について、地域資源も含めて理解し、発信する。 

・子どもが主体的に活動に取り組めるよう、子どもの興味・関心・発達段

階を把握し、現在の子どもの姿に合うプログラムを用意する。 

・座禅や雑巾がけ、リズム体操、戸外活動などの日課活動を通して心と身

体の成長を促していく。 

・グループ支援において、相談課題や協働製作等を設定することで、子ど

も同士での話し合いや、役割をもって協力をする経験を重ね、皆で一つの

モノを創りあげていく。 

・専門職や様々な経験があるスタッフによる勉強会の実施により、支援の

幅を広げる。 
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2 計画・ねらい 計画：質の向上 

ねらい：質が上がることで子どもや保護者に選ばれる施設となる。 

実践予定内容 ・活動のねらいと効果を見立て、記録を基にしたケース検討会議や定期的

な陪席を実施する。また、支援内容の評価と改善を話し合い、全スタッフ

で質の向上を目指す。 

・法人内や他事業所と学び合いの機会を持ち、より良い支援を考え続け

る。 

・全職員が児童発達支援ガイドライン、保育所保育指針、幼稚園指導要

領、学習指導要領について一定の理解を持ち、児童発達支援の役割につ

いて考え直す機会を持つ。 

・保護者との信頼関係の向上を目指し、信頼される相談相手になる。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 
 

1 計画・ねらい 計画：保護者に信頼される 

ねらい：保護者が悩みや困りごとを打ち明けられ、子どもとポジティブに

向き合える。 

実践予定内容 ・全職員がすべての子ども、保護者と面識があるように、日常的な支援と

して毎回のお出迎え・お見送り対応を丁寧に行うことを徹底する。 

・常に保護者が安心するような丁寧な接遇を心掛ける。 

・保護者の不安や悩みに対して誠実に向き合い、話して良かったと思える

フィードバックを実施する。 

・定期的に保護者に事業所内相談支援を提案し、保護者の話をじっくり聞

いて受容と共感をしつつ、専門的な助言を行っていく。 

2 計画・ねらい 計画：誰が利用しても気持ちよく過ごせる環境 

ねらい：美観を整えることで子ども、保護者が安心安全に過ごせる。 

実践予定内容 ・常にカフェや施設内が整理整頓され、誰もが気持ちよく感じる環境整備

と維持を行う。 

・つむぎ新聞を年３回発行。保護者に役立つ情報も記載する。 

3 計画・ねらい 計画：保護者同士・子ども同士の繋がりをつくる 

ねらい：保護者が一人で抱え込まないようにする。異年齢での関わりにて

子ども同士で教えあうことや行ったことがない活動に挑戦してみる。 

実践予定内容 ・座談会や保護者向け勉強会の実施。様々な保護者が参加しやすいよう、

web形式でも展開していく。 

・定期的にペア活動や異年齢活動を実施していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 
 

昨年度は新型コロナウイルスの影響が薄まり、少しずつ地域の他事業所や近隣のお店や公共施設と

繋がる機会を増やしていった。２０２３年度は地域の核となるための様々なアイデアを出し合い、可

能な限り地域との連携を広げ、深めていく。 
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1 計画・ねらい 計画：他事業所との連携、情報交換 

ねらい：区や他事業所の近況を知る。 

実践予定内容 ・杉並区内の他事業所との連携を更に深め、施設長・児発管のみならず、

どの職員も積極的に見学に出向く。他区の併用先の事業所との連携も進め

ていく。また、近隣の小学校への見学も行う。 

2 計画・ねらい 計画：地域にむけた発信 

ねらい：つむぎ阿佐ヶ谷ルームを認知してもらう。 

実践予定内容 ・地域の幼稚園・保育園・子ども園の先生につむぎに見学にきていただ

き、情報共有や勉強会を開く。 

・小学校の見学を実施する。 

・つむぎでの支援や取り組みをブログで発信していく。 

・デイサービスや畑、地域の店舗、子育て家庭等を招いて、子育てに関す

る勉強会・座談会を行う。 

・青空保育を実施し、その場にいる様々な子どもと混ざり合う。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  
定期的にミーティングの時間を確保し、学び合いを深めていくことを継続する。学びの内容として、

写真や動画を用いたケース検討や、多角的な視点から一人の子どもについての支援方法を検討する

等、手法を用いたケース検討会議を実施していく。それぞれの専門性を高め、日々の支援の内容の振

り返りに加え、保育所保育指針、児童発達支援ガイドライン、小学校学習指導要領などを読み解く時

間としても活用する。また、継続して全スタッフが資格を超えて様々な研修に自主的に参加してい

く。 

1 計画・ねらい 計画：ケース検討会議 

ねらい：他人事ではなく自分事に捉える。 

実践予定内容 ・全スタッフが一人一回以上ケースを持ちより、ケース検討会議を実施す

る。発表するスタッフ自身とルーム全体の質の向上を目指す。 

2 計画・ねらい 計画：勉強会の開催 

ねらい：職員のスキルアップ、地域の方と顔馴染になる。 

実践予定内容 ・つむぎのスキル講座の開催、保護者・地域向けの勉強会の主催。互いに

学び合い広い視野を持ったスタッフ育成を行う。 

・保育所保育指針、児童発達支援ガイドライン、幼稚園指導要領、学習指

導要領を読み解き、保育業界や区内の実情など社会の動きを把握した上で

支援にあたる。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：コンポストの作成に挑戦する 

ねらい：コンポストを作ることでより土や虫、エコの大切さを知る。 

実践予定内容 ・畑の土を用いて、実際に子どもたちと一緒にコンポストを作成する。 

・コンポストの作り方を子どもに調べる。 

・コンポスト作りは成功体験だけでなく、失敗することで次に活かせるよ

うにし、失敗しても最後には達成感や満足感に繋がるような支援を行う。 
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〈６〉小学校との連携を深める 
２０２２年度は小学校や法人外保育園の訪問に力を入れることのできた１年であったため、２０２３

年度も継続して小学校への見学や教諭との情報交換、法人外保育園への訪問とケース検討に力を入れ

ていく。また、家庭での生活で困りごとや悩みがある保護者には、家庭訪問を実施して具体的に家庭

で取り組める支援方法を提案していく。 

 

1 計画・ねらい 計画：小学校との連携 

ねらい：小学校1年生がどんなことを学び、取り組んでいるかを知り、学

校生活に必要なことを理解し、支援に生かす。 

実践予定内容 近隣の小学校への見学（利用児を含め）を実施する。また、教諭と情報交

換をする機会を設け、現状の1年生の姿、発達支援事業所に求めるモノ等

を把握し、支援に取り込んでいく。 

2 計画・ねらい 計画：法人外保育園への訪問 

ねらい：連携を強化することで相談されることが増え、地域交流が盛んに

なる。 

実践予定内容 法人外保育園へ訪問し、つむぎのスタッフが保育園の現状を把握する。園

での子どもの様子を確認することで普段の生活に携わるような支援を行う

よう努める。 

 

 

〈７〉一人ひとりの支援の質の向上 

1 計画・ねらい 計画：一人ひとりが専門職として高いスキルを獲得する 

ねらい：誰が支援をしても子どもが最善の利益を得られる。 

実践予定内容 新人教育（１～２年目）、未経験者の指導を実施。陪席や支援内容を職員

全員で共有・確認・情報交換を行うことで支援内容の充実化を目指す。 

2 計画・ねらい 計画：勉強会への参加や会議内での発言回数の向上。 

ねらい：一人ひとりが他人事せず一つ一つのことに真摯に向き合う。 

実践予定内容 無理のない範囲で自分の興味のある分野を学び、自施設で発表することや

ルーム会議内で全員が積極的に発言し、新たな発見や課題、考え方、学び

を得る。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日 

 

〈２〉開所時間 
   

９時００分～１８時００分 
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〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

保育士3名 

社会福祉士1名 

心理士１名 

児童指導員1名 

 

3. 運営方針 

 
〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門職による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設  け、資料

を使った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 

事故防止委員会 月1回 自ルームヒヤリハット、インシデント共有と対策の確認。 

他園の事故共有と自園で気を付けるべきことの確認。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 
保育園、他ルームの取り組み等を共有し、自ルームの活動に

活かす 

保健会議 年4回 
保育園、他ルームの取り組み等を共有し、自ルームの活動に

活かす 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

保育と発達支援の情報・取り組みの共有。支援の質の向上に

つなげる。 
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〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係 年間計画を基に畑仕事を実施。畑の管理、道具類の管理、利用児や

職員の畑仕事の把握・計画的な活動の立案 

生き物係 飼育しているザリガニやカブトムシの餌やりや土替え、水の交換の

実施、生き物の健康・環境管理、利用児や職員の生き物飼育活動の

把握・計画的な活動の立案 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

親子グループ 上半期 

 

・様々な行動や欲求に適切に答え、他者を認識し、特定の大人と

の情緒的な絆を形成する。 

・活発な探索活動を楽しみながら、興味の幅を広げ、様々な感覚

を育む。 

・身近な大人との安心した関係の中で、自らの要求を他者に伝

え、応答的な関りを楽しむ。 

・子どもが自分で気付くことや深めること、感じることを引き

出す。 

下半期 

 

・一人遊びや友だちとの関わりを通して、自我が育つ。 

・親子で取り組むプログラムを通して、親子関係の構築や発展を

促す。 

・子どもが心身共に心地よいと感じる環境を整え、子ども自身

が主体的に育つための援助を行う。 

・親の悩みや相談事を丁寧に聞き取り、適切な助言を行う。 

・親同士の交流が生まれやすい話題の展開や、話しやすい環境の

設定を行う。 
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キッズグループ 

３～5歳児 

上半期 

 

・様々な体験を通して、体に心地よい感覚刺激を入れる。 

・友達との関わりの中で、自分の気持ちを言葉や行動で表現する

。 

・自分の要求や思いを言葉や行動で他者に表現しながら、他者を

受容する感情が育つ。 

下半期 

 

・活動に見通しを持って取り組み、達成感や充実感を味わう経験

をする。 

・協力課題や相談課題を設定し、友達と主体的に関り、協力や相

談をしながら目標に向かって活動する。 

・自分たちで畑仕事や戸外活動の計画を立て、実行することで達

成感や満足感を味わい、子どもが主体的に戸外活動を展開できる

よう関わる。 

個別支援  ・安心・安定・安全な環境・支援者との関係の中で、自分の気持

ちを表現する。 

・子どものその日・その時の状態に合わせ、臨機応変にプログラ

ムや支援方法を展開していく。 

・子ども一人ひとりの興味・関心を把握し、主体的かつ意欲的に

活動に取り組めるように関わる。 

・活動に見通しを持って取り組み、達成感や充実感を味わう経験

をする。 

・子どもの姿に合わせて地域の商店や公園、自然を利用した戸外

活動を中心として、センスオブワンダーと人対人コミュニケーシ

ョンを大切にする。 

・個別支援計画と子どもの成長や現在の課題に合わせて、自分で

活動を選択し、主体的に関われるようなプログラムを組み立て

る。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 
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〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食材や食の循環を認知する直接体験 

実践予定内容 ・畑仕事を通して、食物を育てて食べる喜びを経験し、達成感や充実感を

味わう。 

・区民農園を利用し、夏野菜・冬野菜等季節に応じた野菜を栽培し、年間

を通して畑仕事を行っていく。 

・発泡スチロールを用いて田植え・水やり・稲刈りを行い、子どもが自ら

米を育てる経験をする。 

・収穫した食物を使ったプログラムを実施していく。 

2 計画・ねらい 保護者へ食に関する助言を行う 

実践予定内容 ・咀嚼や嚥下に悩みがある保護者から話を聞き、動画撮影や実際に弁当を

持参してもらい、支援者が直接その様子を見て適切な助言や支援を行って

いく。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～9月頃･･･手足口病・咽頭結膜熱・ヘルパンギーナ・とびひ 

11月～3月頃･･･インフルエンザ・ウイルス性胃腸炎・ＲＳウイルス感

染症 

エピペン使用できるスタッ

フ 
本日現在７名が、研修受講し、修得済み 

発作・痙攣等の対応のため

の薬の預かり 

ダイアップ･･･ショートステイ2名より都度預かる／冷蔵庫にて保管 

エピペン･･･ショートステイ2名より都度預かる／事務所にて保管 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指導・

手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。                       

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 
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不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

施設内虐待防止委員会 年2回／９･２月 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 気持ちの良い環境つくり 

実践予定内容 ・整理・整頓・清潔を心掛け、不要な物や壊れている物は処分や修繕を行

う。誰もが気持ちよく過ごせる環境設備と維持を徹底する。そのために、

毎週のミーティングで修繕箇所や故障個所の確認を行うとともに、他ルー

ムの職員等にルームの環境を視察してもらい、別の視点から見た際に改善

箇所がないかを確認し是正する。 

・子どもが興味・関心があるものを把握し、ルームの環境に用意すること

で、自発的な行動が増え、意欲的に参加する姿が増えるようにする。 

2 計画・ねらい 戸外活動の展開と発展 

実践予定内容 ・戸外活動にて、自然物・昆虫、鳥等の生き物に触れる機会を作り、子ど

もの興味・関心、知識の幅を広げる。また、信号や道路上での交通マナー

を知ることで、子ども自身が危険個所に気付くこと、ルールを守る必要性

が分かり、社会性が自然と身に着くよう心掛けていく。 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 
 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 看板 カフェスペース 毎日 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 危機管理マニュアルNO.3の災害対策（P6~）に則り、消防訓練・避難訓練

再開通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続き・防

災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安産対策係の設

置・緊急地震速報運用を行い・災害発生時には対応フローチャートに従

う。 

2 ケガ事故防止 危機管理マニュアルNO.3(P8~)のケガ事故防止策・安全点検と保全事故防

止チェック及び設備点検チェックの実施、安全教育、SIDS防止策を行い、

ケガ発生時には対応フローチャートに従う。 

3 不審者対策 危機管理マニュアルNO.3の不審者対策(P14)に則り、不審者侵入訓練・笛

の携帯・代理の送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を行いながら、不

審者進入時には対応フローチャートに従う。 

4 光化学スモッグ 危機管理マニュアルNO.3の光化学スモッグ対策(P15~)に則り、光化学ス

モッグの知識を身に着け、注意報発令の把握を行いながら、発生時には光

化学スモッグ発生時対応及び行政連絡に従って対応する。 

5 救命救急 普通救命講習会への参加 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 
児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、要請があった

場合には積極的に受け入れを行い、実習生やボランティア一人ひとりの様子に合わせて、具体的かつ

丁寧に援助・助言を行う。 

1 実践予定内容 「未来の職員を育成する」気持ちで、法人の理念や取り組みを丁寧に説明

する。実際に支援内容を見ることや体験する場も設ける。 
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7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとり一人の子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有する。 

② ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望する者がいれば回数を増やし随時開催する。 

③ つむぎ施設間、外部研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力

をする。また、外部研修（特に杉並区主催の研修）には引き続き積極的に参加する。 

④ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、見地を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑤ 施設長は全スタッフと面談を都度実施し、その月の振り返り、MBOの達成状況の確認と助言、メン

タルケア等を行っていく。 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月10日 10:00～12:00 

①コンピテンシー自己採点 

②人権チェック・虐待研修 

③総合訓練 

④怪我、ケーススタディ 

人権と虐待防止について研修 

怪我、ケーススタディについて 

基礎知識の勉強会、電話対応・処遇 

 

5月８日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  接遇研修 

基礎知識の勉強会 

アプローチカリキュラム、小学校との

連携について 

園長大学･保育士大学の利用方法の

確認 
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6月12日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者、家庭支援 

保護者の悩み、家庭での悩みの共

有、具体的な支援策の検討 

グループリーダーとサブの役割につ

いて 

7月10日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  個別支援計画作成につい

て 

救命講習 

モニタリングの重要性、策定会議、

個別支援計画の作成について 

8月14日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  OT研修 

 

感覚統合、身体の発達について 
 

9月11日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者・家庭支援 

発達検査について所見の読み取り

方、検査の必要性について等 

10月16日 10:00～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 衛生研修 

③ 人権チェック・虐待研修 

嘔吐処理、感染症対策について 

上半期振り返り、活動の共有 

 

11月13日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  就学支援シートについて 

就学支援シート、 

幼児期までに育ってほしい10の姿に

ついて 

12月11日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  発達検査 

就学後や放課後等デイサービスにつ

いて 

1月15日 10:00～12:00 
①コンピテンシー自己採点 

②  保育士研修 
保育について 

2月19日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

今年度の支援内容やルーム運営の振

り返り、次年度の支援内容とルーム

の取り組みの話し合い 

3月18日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

各グループのねらいと支援計画の立

案、新規利用児の個別支援計画の作

成と支援内容の立案。 

 

 

〈２〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
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業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。2か月に1回全スタッフと面談を行い、2か月の振り返り、翌月・翌々月への取り組み、悩み

や困りごと等を話し合い、一人ひとりが高い専門性と労働意欲を持てるように関わる。 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
２０２３年度は地域との交流を積極的に実施していく。地域の核となれるように職員や子ども、保

護者と一緒に考え、交流の幅を広げていく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 ３か月に1度開催 梅里中央公園にて実施。 

商店街ツアー 週1回 

異年齢交流 体験学習やペア活動において、異年齢で関わる機会を積極的に設けてい

く。 

地域拠点活動 阿佐ヶ谷七夕祭りへ、祭りの実施形態を把握し可能な範囲で参加して行

く。 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
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〈１〉今年度方針・テーマ 
区で開催されている発達障害児地域支援講座や実践報告会、要保護児童対策地域協議会等に積極的

に参加し、関係機関と連携した地域支援体制を構築していく。地域の課題や特徴を理解し、様々な関

係機関と連携しながら地域単位で包括的な発達支援ができるよう、手立てを提案していく。 

全職員が就学先の小学校の見学へ行き、小学校の現状を把握する。幼稚園、保育園、こども園、小

学校の先生方と勉強会や情報交換会を企画し、お互いに求めること、子どもにとって必要な支援等の

情報共有や意見交換を行う。また、就学後の相談先や相談方法について全職員が理解し、保護者に共

有していくことで就学後も継続的な支援が受けられる知性ができるよう努める。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を５月８日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

６月頃 杉並第二小学校  

1年 

２名予定 杉並第二小学校教室 小学校の現業把握 

 

９月頃 杉並区全般の支援学級 

1年 

２名予定 杉並区の各小学校の支

援学級 

発達支援事業所に求めら

れる支援の確認 

特別支援教室の見学 

１２頃 杉並第二小学校  

1年 

２名予定 授業参観 スタッフ間交流 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
児童発達支援管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修を修了者した者は、子どもの支援陪

席や保護者との面談を定期的に実施し、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けて

きた支援などを鑑み、“子どもの最善の利益”を常に念頭に置きながら、子ども自身と保護者の持つ

ニーズを明確にしていく。 

区で作成している障害児支援利用計画やアセスメント・モニタリングの情報を照らし合わせ、具体

的な支援目標や支援方法を担当スタッフと共有し、個別支援計画の作成を行う。6か月に1回以上モニ

タリングを実施し、目標達成度の評価や具体的な支援内容・支援方法の再考を行い、子どもや保護者

の現在のニーズに適した支援を行っていく。 

モニタリングは子どもの状態や家庭状況に変化があった場合などは、改めて提供している支援の客

観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

積極的に所属園へ訪問に行き、生活場面の子どもの様子や状態を把握する。生活場面でできる支援

を関係機関に提案することや、療育場面でできる支援を再考し、子どもの状態に合わせて個別支援計

画を更新させていく。 

アセスメント及びモニタリングの質の向上のため、児童発達支援管理責任者は施設内研修やモニタ

リングへの陪席とフィードバックを定期的に行っていく。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：７名予定） 
毎月職員一人ひとりがケースを持ち寄り、ケース会議を実施していく。 
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〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
小学校の現所把握、教諭との情報交換等を踏まえ、アプローチカリキュラムを立案、実施してい

く。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 随時 

青空保育 6月、9月、12月、3月の年4回 

卒園児・卒園児保護者交流 年１回 

 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２３年に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
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〈１〉昨年度の振り返り 
3 月 末 ま

でに目指

した姿 

重点施策 選ばれる施設、地域連携、戸外活動の充実、専門的な支援 

振り返り ・選ばれる施設となるため、ルーム内の環境整備やルームでの取り組みをブ

ログで発信した。鉛筆操作の支援内容も保護者の許可を得てブログで公開し

たが、保護者の認知はまだまだ低い現状である。ブログで発信するだけでな

く、ルーム内でも掲示をすること、担当職員が保護者に声をかけていくこと

で、ブログの認知を向上させていきたい。 

・シェア畑の管理人を仲介に、さらに別の地域の方との交流が広がることが

できた。２０２３年度は区民農園を利用するが、繋がった地域の方との交流

は継続していく。 

・戸外活動は定期的に実施できるようになり、戸外へ行くというスタッフの

意識は高まってきている。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 
2 0 2 3 年

度 

目指す姿 ・小学校との連携（前回行った小学校に今回は子どもも一緒に訪問する。） 

・大人も子どもも気持ちよく利用できる施設 

・職員育成（新しく入職した職員が半年で現スタッフと同様の支援を行うこ

とができる。） 

重点施策 ・子どもの姿を捉え、必要な支援を提案できる職員の育成。専門性の向上。 

・小学校への見学及び先生との情報交換を行い、自施設内でアプローチカリ

キュラムを展開する。 

・卒所児やその保護者との交流の継続。 

・保護者だけでなく、様々な来所者に丁寧に対応する。 

・利用児だけでなく、地域の方への認知を広める。 

2 0 2 4 年

度 

目指す姿 ・法人内保育園への定期的な訪問支援。 

・小学校との連携(２～３校とアポイントを取り訪問)、情報発信。 

・様々な人に認知してもらう。 

・どの職員も子どもに安定した支援を提供することができる。 

重点施策 ・法人内保育園や他ルームへの訪問を行い、ケース共有や検討会を定期的に

実施する。 

・小学校への見学を通例として行い、普通級のみでなく、特別支援教室、特

別支援学級、特別支援学校との連携も広めていく。また、それらの取り組み

を社内外に発信していく。 

・青空保育やブログの充実を図り、当ルームのことを地域の幅広い人が認知

している。 

・職員がそれぞれ学び、教えあう時間の確保。支援の提案を職員がどの職員

にも行える。 

2 0 2 5 年

度 

目指す姿 ・保育所等訪問支援の開始。 

・小学校との定期的な交流の確立。 

・地域に認められ必要とされる施設になる。 

・どの職員が支援しても保護者と子どもが安心して過ごせる。 

重点施策 ・地域、時勢に合わせたアプローチカリキュラムについて、小学校、保育

園、幼稚園、関係機関と会議や共有会の確立。 

・地域の方が気軽に来所し、くつろいだり育児の相談等を話したりすること
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ができる。 

・職員が急に変更となっても担当スタッフと同様の支援を提示し、保護者に

フィードバックが行える。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム 施設長 岡本 里保 
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２０2３年度 発達支援つむぎ 駒沢ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

 ２０２３年度の駒沢ルームでは、２０２２年度に引き続き「子どもも大人も全力で遊ぶ」というテ

ーマを大切にしていきながら支援に取り組んでいく。また、全スタッフが責任感、やりがいをもって

駒沢ルームの質向上に努め、運営本部スローガン「成長を楽しむ」にのっとり、子どもに成長を促

す、求めるだけでなく、【子どもも大人も成長を感じられる施設運営】を目指し、保護者、地域に選

ばれるルームを築いていく。 

 

●ルーム理念 【子どもも大人も「全力で自然体」で居られるルーム】 

駒沢に関わる全ての人が自由に自分を表現し、感じたこと、やりたいことや自分の思いを伝えられ

る環境を目指す。まずは駒沢で働く大人が遊びや仕事に対して自然体な姿で楽しむ姿勢を見せること

で、「自由に表現したい」「やりたいこと、嫌なことを素直に伝えたい」という子どもたちの気持ち

を育んでいく。その為に、子どもに対しても大人に対しても、下記の思いを大切にしていきながら、

支援、業務にあたっていく。 

・互いの個性を知り、認め合い、補い合い助け合う。 

・互いの得意なこと、苦手なことを知り、認め合い、補い合う。 

・考えや気持ちを否定せず、ありのままの気持ちを受け入れる言葉かけや対話を行っていく。 

・やりたいことを否定せず、実現する為にどうすれば良いかを共に考える。 

  

子どもも大人も自然体で居られることで、誰かが決めたものに取り組むのではなく、「何がしたい

か」「誰と過ごしたいか」「どう過ごしたいか」を【自分で考え、自分で選ぶ】ことができる子ども

や大人を目指す。また、大人は子どもに全てを教え手出しをするのではなく、自分で考えられるよう

な言葉かけや見守りをしていくことで、「自分で考える力」や「経験して学ぶ」ことができるような

関わり方を大切にしていく。 

 

●運営部mission２０２３の遂行 

２０２３年度は、「駒沢」として園、つむぎ共に子育てを行っていく。 

①続・原点回避 

子どもの「生きる力」を育む為、日々の日課、畑仕事を取り入れることを徹底すると共に、なぜ実

施するのかを駒沢スタッフ全員が語れるようになる。 

②小１を知る 

園とつむぎで近隣の小学校へアポイントをとり、どろんこ会の活動や理念を伝えていくと共に、駒

沢の子どもと小学校の児童が交流をもてるようにすることで、地域全体で「主体的」に動くことがで

きる子どもを育てていく。 

③接遇★神対応 

「駒沢を選んでよかった」と思っていただく為、「駒沢」に関わる全ての人への気持ちの良い挨拶

の徹底。また、清潔、安全な環境を駒沢スタッフ全員が「駒沢ごと」と考えられるよう、園、つむぎ

共に係を担い、全スタッフが責任をもって質の向上を目指す。 
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以上の点に力を入れていき、子どもも大人も共に成長していきながら、駒沢ルームに関わる全ての

人が「駒沢ルームに来られて良かった」と思える環境を提供し、保護者、地域に選ばれるルームを目

指していきたいと考える。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 【マンスリー支援の充実、発展】 

・園児と共に生活を行い様々な友達と過ごすことで、互いの個性を認め合

い協力し、時には葛藤を経験する。 

・1週間の中で連続性の支援を実施。「生活」をしっかりと見ていくこと

で、ジブンで歩く力、自然の中で遊び、ホンモノの体験をすること、着替

えやトイレ、食事など生きていくうえで必要な力を育んでいく。 

実践予定内容 ・1週間のうち3日～5日はマンスリーの利用とする。 

・園児と共に生活をする。 

・8時30分から保育園で受け入れをしていくことで、毎日の日課の取り組

み、9時出発を目指す。 

2 計画・ねらい 【日課の徹底】 

・「自分でできることを自分でする」「怪我をしない強い体を育てる」為

に「駒沢」に通う子ども全員が畑仕事、座禅、雑巾がけの実施。 

実践予定内容 ●マンスリー支援 

・毎日園児とともに日課(雑巾がけ、座禅、リズム体操)に取り組む。 

・戸外活動９時出発の徹底。園スタッフとも実現できるよう随時話し合い

を行う。 

●キッズグループ：活動開始時に座禅の実施、終了時に雑巾がけの実施。 

・継続した畑仕事の実施。収穫したもので調理活動の実施。 

・畑だけでなくプランターを活用し、毎日、毎週作物に触れ、成長を感じ

る。 

3 計画・ねらい 【自分で考え、自分で選ぶことができる環境設定】 

・自分で考え、選ぶことができる子どもを育てる為に、公園などの行き先

を大人が決めるのでは無く、子どもたちが自分で行きたい場所、遊びたい

もの、過ごしたい人を決めていく。 

・大人が先回りをし、全てを教え手出しをするのではなく自分たちで考え

られるような言葉かけや対応をしていく。 

実践予定内容 ・毎活動時に行き先を選択できるようにし、過ごす場所を子どもが決め

る。 

・大人は必要に応じて子どもの遊びを広げる関わりをするが、何がしたい

かは自分で選べるようにする。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 【接遇、神対応】 

・「どろんこ会を選んでよかった」と思っていただけるよう、スタッフ、

保護者への気持ちの良い挨拶の徹底。 

実践予定内容 ・子ども、保護者、園スタッフ、駒沢に関わる全ての人へ気持ちの良い挨

拶の徹底。 

・スタッフ全員が駒沢の子ども、保護者と面識があるように、受け入れや
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見送り、「行ってらっしゃい」「おかえりなさい」の挨拶の徹底。 

2 計画・ねらい 【他療育、園訪問の実施】 

・どろんこ会の活動を伝える、また、他機関と繋がりながら全員で子ども

を育てる為に、他療育、園訪問の実施を行っていく。 

実践予定内容 ・園訪問の実施(年間５園以上) 

・他療育への訪問の実施(年間５園以上) 

3 計画・ねらい 【振り返りの内容の充実、お待たせしない待遇の実施】 

・子どもの成長を共に喜び共有していく。 

・活動時間を厳守することで、お待たせしない。 

実践予定内容 ・その日の出来事を写真や動画を使用し、その日の子どもの様子、表情が

わかるように共有する。 

・活動開始時間に活動を始め、お待たせない。 

・来所持には挨拶をして出迎え、その日の子どもの様子をお伺いする。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 【小1を知る】 

・５歳児と１年生の年間連携計画を軸に、「生きる力」を具体化し小学校

へ働きかけていく為に小学校を知り、繋がる。 

実践予定内容 ・近隣の小学校に対しアポイントをとり、見学に行く。 

・校長、小学校の先生と対話し、職員間交流の実施。 

・就学を控えた子どもと一緒に小学校に見学に行く。 

・保育所保育指針、小学校・特別支援学校の最新の指導要領を読み解く。 

2 計画・ねらい 【近隣の施設の活用】 

・子どもが行ってみたい場所(警察署、消防署など)へ子どもと一緒にアポ

イントをとり、出向く。 

実践予定内容 ・活動の中で、子どもに対してどこに行きたいか、どんな職業の人たちに

会ってみたいかを聞く。 

・小学校見学、交流の実施。 

 

 

〈４〉「駒沢」としての次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 【大人のにんげん力up ①「駒沢」としての質向上】 

・スタッフ一人ひとりが接遇、衛生面、安全管理を意識し、駒沢の質向上

に努められるようになる。 

実践予定内容 ・駒沢がより良いものになるよう、スタッフ一人ひとりが今現在の駒沢の

強み、弱みに気付くと共に、何をすれば良いか、何に取り組みたいかを自

身で考え、取り組んでいく(MBO目標に盛り込む)。 

2 計画・ねらい 【大人のにんげんりょくup ②学び続ける姿勢】 

・子ども、保護者、自身のスキルアップの為に学ぶ姿勢を保ち続ける。 

・ルーム内のスキル向上。 

・それぞれのスキルを広め、ルームの知識、質向上に努める。 

・各自研修を受けたらスタッフに共有し、学びを他者に広めていく。 
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実践予定内容 ・スキル講座に各スタッフ年3回以上は参加。 

・外部研修、各スタッフ年2回以上は参加。 

3 計画・ねらい 【チーム力の向上(互いを知り、頼り、高め合う)】 

・日々の業務の中で、子どもの様子、感動したこと、悩んだこと、発見な

ど些細なことを語り、共有する。 

・日々の振り返りの中で、子どもへの理解を深め、支援の質の向上を目指

す。 

実践予定内容 ・毎週水曜日、ルーム会議の実施。 

・活動の振り返りは毎回実施し、充実した振り返りになるよう随時方法を

検討していく。 

 

 

〈５〉「駒沢」としての環境実施目標 

1 計画・ねらい 【気持ちの良い環境を維持する為の、職員の意識向上】 

・清掃、整理整頓の徹底(内部監査、衛生面指摘項目0を目指す)。 

・全職員が責任をもって自ルームを大切にする心を持つ。 

実践予定内容 ・ルーム全体で内部監査時に衛生面指摘項目0を目指す。 

・内部監査に向けて実施するだけでなく、日々の業務の中で衛生係が中心

となり月の衛生チェック項目に沿って清掃を実施し、ルームを清潔に保つ

意識、責任を全職員がもつ。 

 

 

〈６〉併設園としての深化、環境の工夫 

1 計画・ねらい 【駒沢に関わる全ての人との「対話」を大切にしていく】 

・つむぎ、保育園などの枠にこだわらず、駒沢に関わる全ての子どもや大

人と「対話」をしていき、互いを知る。 

・子どもも大人も混ざり合う。 

実践予定内容 ・日々の保育の中での共有事項、子どもの成長などを、会話やチャットの

中で共有、報告し合う関係作り。 

・職員同士言葉をかけあい、気になることはその都度互いに伝え合う。 

・日々の保育の中でマンスリー児や保育園児の成長やエピソードを語り合

う。 

・月に１回ケース会議、策定会の実施。 

2 計画・ねらい 【現在の環境に対して、混ざる為の工夫を試行錯誤していく】 

・併設園としての課題を、環境のせいにしない。 

実践予定内容 ・ 

・園内、つむぎ内での事務連絡を共有し合う。 

・まずはマンスリー活動中、つむぎスタッフは園内で事務仕事を実施。互

いに仕事をしながら自然なコミュニケーションを図り、対話をする。 

・つむぎや保育園の環境を互いに利用しながら、自然に混じり合う。 

3 計画・ねらい 【駒沢としての質向上】 

・子ども、環境、保護者対応、駒沢に関わる人たちへの質向上を、「駒沢

ごと」として考えていく。 

・日々の活動を共に考える。 
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実践予定内容 ・係(衛生、畑、防災など)を園、つむぎスタッフで一緒に行っていくこと

で、「駒沢」を清潔、安全に保つ意識をもつ。 

・園会議、策定会議(つむぎ)、要支援児会議などを一緒に実施していくこ

とで、ルームとしての質向上を駒沢全員で目指す。 

・週案、月案を一緒に園、つむぎ共に考え立案する。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

  ８時３０分～１７時３０分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士１名 

 機能訓練担当３名（心理士３名、作業療法士１名） 

 音楽療法士１名 

 児童指導員２名 

 その他指導員０名 

 

 

 

3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設け、資料を使

った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 

給食運営会議 月1回 ・開催される会議に参加し、議事内容の情報共有をする。 
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事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット、インシデント、事故の共有。  

・再発防止策の確認。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など。 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行。 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進。 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表。 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表。 

食育会議 年4回 議事内容の情報共有。 

保健会議 年4回 議事内容の情報共有。 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 テーマに即した実践と成果報告。 

 

 

〈３〉各種係の設置 

スタッフが「駒沢」として施設の運営に努められるよう、園、つむぎスタッフで係を実施していく。 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導。 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策。 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起。 

防火管理者  防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進。 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理。 

畑係  ベランダ、ピロティのプランターの整備、計画的な活動の立案。 
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生き物係 限られた環境の中でも子どもたちに必要な労働ができるよう、園、

つむぎスタッフでどんな生き物を育てるか、労働につなげていくか

を考える。 

事故防止委員 ・月に１回事故防止委員を開催。各クラスのヒヤリハットなどを共

有し、特に重要事項については園会議にて話し合いを実施する。 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 駒沢どろんこ保育園や保護者と協働し、祭りを企画・実施する。 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 

【駒沢どろんこ保

育園の子どもたち

と共に生活をして

いく】 

上半期 

 

・8時30分の受け入れ開始。朝の職員の動きの確認、修正。 

・「ジブンで歩く」ことや、食べることなどの「生活の中で必要

な力」を育てる。 

・戸外活動で全身を使って遊び、お腹が空いた感覚を味わい、食

べる意欲に繋げていく。 

下半期 

 

・子ども同士の関わり合いの中で、様々な葛藤場面、成功体験を

経験する。 

・友達の遊びを真似ることで、遊び、興味の幅を広げていく。 

・散歩先を自分で選択する。 

・長距離散歩に挑戦する。 

キッズグループ 

【自分で考え、自

分で選ぶ】 

 

上半期 ・やりたいこと、過ごした場所、人を自分で考え、自分で選ぶ。 

・異年齢で活動することで、様々な年齢の友だちと関わる。 

下半期 ・上半期に引き続き、自分で考え、自分で選ぶことを大切にして

いきながら、子ども同士の関わり合いも深めていく。 

・子ども同士で何の遊びをするか、どんなものを作りたいか（調

理活動など）を話し合う時間を設けるようにする。 

個別支援  ・個別支援からスタートした子どもも、グループ支援への移行を

目指す。 

・大きな家として、個別支援の子どもも状況に応じてグループ支

援に入るなど臨機応変に対応していく。 

・子どもがやりたいことにじっくり取り組む。 
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事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施。 

・「相談支援記録」。 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施。 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用。 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整。 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用。 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 【「食」を楽しいと感じる】 

・空腹感を味わった上で、自然と「食べたい」という気持ちになるよう

に、9時出発を徹底し戸外での活動を充実させる。 

・友だちと食を一緒にすることで、食への興味が乏しい子どもも、友達食

べている様子を実際に見ていくことで、食への興味関心を高めていく。 

実践予定内容 ・マンスリー活動時は給食を園児と共にとる。 

2 計画・ねらい 【食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践】 

・自らが畑で育てたものを収穫・調理・食べる経験をする。 

・「命をいただく」ということを体験し知る。 

実践予定内容 ・1か月に1回の畑活動の実施。 

・通年で、プランター栽培の実施。 

・活動での調理活動の実施（育てるもの、作るものは子どもたちが決め

る）。 

・保育園の調理員さんを招き、プロに料理を学ぶ。 

・魚をさばき、命をいただくことを知る体験の実施。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 
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流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月～9月：手足口病・咽頭結膜熱・ヘルパンギーナ・とびひ12月～

3月頃･･･インフルエンザ・ウイルス性胃腸炎・RSウイルス 感染症 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

ダイアップ･･･特になし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在8名が、研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在2名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については4月30日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指 

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 虐待防止研修 年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年２回／９・２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 
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〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 【安全な環境】 

・子どもたちが安全に遊べる環境の確保。 

実践予定内容 ・公園に到着後、危険物が無いか確認の徹底。 

・園内での過ごしの中で、危険物が無いかの確認の徹底、床に落ちている

ものを片付けるなどの危険防止の実施。 

・全体把握の法人ルールの確認を全職員と実施。全体把握のスタッフの役

割の確認、また、実施できていない場合は都度気付いたスタッフが言葉か

けをすることで改善していく。 

・園、つむぎスタッフ互いに言葉を掛け合いながらの保育を実施。 

・子どもに合った言葉かけができているか、振り返りの際にスタッフの動

きや対応について疑問に思ったことはその都度話し合いを実施し、大人の

保育スキルの向上に繋げていく。 

・事故防止委員会の実施。また、事故が起きた際には園、つむぎ関係なく

スタッフが参加し、改善策を共に考える。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 看板 玄関 毎日 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 法人の定める、マニュアルに則って行動をする。 

2 実践予定内容 安全対策係が中心になり、事故報告やインシデント、ヒヤリハットを分析 

し、再発防止に努める。なお、個人の危機予測の力が高まるよう、子ども 

が遊んでいる写真などを用い、起こりうる事故やケガを協議する。 

3 実践予定内容 防火管理者が中心となり、避難訓練・不審者進入訓練を行う。訓練の訓練 

とならないよう、参加者が実際に起こりうるという意識を持ちながら参加 

できるようにする。なお、全利用児が年に1回は訓練に参加できるように 

し、有事に備える。 

4 実践予定内容 光化学スモッグについては、自治体の情報を職員に即座に伝達し、マニュ 

アルに則って戸外活動を避けたり、戸外活動を切り上げて戻ってきたりと 

いう判断が迅速に行えるようにする。 
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6. 実習生・中高生の受入 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

次世代育成の観点から、要請があった場合には積極的に受け入れを行い実習生やボランティア一人 ひ

とりの様子に合わせて、具体的かつ丁寧に援助・指導を行う。 

1 実践予定内容 児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり、地域研修の場で 

もあるため、実習生・研修生を積極的に受け入れ、地域におけるボランテ 

ィアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を 

育成する。 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援

方法 や教材教具の活用、また一人ひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で

共有する。  

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」な

ど、 施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資

料を用い、 場合によってはつむぎ施設内外から講師を招聘するなどしてテーマとなる事柄を

深く掘り下げる研 修を行う。  

③ 園と合同でのケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり

方についてなど切り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１

回としケース提案者は 全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望する方がいれば回数

を増やし随時開催する。  

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努

力をする。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマにつ

いては他施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。  

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調

整し積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむ

ぎ各施設の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。  

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別
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支援 学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、見地を広げるよう努める。また、地域行政

が行う研修 には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。  

⑦ 「子育てスキル講座」への参加と企画：社内で企画される子育てスキル講座に積極的に参加す

る （全スタッフが半期に一度の参加）また、つむぎ間での連携で講座の企画に関わる機会を

持ち、情 報発信していく。 

朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有す

る機 会を持つ。 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 人権チェックおよび虐待

防止研修 

③ 安全管理 

① コンピテンシー自己採点  

② 人権チェックおよび虐待防止 研

修 

③全体把握、危機管理の共有、確認 

5月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 熱中症予防 

③ 接遇 

① コンピテンシー自己採点 

② 熱中症についての知識理解を深

める 

③ 法人を選んで良かったと思える

接遇をスタッフ同士で話し合い

遂行する 

6月9日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 水遊びのリスク管理研

修・法人内のフロー確認 

③ コンピテンシー自己採点  

④ 水遊びのリスク管理研修・法人

内のフロー確認 

7月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 夏の感染症予防 

③ 園長大学®保育士大学 

① コンピテンシー自己採点  

② 夏に流行する感染症の確認、予

防策の知識を得る 

③ スタッフ内でのスキル向上 

8月18日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 小学校指導要領について

学ぶ 

① コンピテンシー自己採点  

② 小学校指導要領の読み込みの実

施 

9月8日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 地震災害時の対応、非常

食、災害グッズの確認、

戸外活動時に災害が起こ

った際の対応 

③  

① コンピテンシー自己採点  

② 地震災害時の対応、非常食、災

害グッズの確認、戸外活動時に

災害が起こった際の対応 

③  

10月13日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 人権チェックおよび虐待

防止 研修 ・人権、虐待

① コンピテンシー自己採点  

② 人権チェックおよび虐待防止 研

修  ・人権、虐待についての理
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についての理解 ・法人内

のフローの確認 ・所属園

内でできる支援 

解 ・法人内のフローの確認 ・所

属園内でできる支援 

11月10日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 冬の感染症予防 

① コンピテンシー自己採点  

② 冬に流行する感染症の確認、予

防策の知識を得る 

12月8日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 事業計画の振り返り 

① コンピテンシー自己採点  

② 次年度に向けての想いやできた

こと、今後実施したいことの洗

い出し 

1月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 2023年度の振り返り・

感染症の種類、予防策・

嘔吐処理の対応、法人内

のフロー確認 

① コンピテンシー自己採点  

② 2023年度の振り返・感染症の

種類、予防策・嘔吐処理の対

応、法人内のフロー確認 

2月9日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点  

② 2024年度の支援内容の

確 認・今年度の取り組み

の振り返り・2024年度

のより高い支援に向けて 

① コンピテンシー自己採点  

② 2024年度の支援内容の確認・

今年度の取り組みの振り返り・

2022年度のより高い支援に向

けて 

3月8日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 2024年度に向けて・具

体的な支援内容の話し合

い  

① コンピテンシー自己採点  

② 2024年度に向けて・具体的な

支援内容の話し合い  

 

 

〈２〉外部研修への出席 

２～３月実施の「外部研修受講アンケート」に基づき、施設長および発達支援事業部が推薦する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

 現在関係が築けている公園管理事務所やコンビニなどと関係を築いていき、さらなる交流を目指

す。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回 公園名：駒沢オリンピック公園にて 

保育園と合同で実施 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・公園で活動が一緒になった際に近隣の小学生との交流をもつ  

・近隣にある高齢者施設（世和クラブ）との交流 

・小学校見学の実施。 

異年齢交流 ・保育園への活動参加 。 

・異年齢グループの実施。 

地域拠点活動 ・駒沢オリンピック公園 。 

・駒沢管理事務所との連携。 

・子どもが行きたいと思う場所(警察署、消防署)と子どもたちと繋が

る。 
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9. 小学校との連携の計画 
① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障害の特性、児童発達支援として

行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

近隣の小学校への見学を実施していき交流を目指す。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を５月１日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 世田谷区立東深沢小

学校 

5名予定 

(子ども

を含め

る) 

学校見学 (東深沢小学

校教室) 

・職員間交流  

・子ども間交流 

7月頃 目黒区立八雲小学校

支援学級 

5名予定 

(子ども

を含め

る)５名

予定 

学校見学(八雲小学校) ・職員間交流 

・子ども間交流 

7月頃 目黒区立 

鷹番小学校 

5名予定 

(子ども

を含め

る) 

学校見学(鷹番小学校) ・職員間交流 

・子ども間交流 

9月～10月頃 世田谷区立 

深沢小学校 

5名予定 

(子ども

を含め

る) 

学校見学 (東深沢小学

校教室) 

・職員間交流 

・子ども間交流 
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9月～10月

頃 

久我山青光学園 5名予定 

(子ども

を含め

る) 

学校見学 (久我山青光

学園) 

・職員間交流 

・子ども間交流 

9月～10月

頃 

矢口特別支援学校 5名予定 

(子ども

を含め

る) 

学校見学(矢口特別支

援学校) 

・職員間交流 

・子ども間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

・児発管が中心となり、ルーム内会議の場でスタッフ全員が策定会議に参加していく。 

・半年を待たずして目標を達成したり、幼稚園や保育園、その他関係機関とのケース検討の結果必

要と考えられたりする場合には随時更新していくこととする。 

・マンスリー児、保育園利用児の計画は園スタッフと共に策定会議を実施し作成する。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：7名予定） 

策定会議だけでなく、ケース検討会を実施することで、子どもへの理解をスタッフ全員で深め、支援

内容の充実に繋げていく。 

つむぎスタッフだけでなく、園のスタッフと共に実施。 
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〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

就学支援シートを作成し、子どもの共有を行う。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育 月1回   公園名：駒沢オリンピック公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年６月３０日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：９時３０分 

自己評価終了予定時刻：１０時３０分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 



20221215版 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 末まで

に目指し

た姿 

重点施策 ①チーム力の向上 

②つむぎ駒沢ルームからの発信(研修の実施、ブログ更新など) 

振り返り ①チーム力の向上 

・年度内にスタッフの入れ替わりもあったが、その都度駒沢で大切にしてい

る支援の取り組みを共有しながら、チームとなって一年を過ごすことができ

たと感じている。 

・ヒヤリハットの共有、日々の業務連絡、子どもの成長や変化などを朝礼、

終礼を活用し話す時間を設けることができた。 

・グループの振り返り方法を見直すことで、子どもの目標に対しての振り返

りの徹底、スタッフ連携の振り返りなど丁寧に行うことができた。 

②つむぎ駒沢ルームからの発信 

・ブログ担当を決め、毎月漏らすことなく日々のマンスリー支援や戸外活動

の様子を発信することができた。 

・研修の参加については、各自参加をしても共有をすることまでは実施でき

なかったので、来年度引き続き課題として取り組んでいきたい。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２３年度 目指す姿 【併設園としての環境課題へ試行錯誤する1年】 

重点施策 ・混ざる為の環境の工夫の徹底。 

・スタッフ同士の対話の実施。 

・園会議などの活用、内容の見直し。 

２４年度 目指す姿 【駒沢としてのチーム力の向上】 

重点施策 ・2023年度の取り組みを活かしさらなる環境、関わりの深化を目指す。 

２５年度 目指す姿 【インクルーシブとして「当たり前」な環境・併設園としてのモデル園にな

る】 

重点施策 ・スタッフ全員が「駒沢ごと」として考えられるインクルーシブな環境とな

る。 

 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 駒沢ルーム 施設長 清水 郁 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 目白ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

ルームスタッフ一丸となって徹底的に“つむぎだからこそ”を追い求めていき、必要な

支援を提供していく。戸外活動、長距離散歩、畑仕事、生き物の世話、さくらんぼリズ

ム、雑巾がけ、座禅などの「生きる力を育む」ために必要な日課・基本活動や、火・水・

土をはじめとした１０より１００のホンモノの経験を通して、どろんこ会が掲げる「６つ

の力」を身に着けることができる環境設定を行い、つむぎだから成長できることを増やし

ていく。「子どもが自己選択すべきこと」と「大人が教えねばならぬこと」を把握し、計

画的に環境を用意していく。 

そのためにスタッフは園長大学®保育士大学などを活用し、常に学び続けながら自身の

支援を更新したり、ホンモノの体験を語ったりすることができるように「にんげん力。」

を高め、常に背中を見せられるような人材を目指していく。地域の保育園へのアウトリー

チはもちろんのこと、すべてのスタッフが小学校にも足を運んで授業を見学し、小学１年

生の生活を知ることで逆算した子育てを行っていく。 

子どもへの支援だけでなく、保護者支援・接遇においても質の高いサービスを求めてい

く。質の高い子育て支援だけでなく、最高品質の接遇を提供することで、「最高に幸

せ！」と思われるような選ばれる施設を目指す。 

また、地域の未来を担う子どもたちが地域と共に成長できるように、近隣の小学校、保

育園、中学校、図書館、福祉施設、寺など様々な人や場所と連携を取りながら、混ざりあ

いながら、インクルージョンを実践していく。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：日課・基本活動の実施。 

ねらい：さくらさくらんぼリズム体操や雑巾がけ、座禅などの日課を当た

り前に実施し、継続して積み上げていく事で「強い心と体」の基盤を作っ

ていく。 

実践予定内容 「強い心と体」を育てるべく心身の健康の基盤をつくるために、日課を毎

日当たり前に支援として取り入れていく。 

2 計画・ねらい 計画：設定されない・自分で考えて動ける環境づくり。 

ねらい：自分で考え、選択して動ける力を付けるために、設定されない環

境の中で、自分の意見を持ち、活動を考え、周りも巻き込みながら自分の

やりたい事を選択できる仕組みづくりを行う。 

実践予定内容 やりたい事をやりたい時にやりたい人と一緒に活動できる環境（自分で必

要なものをいつでも自由に取り出せる環境）を設定し、自分で考えて選択

する力を付ける支援を提供していく。 
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3 計画・ねらい 計画：異年齢を主とした直接体験のグループ支援。 

ねらい：支援を通して、①友だちとの協働②感情コントロール③目標の達

成を子どもたちが育ちあいながら身につけていく。 

実践予定内容 他者との関わり合いの中で、意見を共有し試行錯誤するグループ支援を行

っていく。 

４ 計画・ねらい 計画：幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿を意識した支援と記

録。 

ねらい：幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿の視点から支援を考

え、見守る支援を実践し、適宜ポートフォリオ等にて記録としてためてい

き、環境設定やスタッフが行う支援を更新していく。 

実践予定内容 幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿の育ちの検証と実践と記録を

積み重ねていく。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：保護者や地域を繋げる場所になる。 

ねらい：つむぎが保護者同士でつながる場、保護者と地域がつながる場に

なっていくために、ともに学び情報交換し、保護者もインクルージョンへ

巻き込んでいく。 

実践予定内容 座談会等で保護者同士のつながりを作ったり、地域の方々を招待などした

りして縦も横も関係性を紡ぐ地域の子育て拠点づくりを目指していく。 

2 計画・ねらい 計画：最高品質の接遇を目指していく。 

ねらい：「つむぎって最高！」と常に感じられるような最高の接遇を心掛

けていく。常に保護者の心に寄り添いながら、期待値を上回る保護者支援

を目指す。 

実践予定内容 コンピテンシーに基づく最高品質の接遇と心に寄り添った支援を実践して

いく。 

3 計画・ねらい 計画：誰もが一息つける空間にする。 

ねらい：子育てに限らず、悩みがあって目白ルームに来ると、ホッと落ち

着ける雰囲気にするために物的にも人的にも環境づくりをしていく。卒園

してもまた来たくなる施設になる。 

実践予定内容 ほっと一息つけるカフェの環境づくりと、他者に安心感を与えられるよう

な人材の育成をしていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：地域でのインクルージョンの実践。 

ねらい：当たり前につむぎの子どもたちが街に溶け込んでいるようなイン

クルージョンが展開されることを目指していく。 

実践予定内容 池三商店街、椎名町商店街、目白図書館、近隣の区立公園、保育園、福祉

施設などの地域資源を活用しながら地域と共に子育てを行っていく。 

2 計画・ねらい 計画：気軽に相談できる拠点として認められる。 

ねらい：「いつ」「どこで」「だれでも」気軽に相談できる地域の拠点に



20221215版 

なる。特別な場所で特別なことをしているのではないと伝えられる環境や

関係を築く。 

実践予定内容 図書館や自治会の掲示板などに目白ルームの活動の様子を掲示してもらっ

たり、地域の方をカフェに招待したりして、特別な場所で特別なことをし

ているのではないと伝えられる環境や関係を築く。 

3 計画・ねらい 計画：ホンモノの経験ができる場所として地域の方々にも認知される 

ねらい：施設内やつむぎ利用児にとどまらず、地域の人たちと共に活動を

展開させることで、目白ルームが火・水・土などホンモノの経験ができる

場所として認知されるようにアウトリーチを進めていく。 

実践予定内容 近隣の保育園、福祉施設などと一緒に活動を展開することで、つむぎの良

さを知ってもらい、地域に認められるルームになる。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 計画：スタッフの「にんげん力。」のさらなる向上。 

ねらい：経験をその場だけの出来事と捉えるのではなく、未来の経験や成

長に繋がるものとして捉え、子どもたちの「にんげん力。」の向上につな

げていけるスタッフの育成をしていく。 

実践予定内容 大人が背中を見せることを意識し、スタッフがまず経験する・学ぶ、とい

う事を徹底していく。 

2 計画・ねらい 計画：支援を楽しめる、好奇心やチャレンジ意欲をもったスタッフの育

成。 

ねらい：「楽しくなければつむぎじゃない」を根底に置き、子ども一人ひ

とりの「ワクワク」「ドキドキ」を追い求めていくことができるスタッフ

の育成をしていく。 

実践予定内容 園長大学®保育士大学をはじめとした研修の受講やスタッフがチームで支援

内容を考えていけるようなチームビルディングの構築。 

3 計画・ねらい 計画：機会を排除しないスタッフの育成。 

ねらい：「危ないから子どもにやらせない」「子どもにはまだはやい」と

安易に決めつけるのではなく、「どのようにすればよいか」という思考を

持てるスタッフの育成。 

実践予定内容 園長大学®保育士大学によるリスクマネジメント研修の受講とルーム内研

修、OJT研修の実施によるスタッフの育成。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：食の循環、環境への意識を育む 

ねらい：畑仕事や食材加工、生き物の世話などを通して食の循環や環境へ

の意識を高めていく。 

実践予定内容 自園で育てた食材を使用した調理活動や生き物の世話などを通した環境教

育を行っていく。 

2 計画・ねらい 計画：園庭をはじめとした植樹などにおける木陰づくり 

ねらい：省エネ、省電力、カーボンニュートラルなどを理解するためのき
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っかけづくりを行う。 

実践予定内容 園庭に植樹を子どもと共に行い、配置や効果などを大人も子どもも考えて

みる。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

 ９時００分～１８時００分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士３名 

機能訓練担当スタッフ3名（作業療法士2名、理学療法士1名） 

 

 

 

3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設け、資料を使

った研修を行う。 

・園長大学®保育園大学を活用し研修を行う。 

給食運営会議 月1回 該当なし。 

事故防止委員会 月1回 自園や他園のヒヤリハット、インシデント、事故記録簿の検

証を行う。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する。 
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共有会議 月1回 グループ活動や子育ての質会議の共有を行う。 

ケース会議 月1回 現状の問題点や分析、対策を検討する。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 四半期１回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育にかかる事項の検討、マニュアルの確認と改訂 

保健会議 年4回 保健にかかる事項の検討、マニュアルの確認と改訂 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と勉強会 

リーダー級職員によるルーム内の質の向上 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者 防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者 飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食品

サンプルの管理 

畑係 園庭のプランター・樹木の整備、計画的な活動の立案 

生き物係 めだかやドジョウなどの飼育管理、ビオトープの管理、動物や植物

に触れる機会の検討立案 
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〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

アトリエ係 メジロックとのアート活動の窓口、交流活動の推進 

異世代交流・目白協和会係 地域活動の窓口、各種地域行事の参加推進 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

異年齢グループ 上半期 

3～5歳児 

・自分の気持ちを表現して楽しい気持ちを共有する 

・友だちとのやり取りを楽しむ 

・日課・基本活動の実践 

下半期 

3～5歳児 

・みんなで協力してひとつの事をやり遂げる 

・人とのかかわりの場所を広げ、食の循環や環境への意識を高め

る 

・異年齢ならではの育ちあいを経験する 

・日課・基本活動の実践 

親子グループ 上半期 

1～2歳児 

・つむぎが安心できる場所となるよう、保護者や友だちと一緒に

楽しみながら活動する 

・体づくりを中心に親子のかかわり、友だちとのかかわりを様々

な場面で経験する 

・日課・基本活動の実践 

下半期 

1～2歳児 

・楽しい場所に、いつもの友だちが来ているという安心感からお

互いを意識しやり取りが増える 

・保護者と離れても安心して活動に参加できる 

・日課・基本活動の実践 

個別支援  ・それぞれにあったペースで活動をおこなう 

・同じ時間に活動している友だちと場を共有したり一緒に活動し

たりする 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」を活用 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 
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関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 計画：自分で育てて自分で食べる。 

ねらい：種や苗を植えるところから収穫までを経験すると同時に収穫した

野菜から種を得ることを知る。 

実践予定内容 畑で土に触れ野菜の栽培を行う。 

2 計画・ねらい 計画：食を通して様々な“楽しい”を経験する。 

ねらい：様々な形での食を楽しむ。 

実践予定内容 季節の食材を味わい行事に即した調理や加工（梅ジュース・干し椎茸・夏

野菜カレー・やきいも・ジャムなど）を経験する。 

3 計画・ねらい 計画：子どもと一緒に大人も食べる 

ねらい：保護者やスタッフと一緒に食べることで、「ともに生きる＝食べ

ること」についての意識を高め、どろんこ会の食育の観点が日々の生活に

般化されることをめざす。 

実践予定内容 調理活動にてスタッフや保護者が率先して食べてみる。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

10月～1月頃…嘔吐下痢症 

11月～3月頃…インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

ダイアップ･･･該当なし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在７名が、研修受講し、修得済み 
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その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

感染症発生の場合は速やかに本部に報告し感染拡大防止の対策を強

化する 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック・虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／2･9月に実施 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 計画：自分で考えて、自分で選択する環境づくり。 

ねらい：自分で考え、行動できるようになるために環境設定を行う。 

実践予定内容 自分で考え、行動できるようになるため、支援の内容や順番は大人が決め

ず、子どもが選択できるように設定。自らが選んだやりたいことに集中し

て取り組めている状況を作る。 

2 計画・ねらい 計画：みんなで考え、話し合い、自分たちで決めていく力を育てる。 

ねらい：自ら行動する力を育てるとともに、友だちと試行錯誤しながら活

動を展開できるようにする。 
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実践予定内容 決まりきったルールにはめるのではなく、子どもたちがルールを決めた

り、選択をしたりするなど、子ども主導の活動を当たり前に行っていく。 

3 計画・ねらい 計画：身近な生き物を通して生死が感じられる環境。 

ねらい：生き物にとって良い飼育環境はどんなものかを考えたり、調べた

りして、飼育物を自分の仲間のように身近に感じる。生き物へのより深い

興味や理解、愛着が生まれ、生死に向き合うきっかけとする。 

実践予定内容 生き物の飼育を通し、ただ可愛がるだけではなく、命を育む活動として、

全ての世話を子どもたちと共に行っていく。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 手作り棚 グループ支援室 毎日 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 緊急時における対応について「緊急時対応マニュアル」に従い、全スタッ

フが対応を理解し、それぞれが役割を実行できるように訓練する。 

非常災害に備えて消火設備等の点検をするとともに年間防災計画に沿って

訓練を実施し、避難方法や関係機関・団体への通報及び連絡体制を確認す

る。また、それらを定期的に保護者へ周知する。特性ごとの災害対応につ

いても理解しておく。 

2 ケガ事故防止 不必要なケガや事故を防止するために、室内や屋外のハザードマップの作

成と定期的な見直しを行う。他園で起きたものも含め、ヒヤリハットやイ

ンシデント、事故記録簿を職員間で共有し改善策を出す。 

3 防犯 外部からの不審者の侵入など、子どもが犯罪に巻き込まれないように事業

所としての防犯マニュアルを定期的に確認するとともに関係機関、団体と

連携して見守り活動や防犯にかかわる安全確保への取り組みを行う。 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグに対しての正しい知識を身につけ、注意報発令の把握に努

める。発生時には、危機管理マニュアルに則って対応し行政判断を仰ぐ。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修

生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現

場で活躍する人材を育成する。 

種類）中高生の体験学習の受入／保育養成校・専門士養成校の学生の実習受け入れ／一般および学生
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の各種ボランティアの受け入れ 

1 情報の発信 インターネットやSNSを活用して、ボランティアや実習を受け入れている

ことの情報を発信する 

ボランティアや実習の依頼元となる学校などを調べ、連携する準備を行う 

2 受け入れ 新型コロナウイルスの状況を鑑みながら、積極的に受け入れる。スタッフ

の受け入れ体制を整え、準備を行う 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月4日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ガイドライン、保育所保

育指針読み合わせ 

③人権チェック・虐待防止研

修 

自己の振り返り 

児童発達支援ガイドライン、保育所

保育指針を読み解く 

人権チェック・虐待防止研修を行う 

5月9日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  6つの力と10の姿 

③   「遊び」について学ぶ

（園長大学®保育士大学） 

自己の振り返り 

どろんこ会の6つの力と幼児期まで

に育ってほしい10の姿を学ぶ 

遊びについて学びを深める 

6月13日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  戸外遊びとリスクマネジ

メント 

③保育と自然を考える（園長

自己の振り返り 

戸外遊びとリスクマネジメントを検

討する 

保育と自然について、対話的に学ぶ 
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大学®保育士大学） 

7月11日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  地域の保育所、幼稚園 

③インクルーシブ保育につい

て（園長大学®保育士大学） 

自己の振り返り 

地域の保育所、幼稚園を知る 

インクルーシブ保育について考える 

8月8日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  学校を知る＆学校連携 

③保育環境について（園長大

学®保育士大学） 

自己の振り返り 

地域の学校を知り、連携を考えてい

く 

適切な保育環境について学ぶ 

9月12日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ポートフォリオからの成

果報告 

③心の育ちと言葉がけ（園長

大学®保育士大学） 

自己の振り返り 

ポートフォリオからの成果報告を行

う 

心の育ちと言葉がけについて学ぶ 

10月10日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック・虐待防止

研修 

③表現について（園長大学®

保育士大学） 

自己の振り返り 

人権と虐待防止について学ぶ 

表現について学ぶ 

11月14日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  利用者アンケート振り返

り 

③アウトドア入門（園長大学

®保育士大学） 

自己の振り返り 

利用者アンケートの振り返りを行う 

保育で実践できるアウトドアを学ぶ 

12月12日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者支援について 

③おもちゃについて（園長大

学®保育士大学） 

自己の振り返り 

保護者支援の現状と今後の課題につ

いて検討する 

おもちゃについて遊び方や効果を学

ぶ 

1月9日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  地域との連携と体験活動

について 

③絵本・紙芝居について（園

長大学®保育士大学） 

自己の振り返り 

地域との連携と体験活動について、

質的検討を行う 

絵本や紙芝居の使い方について学ぶ 

2月13日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ポートフォリオからの成

果報告 

③ファシリテーション（園長

大学®保育士大学） 

自己の振り返り 

ポートフォリオからの成果報告を実

施する 

ファシリテーションについて学ぶ 
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3月12日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度打ち合わせ 

③待つ保育（園長大学®保育

士大学） 

自己の振り返り 

次年度打ち合わせ 

見守る・待つ保育について学ぶ 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域の様々な人や施設と連携を図り、交流の方法を探るとともに合同活動の実現へつなげる。 

商店街やギャラリーと協力し、つむぎが地域の一員になるような企画をする。 
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〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：上がり屋敷公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 「コンチェルト目白デイサービスセンター」との交流の場を設ける  

感染防止に留意しながらできる限り交流を深めていく 

訪問が難しい場合はオンラインでの実施も検討する 

異年齢交流 戸外活動及び青空保育で出会う他園や地域の子どもたちとの交流 

系列園のスタッフとのつながりを強める 

地域拠点活動 福祉作業所のアートコラボ活動の継続 

地域としての福祉活動の発信につなげる 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

市内の学校説明会、学校公開に関しての情報を適宜収取し、できる限りの参加を試み、実際の小学

生たちの姿を見ることで就学後の姿を見据えた支援を目指していく。幼少接続プログラムを意識し、

所属園を積極的に訪問し、生活に根付いた支援、就学を見据えた連携について模索し、考えていく。 

また、相談支援事業所、併用事業所を見学し、連携を図るとともに、子ども家庭支援センターとの

連携を強化し、適切な支援について多角的に考えて行く。そして、近隣の発達に関する医療機関につ

いても学び、必要なときに情報提供できるようにしていく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を6月1日（木）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

10月頃 池袋第三小学校  

1年1組 

4名予定 校庭交流（池袋第三小

学校校庭） 

子ども間交流 

10月頃 王子特別支援学校  

 

3名予定 授業参観（教室） スタッフ間交流 

11月頃 大塚特別支援小学校  

 

２名予定 交流（大塚特別支援学

校） 

子ども間交流 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
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① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

児童発達支援管理責任者が、保護者の意向、子どもの適正、特性を踏まえ、提供するサービスの適

切な支援内容等について検討し作成する。 

提示の2ヶ月前に保護者にモニタリングを実施し、子どもの家庭や園での様子、保護者のニーズなどに

ついて適切に把握。1ヶ月前に児童発達支援管理責任者を中心とした策定会議を行い、多角的に子ども

の発達を捉え、適切な支援を考える。6ヶ月に一度以上個別支援計画の作成を行うが、子どもの状態や

家庭状況などの変化に合わせて支援の見直しをする場合がある。また、個別指導担当者が支援計画を

作成し、児童発達支援管理責任者が確認して提示する。 

所属園に訪問し、担任らと共に支援に対する共通理解を持つための策定会議を行った場合は、速や

かに支援計画の書き換えを行い、園訪問での話し合いをもとにした支援内容を書き加える。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 

 通所している子どもへの支援の妥当性をケース会議にて、さまざまな職種のスタッフより検討を行

っていく。つむぎで見せる姿だけではなく、家庭、所属園、つむぎそれぞれの場所での様子を踏まえ

て子どもにとって最善の支援を考えていく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

就学支援シートおよび電話などで進級引継ぎおよび小学校への引継ぎを行う。当施設での子どもの

様子、提供した支援内容、必要と思われる配慮事項などを伝える。また、子どもの発達過程を踏まえ

「できること」「得意なこと」などを積極的に伝え、進級先および小学校での今後の見通しとなるよ

うな引継ぎを行う。 
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11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

勝手籠設置 （月）～（土）9:00～17:00 

青空保育 月1回   公園名：上がり屋敷公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年度「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である 

時期未定 

自己評価開始予定時刻：１０時００分 

自己評価終了予定時刻：１５時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 その先の未来へつなぐ取り組みの実践 

 

振り返り 生きる力を育てるためのホンモノの経験を通して、他者と協働するために必

要な力の成長を見守ることができた。また、地域の保育所、福祉施設、公共

施設、商店街などと共に一緒に活動を展開し、アウトリーチを行うこともで

きた。 
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〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２０２３

年度 

目指す姿 「どろんこだからこそ」を追い求めながら、アウトリーチを展開していく 

 

重点施策 １０より１００のホンモノの経験を通し、日々発生する葛藤やエラーを経験

し、積極的に戸外活動含む“地域”（アウトリーチを行う）に出ることで、

さまざまな人がいてさまざまな考えがあり、自分も他人も受け入れることが

あたりまえの思考を育む。 

２０２４

年度 

目指す姿 地域の一員として社会を形成する 

 

重点施策 地域に出ること、地域の中に混ざること、地域の一員として役割を担ってい

くことを念頭に、単独拠点ならではのインクルージョンを実現させていく。 

２０２５

年度 

目指す姿 地域に認められるインクルージョンの拠点となる 

 

重点施策 つむぎ目白ルーム＝インクルージョンを実践している拠点として、地域から

認められる施設となる。子どもたちの生きる力を、地域を形成する一員とし

て、地域の方々と共に身に着けていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 目白ルーム 施設長 増田 義之 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 横浜西口ルーム 

事業計画書 
 

 

1. 基本方針 
法人理念である「にんげん力。育てます」に基づき、発達支援つむぎ 横浜西口ルームでの子育て目

標を「自分で考え、自分で決め、自分らしく生きていける人になっていく。自分と他人をお互い認め

合い、助け合える関係を作れる人を育てる。またそれを支えられる地域を作り上げていく」と定め、

基本方針とする。 

加えて、２０２３年度施設運営方針である「学び直し、学び続ける園運営」および、運営本部Mission

である「大人のにんげん力UP」「接遇★神対応」という指針に、注力しながら運営する。 

 

また、それを達成していくためには、 

① 引き続き、支援形態にかかわらず、じっくりと子供一人ひとりと向き合える時間を確保し、支援す

る。 

② 引き続き、信頼している大人達に見守られながら、子ども同士の関わりの中で、それぞれが自分ら

しく自己表現をし、時には喧嘩もしながら、各々の思いを伝え合っていく。 

③ 地域の子育て拠点として、地域の人や施設（保育園・幼稚園・小学校など）と、子どもがその子ら

しいペースで育つために必要な環境について語り合える関係の構築を目指す。 

 

以上の３つを重点施策として、スタッフ全員で取り組んでいくこととする。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「戸外活動、畑仕事の充実」 

・地域資源を精査し、戸外活動を発展する 

実践予定内容 スタッフは横浜市について知見を広め、新旧の地域資源を精査する。 

地域社会と豊かに関われる資源を開拓し、活用に向けて検討する。 

継続して畑仕事を行える場所の確保を行う。 

2 計画・ねらい 「地域の中での支援の実施」 

・地域の人や近隣の施設の方と関り、社会性やコミュニケーションの向上

のために、興味を持って人と関われる土台作りをねらいとして、子どもが

地域の一員であることを知る。 

実践予定内容 近隣施設や地域の散策の中で、挨拶やお互いが気持ちの良いやり取りの仕

方を学び、コミュニケーションを深める。 

3 計画・ねらい 「自分で考え、決めることができる環境づくりの実施」 

・自分で考え、選択して決めることができる力を育てる為に、自分の遊ぶ

場所ややりたいことを大人が先回りをして教えるのではなく、子どもが自

分で考えることができる対応を行う。 

実践予定内容 ・やりたいことを、やりたい時に、やりたい人と一緒に活動できる環境を

設定し、子どもが自分で何がしたいかを選べる支援を提供する。 
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〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 「振り返り内容の充実」 

・子どもの育ちゆく姿の喜びと悩みを保護者と一緒にわかちあう。・ 

実践予定内容 ・その日の出来事を写真や動画を用いて、子どもの様子が手に取ってわか

るように共有を行う。 

・ドキュメンテーションを用いて、当日のみならず長期間での子どもの成

長を感じられる振り返りを実施する。 

2 計画・ねらい 「接遇から幸せを感じる対応を行う」 

・「つむぎを選んで良かった！」と感じられるような最高の接遇を心がけ

ていく。 

実践予定内容 ・コンピテンシーに基づく最高品質の接遇と保護者の心に寄り添った支援

を実施する。 

3 計画・ねらい 「所属園、就学先など、各関係機関との連携」 

・関係機関との連携をとることで、子どもと保護者が安心して生活できる

環境作りを行う。 

実践予定内容 保護者の同意のもと、所属園への訪問、就学先への就学支援シートの作成

及び情報共有を行い、多面的な支援を行う。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「青空保育、子育て相談の継続した実施」 

・地域の子育て支援拠点として、誰でも気軽に相談できる地域の拠点とな

る。 

実践予定内容 ・岡野公園で青空保育を継続して行い、法人を知っていただくきっかけを

作るとともに、地域の子育て支援に取り組む。 

・参加者に事業所のパンフレットを渡して、随時、発達相談やカフェ利用

のアナウンスを行う。 

2 計画・ねらい 「支援内容の発信」 

・行っている支援の発信を行い、認知度を上げる 

実践予定内容 ・カフェや自治体の掲示板などに、横浜西口ルームの活動の様子を掲示し

てもらったり、地域の方をカフェに招待するなど、周知に向けてできるこ

とを全スタッフで取り組む。 

・引き続き、地域の保育園や幼稚園につむぎのパンフレットを配布する。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 「大人のにんげん力。の向上」 

・自分自身の成長を体感しながら、子どもの「にんげん力。」の向上につ

なげられる意識を持ったスタッフの育成を行う。 

実践予定内容 ・スタッフ一人ひとりが、自分のこと（自分の好き・嫌いや得手・不得

手、考え方など）を知り、自分を改めて見つめなおす。同様に他スタッフ

からもフィードバックを得ながら、どのような自分でありたいか、生きる

力を育てる自分たちがどのように生きていきたいのかを考える。 
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・大人が背中を見せることを意識し、スタッフが学び、経験を積み重ね

る。 

2 計画・ねらい 「スタッフ勉強会」 

・スタッフの経験や学びを、自ら発信することで、お互いがチームの一員

であると意識していく。 

実践予定内容 ・定期的な勉強会の開催し、講師をスタッフが務める。チームとして学び

を深め、チーム全員のできることを増やしていく。 

3 計画・ねらい 「小学校学習指導要領を知る」 

・小学校学習指導要領を理解し、就学後を見据え、就学前の支援を再考す

る。 

実践予定内容 ・小学校一年生の学習内容を理解し、就学前にできることをスタッフ間で

話し合い実践する。 

・実際に自分たちの目で小学校一年生の生活に触れる機会を設ける。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい コンポストを活用し、食の循環を知る 

・身近に行える環境活動の一歩としてコンポストを設け、環境に関心を持

つきかっけにする。 

実践予定内容 ・残飯を利用し、堆肥を作り、畑で活用する。 

・コンポストについて、それぞれの子どもの発達に応じた説明を行いなが

ら実施を行う。 

2 計画・ねらい 生き物の世話を通して、生死を知る 

実践予定内容 ・公園で捕まえた虫などを飼育する方法を子どもと一緒に考え、生き物の

世話を通して、命や環境について考える機会を提供する。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

 

９時００分～１８時００分 
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〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士2名 

機能訓練担当スタッフ４名（言語聴覚士1名、作業療法士2名、理学療法士０名、臨床心理士１名） 

 

 

 

3. 運営方針 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設  け、資料

を使った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 

事故防止委員会 月1回 ・事業所内で起こったヒヤリハットやインシデント、事故の

原因分析をし、再発防止策を検討する。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 四半期１回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 議事内容の情報共有 

保健会議 年4回 議事内容の情報共有 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

ドキュメンテーションやエピソード記録、プロジェクト保育

など、子育ての質を向上させるための学び合い 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 
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〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  畑と室内のプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 めだかの飼育管理、ビオトープ作成の指揮、動物や植物に触れる機

会の検討立案 

体験学習係  毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

青空保育係 岡野公園での青空保育を実現するため、関係各所に確認・調整した

り、当日の内容を企画立案したりする。 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

午前グループ 上半期 

２～５歳 

・ゆったりとした時間の中で、自分のことを自分で決める土台が

培われるよう特に「養護」を重視して関わる。 

・集団生活の中で、自分のペースで遊ぶことを保障し、子どもが

自分のことを十分に受け止められたと感じられることを大切にす

る。 

下半期 

２～５歳 

・身近な養育者（保護者、スタッフ）から十分に受け止められた

満足感から「他者への気づき」「関わってみたい思い」などが育

まれるよう支援する。 

・戸外で十分に遊びきったのちにルームに戻り、仲間と共に昼食
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を食べるなど、生活の中での支援をする。 

午後グループ 上半期 

3～5歳児 

・子どもたちが主体的に活動に取り組めるような人的・物的環境

を整え、自らの行動を自分の意志で決定していけるようにする。 

・遊びの中で、子ども同士がお互いを知ること、スタッフに見守

られながら自分の気持ちを安心して表現することを大切に支援す

る。 

下半期 

2～5歳児 

・自分の行動を決定する要素として、他者の気持ちや社会的なル

ール、その時の周りの状況など、色々なことに自ら気づき、行動

を決定するための判断材料としていけるようにする。 

・幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿を、子ども一人ひ

とりのペースで獲得していけるようにする。 

個別支援  ・スタッフとの情緒的交流を密にとることで、人に対しての基本

的信頼感を形成しながら他者意識を高めていく。 

・傷ついた自己肯定感を回復する。 

・得意なことがより好きになったり、得意なことを活かしながら

苦手なことを補ったりしていく。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい ・畑で収穫した野菜などを調理し、味わう。 

食べたい人が、食べたいときに、作って食べる経験を重ねることで、食べ

る意欲を育む。 

食品アレルギーの有無など、食の多様性を知りながら認め合う。 

実践予定内容 おやつ作りを希望者がいつでも実施できるようにする。 
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2 計画・ねらい ・SDGsについて考える 

身近なところでの食の循環を知る。 

実践予定内容 おやつ作りで出た、野菜くずや残菜をコンポストで堆肥化し、畑の肥料に

する。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６月頃･･･手足口病、ヘルパンギーナ 

１２月頃･･･インフルエンザ、感染性胃腸炎 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在６名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員１名については５月１日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。など各園で記

載 

 

 

〈５〉各種点検 

 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 
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検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック・虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年２回／９・2月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 「子どもたちが主体的に遊べる場」 

・子どもたちが自分のしたいことを見つけ、やり遂げやすい環境にするこ

とで、より深い学びを得られるようにする。 

実践予定内容 室内環境を随時見直す。棚にある玩具の整理やグループごとでの配置を見

直す。また、自然物（木）などで作られた玩具を増やす。人的環境は、ス

タッフの人数、立ち位置を日々振り返る。 

2 計画・ねらい 「ハザードマップを作る」 

・普段活動している公園の危険個所を子どもたちと考え、自分の身を自分

で守るという安全教育につなげる 

実践予定内容 岡野公園、新田間公園のハザードマップを子どもたちと確認する。また、

今後行く可能性のある公園のハザードマップおよび道中のロードマップを

スタッフが作成する。 

3 計画・ねらい 「カフェスペースの充実」 

・つむぎ利用者も地域の方もリラックスできるような場所に整えていく。 

実践予定内容 掲示物の整理および子どもが絵本を読みやすい環境に整える。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 なし   

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 避難訓練 防火管理者が中心となり月１回実施する。なお全利用児が年に１回は避難

訓練に参加することを目指す。 

2 ケガ事故防止 安全対策係が中心となり、事故報告やインシデント、ヒヤリハットを分析

し、再発防止に努める。なお、スタッフ個人の危機予測の力が高まるよ

う、子どもが遊んでいる写真を用い起こりうる事故やケガを検討する。 
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3 不審者侵入訓練 防火管理者、安全対策係が協力し、年に２回不審者侵入訓練を実施する。 

4 光化学スモッグ 自治体情報をスタッフに即座の伝達し、マニュアルにのっとり、戸外活動

を避けたり、切り上げて帰所したりという判断が迅速に行えるようにす

る。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

保育士養成校等から、実習受け入れの打診があった場合には可能な限り受け入れ、次の世代を担う

保育・福祉への人材育成に寄与できるようにする。加えて、近隣の大学、高校、社会福祉協議会等か

らのボランティアの希望者、中高生の職場体験も同様に受け入れる。なお、多くの方に実習に来てい

ただくために、保育士養成校等に連絡し、顔の見える関係を作っていく。そうすることで、次世代の

保育・福祉の人材育成を図るとともに、どろんこ会の目指す子育てを地域に広め、つむぎに通う子も

そうでない子も地域で安心して生活していきやすくなるようにする。 

 

1 実践予定内容 保育士養成校等からの実習受け入れ。 

2 実践予定内容 近隣大学、高校および社会福祉協議会等からのボランティア受け入れ。 

3 実践予定内容 職場体験の提案および調整。 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 
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② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月5日 16:00～18:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待防止

研修 

 人権チェックをもとに、自らの支援

を振り返る 

5月10日 16:00～18:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 応急処置について 

 エピペンの使用など応急処置を学

ぶ。毒をもつ昆虫や草花に関する知

識を高める。 

6月7日 
16:00～18:00 ① コンピテンシー自己採点 

② 記録について 

 ドキュメント記録・保育ウェブ・プ

ロジェクト保育への理解を深める。 

7月5日 
16:00～18:00 ① コンピテンシー自己採点 

② 虐待防止に関わる研修 

 児童虐待とその対応方法について学

ぶ。 

8月2日 

 

16:00～18:00 
① コンピテンシー自己採点 

② ハザードマップ定期点検 

戸外活動の難しい時期に、ハザード

マップを見直すことで、秋口の活動

再開に向けた準備をする。  

9月6日 16:00～18:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 小学校一年生の授業とは 

小学校一年生の授業を通して、接続

期の支援のあり方を考える。 

10月4日 16:00～18:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待防止

人権チェックをもとに、自らの支援

を振り返る。 
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研修 

11月1日 16:00～18:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  交流会振り返り 

 幼保小連携について当月までの取り

組みを振り返る。 

12月6日 16:00～18:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  今年度の振り返り 

今年度子どもたちと一緒に経験した

遊びを振り返り、その中で得られた

育ちを検証する。  

1月10日 16:00～18:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度の遊び 

次年度子どもたちに経験してほしい

遊びとそれに必要な環境構成につい

て語る。  

2月7日 16:00～18:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  記録について 

ブログや、就学支援シートなお、目

的にあった外部発信文書の書き方に

ついて学ぶ。  

3月6日 16:00～18:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  接続期支援について（実

践および振り返り） 

 幼保小連携の学びを実践につなげた

上での振り返りをする。 

※就学支援シートをもとに小学校と

やりとりした結果を考察する。 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 



20221215版 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

昨年度同様、青空保育を継続して行い、地域との交流のため、つむぎができることを考える機会と

なった。引き続き、つむぎから積極的に、安心して交流できる機会を作る。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：岡野公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者福祉施設や障害者施設と交流する。 

異年齢交流 近隣小学校と交流する。 

地域拠点活動 つむぎカフェを開放し、地域の方の交流の場とする。 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 
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〈１〉今年度方針・テーマ 

近隣小学校への訪問を通じて連携を始めていく。就学支援シートによる引継ぎのみならず、訪問相

談支援の開始につながるよう、関係機関との基盤を作っていく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を５月１日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

６月頃 宮谷小学校  

1年１組 

５名予定 授業参観（宮谷小学校

教室） 

スタッフ間交流 

７月頃 宮谷小学校  

1年１組 

５名予定 学校探検（宮谷小学校

校庭） 

子ども間交流 

９月頃 宮谷小学校  

1年１組 

５名予定 交流会（登園幼児保育

室） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 

個別支援計画の見直し時期にあわせて、対象児童のケース会議を実施する。原則半年に一度の頻度

となるが、ケース会議実施中、次月の継続について判断し、必要に応じて継続的な開催をする。 
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〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿を参考に、子どもの育ちゆく姿を小学校に伝えられる

よう、就学支援シートを作成する。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

青空保育 月1回 第３月曜日 公園名：岡野公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年６月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室  

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 
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13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 「幼保小連携から地域へ」 

つむぎ内で提供する支援の質の向上を図るとともに、支援を地域公開する。

その上で地域で子育てしていけるよう幼保小連携に力を入れる。 

振り返り サービス担当者会議に携わり、スタッフがアウトリーチや関係機関との連携

の大切さ、子どもの生活や情緒への影響について意識が持てるようになっ

た。青空保育を月一回継続的に行った。継続利用してくださる地域の親子も

おり、今後も輪が広がっていくことを目指していく。小学校の見学は実施が

できなかった。しかし、幼稚園の園舎で子育て相談会を実施することがで

き、地域の子育て支援のために一歩踏み出した。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２０２３

年度 

目指す姿 今までの支援の展開・発展 

重点施策 ・今までの支援内容を振り返りながら、新たな支援を検討し、子ども一人ひ

とりに合わせた支援を行えるよう発展させる 

・地域の中での活動資源を増やすため、新規資源を開拓する 

・畑の新規開拓を行う 

・幼稚園、保育園、小学校、放課後等デイサービスとの関係作りを強化する 

・他園での子育て相談会の実施機会を広げる 

・スタッフが小学校を見学し、現状を知る 

２０２４

年度 

目指す姿 地域の中での子育て支援の展開 

重点施策 ・幼稚園、保育園、小学校、放課後等デイサービスとの連携を継続し、合同

で活動や勉強会の場を設ける 

・地域の子育てイベントに参加し、地域から連携を求められるように取り組

む 

２０２５

年度 

目指す姿 地域に認められる子育て支援拠点となる 

重点施策 ・地域の子育て拠点として、発信力のある事業所になる 

・地域のニーズに合わせ、公開講座を行う 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 横浜西口ルーム 施設長 佐藤 史恵 
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２０２３年度 発達支援つむぎ ふじみ野ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
「保育所保育指針」「児童発達ガイドライン」に基づき、どろんこ会の「にんげん力。育てます。」

を理念のもと、インクルーシブ保育の実践を行います。一人ひとりの個性を大切にしながら、障害の

有無に関わらず生活を共にし、人と人との関りの中で友だちと過ごす楽しさや、コミュニケーション

力を育める場を目指します。併設されたふじみ野どろんこ保育園と協働のもと、今後も更なるインク

ルーシブ保育実践を継続し、更に混ざり合う環境を推進していき、生活に基づいた身近な体験を通し

て「やりたいこと」を自ら選び、自ら選択して参加できる環境を設けていきます。 

また、2023年度運営本部Missionである「学び直し続ける園運営の遂行」「食材や食の循環・環境へ

の意識育む環境教育の実践」「小学校1年生を見て知り、逆算した保育の遂行」を達成していくため、

日々の支援を常に振り返り、改善し、新たな実践を行っていける組織作りを目指します。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

子どもが「やってみたい」と思える支援内容の充実化と質の向上を目指します。個別支援計画に基づ

き活動に対して「どう参加をしていくか」という子どもの姿を大切にし、子ども自身の持つ発達の可

能性を高められるよう支援していく。 

1 計画・ねらい 計画：支援内容の明確化を図る 

ねらい：支援内容の意図やどんな力や成長に繋がるか明確化し、利用者の

理解促進にも繋げる 

実践予定内容 支援後都度のフィードバックを行うと共に、書面や写真で支援の様子を伝

えていく 

2 計画・ねらい 計画：PDCAサイクルの確立 

ねらい：計画→実行→評価（振り返り）→改善のサイクルを繰り返し行う

ことで、継続的な業務の改善を促し質の向上へ繋げる 

実践予定内容 引き続き保育週案を園と共に立てる 

準備や実行は全スタッフで行えるよう活動のねらいを周知のもと行う 

3 計画・ねらい 計画：原点回帰とゼロからの経験を行うことのできる環境の構築 

ねらい：「生きる力」を育むための経験を積み重ねる 

実践予定内容 日課、基本保育活動への参加（発達に合わせた参加の仕方を目指す） 

造形、感触遊び、調理、畑仕事、音楽、散歩、買い物、運動遊びなど、室

内だけでなく戸外活動も含め様々な原体験をバランスよく取り入れる 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

日々のコミュニケーションを大切にしていくことや、保護者の気持ちに寄り添い、受け止めいつでも

相談できる場所となるよう関係性を築いていく。またすぐに相談できる環境を整えることで、保護者

の不安の軽減に繋げ、子育てが楽しくなるような支援を目指します。 

1 計画・ねらい 計画：安心できる場の提供 

ねらい：保護者同士が交流できる場を提供する。横の繋がりを作っていけ
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る場を提供し、保護者自身が安心して相談できる場所や人間関係を築いて

いけるような環境の構築を行う 

実践予定内容 お話し会、座談会、リフレッシュ企画等の開催 

常にカフェやルーム内が整理整頓されリラックスして過ごせる環境を維持 

する 

2 計画・ねらい 計画：事業所内相談支援の充実 

ねらい：個別に相談できる場を設ける、同じグループ保護者間で学び合う

時間や家庭でも行える支援を学ぶ機会を設けることで、支援の共通理解を

図る 

実践予定内容 個別相談は随時受付を行う。支援員、児発管、施設長と相談内容により担

当を設定する。支援時の待機時間で設定し開催 

3 計画・ねらい 計画：所属園、就学先、相談支援事業所等、各関係機関との連携 

ねらい：関係機関との連携をとることで共通理解を得て相乗効果を図る  

実践予定内容 保護者の同意のもと、所属園への園訪問、就学先への就学支援シートの作

成及び情報共有、サービス担当者会議への参加を行い多面的な支援を行う 

４ 計画・ねらい 計画：保護者の気持ちに寄り添った接遇を行う 

ねらい：保護者の不安や悩みに早期に気付く視線をもつ 

実践予定内容 フィードバックは都度行い子どもの様子や育ち、行った支援を分かりやす

く伝えていく。日々のコミュニケーションの強化を図り何気ない会話がで

きる時間を大切にし、保護者の不安や悩みを早期に気付けるようにする 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

ちきんえっぐと協働し、地域の子育て世代が気軽に相談できる場所となれるような環境を整えます。

また、自治体や地域の子育て関係機関と繋がり「地域に開かれた子育て支援」を目指します。 

1 計画・ねらい 計画：ちきんえっぐ、相談支援つむぎとのコラボ企画 

ねらい：地域の方が気軽に来られる場所となり、つむぎが行う支援の周知

や相談場所、情報提供場所となる 

実践予定内容 合同企画の開催 

就学に向けての話、先輩保護者を招いてのお話会、子育て相談会等 

2 計画・ねらい 計画：支援室を利用する方への発達相談の機会の提供 

ねらい：支援室と連携し子育てや発達の相談の窓口となる。 

実践予定内容 随時受付を行う 

日頃から事務所廊下の窓をオープンにし気軽に声を掛けやすい雰囲気作り

を行う 

3 計画・ねらい 計画：支援内容の発信 

ねらい：行っている支援の発信を行い、認知度を上げる 

実践予定内容 ちきんえっぐ、つむぎカフェ、園の保護者の方々の見えるスペースに活動

内容を掲示することや、ブログの発信、つむぎのパンフレットを関係機関

に配架する 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 計画：スタッフ勉強会 

ねらい：学びの発信をスタッフ自らが担っていくことで、受け身でなく発

信する機会を重ねる、自らがチームの一員としての存在意義を高める 

実践予定内容 園会議時の定期的な勉強会の開催、講師は各スタッフが担う、自分の興味

ある分野、得意な分野、チームとして必要なこと等テーマは検討し決定す

る 

2 計画・ねらい 計画：体験学習の企画運営を行う 

ねらい：企画、運営を行いことでマネジメント力の向上を図る 

実践予定内容 体験学習を設定し、企画リーダーとしての役割を行う 

（事前準備やスタッフ分担、采配、当日の全体把握や調整を行う） 

3 計画・ねらい 計画：園長大学®･保育士大学講座を活用した学び 

ねらい：多面的な支援を行うために幅広い分野を知り学ぶ、大人のにんげ

ん力UPにも繋げる 

実践予定内容 受講後はルーム内でアウトプットする機会を設ける。また園会議時に皆で

同じ講座を受講する機会を設定しチームとしての学びを深める 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：施設全体の自然資源の維持 

ねらい：季節ごとの自然を存分に感じられる園庭を維持する 

実践予定内容 定期的に園庭の樹木の剪定を行い生活の中で四季を感じる（春は花や実が

咲き匂いを感じたり、夏は木陰で涼む、秋は実りを感じ食に繋げたり、冬

は寒い季節を越すための冬支度を行う自然の様子を感じる） 

2 計画・ねらい 計画：コンポストを活用し食の循環を行う 

ねらい：身近なエコ活動（食の循環）をできる機会を設けることで環境に

関心をもつ機会に繋げる 

実践予定内容 給食後の残食を利用し堆肥として園の畑で活用する 

子どもと一緒に行えるようコンポストについて発達段階に応じた説明を行

いつつ実施していく 

3 計画・ねらい 計画：保護者を交えた環境整備の日の実施 

ねらい：施設関係者全体を対象とし施設内のＳＤＧｓに取り組む 

実践予定内容 園保護者、つむぎ利用保護者、園スタッフ、つむぎスタッフと施設関係者

全体で施設の環境を考え整備を行う日を設ける 

 

 

〈６〉相談支援事業 

地域の障害のある方や発達に気がかりがある方、その家族の置かれている状況や抱えている悩みの相

談に応じ、暮らしについて一緒に考えます。さまざまな情報提供や助言、及び福祉サービスを受ける

ための手続き等を援助します。 

1 計画・ねらい 計画：障害児相談支援 

ねらい：適切な福祉サービスの利用ができる 
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実践予定内容 児童福祉法に規定する通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、

保育所等訪問支援）の支給決定に向けた「サービス等利用計画案」の作

成、支給決定後の計画の確定、一定期間毎のモニタリングなどを行う 

2 計画・ねらい 計画：おはなし会の開催 

ねらい：保護者同士の繋がりの構築や、地域資源との繋がりづくり 

実践予定内容 就学についてのおはなし会（発達支援と合同開催） 

福祉サービスについてのおはなし会（行政に依頼）等 

3 計画・ねらい 計画：地域の相談機関との連携 

ねらい：持続可能な相談体制の構築 専門的人材の確保と育成 

実践予定内容 地域の相談支援連携会議へ出席し、現状報告や今後の方針の提案を行う 

相談支援事業所間でスキルアップを図るため、研修等行う 

 

 

〈７〉リズム遊びの充実化 

1 計画・ねらい 計画：園内リズム研修を行う 

ねらい： ケガをしない丈夫な体つくりを行う 

実践予定内容 基礎となるリズムの習得、集団リズムの習得を図る 

年間でのリズム実践計画を作成し実行、振り返りを行う 

2 計画・ねらい 計画：年間リズム実践計画を作成し実行する 

ねらい：発達段階に応じたリズムを行うための知識の獲得を図る 

実践予定内容 園会議での園内リズム勉強会を行う 

講師をスタッフで交代し行い、実践と振り返りを行っていく 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

実施事業 

児童発達支援 

障害児相談支援  

保育所等訪問支援 

 

 

〈２〉開所時間 

 ８時３０分～１７時３０分    

 

 

 



20221215版 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士２名 

社会福祉士 ２名 

機能訓練担当スタッフ１名（作業療法士１名） 

他1名 

 

 

 

3. 運営方針 

 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園全体会議 月1回120分 ・次月の行事確認、内容検討共有 

・各係からの共有、検討事項話し合い 

・研修計画に基づいた園内研修の実施 

給食運営会議 月1回 ・食育活動実践報告、喫食状況確認、配膳方法等 

事故防止委員会 月1回 ・インシデント、事故記録簿、ヒヤリハットの共有 

・再発防止に向けた検証 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

ケース会議 月１回 ・子どもの様子、状況の共有、対応について 

・つむぎと園との連携、情報共有と検討 

・支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方

についてなど切り口を変えて様々なケースを題材にし、支援

の検証をする。 

リーダー会議 月１回 各リーダーによる園運営、課題の抽出及び検討 

マンスリー会議 月１回 マンスリー児の週目標設定や、様子の共有 

つむぎスタッフ会議 

 

月１回 ルーム運営の各担当進捗報告 

体験活動の企画や検討事項の話し合い 

朝礼、昼礼、終礼 毎日 その日の確認と振り返り、園との情報共有 

 

 

 



20221215版 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月１回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育計画振り返り、実践報告 

保健会議 年4回 衛生、感染症マニュアルの確認、検討、実践報告 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

コンピテンシー実践の共有、テーマに即した実践の共有と振

り返り、エリア内での情報交換 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑・植物係  園庭の畑やプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 生き物の飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保育園と共に計画・実行を行う 
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運動会係 運動会の企画・運営 

生活発表会係 生活発表会の企画・運営 

卒園式係 卒園式の企画・運営 

大井町市民祭り係 地域との連携・連絡窓口 

入園式係 入園式の企画・運営 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・安心して過ごすことのできる環境を整える 

・情緒の安定を図りつつ、生活リズムを安定させていく 

・身近な大人との安心した関りの中で、人と関わることの楽しさ

を感じ人間関係の基礎となる部分を養う 

・やりとりを通して身振り・手振りや簡単な言葉を用いて、自分

の気持ちや要求を表現する力を育む 

・様々な体験を通し「やってみたい」と思う気持ちを育てる 

下半期 

 

・生活に基づいた身近な原体験を重ねていく 

・異年齢の友だちとの関りの中で友だちと過ごすことの楽しさや

やりとりするためのコミュニケーション力を育む 

・やりたいことを自ら選択し自己決定して参加していく中で興味

や探求心を育む 

・主体的な参加（どう参加するか）を大切にする 

ビジターグループ 上半期 

２～5歳児 

・安心して過ごすことができる環境を整える 

・小集団での他者との関りの中でコミュニケーション能力を育む          

・様々な体験を通し「やってみたい」と思う気持ちを育てる 

・園庭遊び、散歩、公園など戸外に積極的に出かけ四季折々に触

れる経験や、身体を動かすことを楽しめる環境を整える 

下半期 

2～5歳児 

・四季折々の事象に触れ、様々な原体験を重ねる 

・小集団の中で、自分の気持ちを伝えつつ、相手の気持ちにも触

れながら関わる経験を積む 

・活動内容を話し合う、作る物を話し合いで決める、必要な物を

考えるなど子ども同士のやりとりをする機会を多く設ける 

・主体的な参加（どう参加するか）を大切にする 
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事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 

 

計画：おいしく楽しく食事をする 

ねらい：食を通して、皆で食べることの楽しさを体験し、食を通してのコ

ミュニケーションを図る 

実践予定内容 縁側給食を通して、季節を感じながら食べる場所の提供 

自分の食べたい物を自分で配膳できる環境設定 

2 計画・ねらい 計画：食の循環 

ねらい：０からの食を学ぶことで食を通して学ぶ 

実践予定内容 畑で野菜を育て、収穫、調理、食す、加工品をつくり調理に使用する等 

畑仕事、調理活動を活動の中に取り入れていく 

3 計画・ねらい 計画：空腹感を感じることで、食べる事に期待を持つ 

ねらい：食事の時間だから食べるのではなく、お腹がすいたことを感じ食

に対する意欲を高められるようにする 

実践予定内容 日々の日課、散歩、園庭遊び、畑仕事、生き物の世話など８：３０からの

活動に参加し、沢山体を動かす 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年１回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６月頃･･･手足口病、咽頭結膜炎、ヘルパンギーナ 
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12月頃･･･ウイルス性胃腸炎、インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

特になし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在７名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員１名については７月１日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

12月、1月までにスタッフ全員が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

虐待防止委員会を設置し虐

待防止研修を開催 

年2回／2･9月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 
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〈６〉環境整備 

自分で考え、自分で選択し、自分で行動できるよう、環境を整えられるよう、常にスタッフで環境構

成を話し合い、振り返り、改善を行っていく。また、来所されるすべての方が心地良いと感じられる

環境を保つ。 

1 計画・ねらい 計画：園庭、室内の整理整頓を徹底する 

ねらい：子どもたちが自然と片付けの習慣が身につくような環境を整える 

実践予定内容 大人が片付けている姿勢を見せていく 

モノの場所が分かるようにすることで片づけやすい環境作りを行う 

2 計画・ねらい 計画：廃材を利用しての遊びを充実化する 

ねらい：ゴミとするか、工夫することでゴミではなく再利用し遊びの資源

とするか、身近な「遊び」という環境の中で子どもたち自身が主体的にで

きるSDGsを行う 

実践予定内容 空の容器や空箱をすぐに捨ててしまうのではなく、自由制作の際に子ども

が自由に使用できるようにする 

3 計画・ねらい 計画：必要な物を揃える 

ねらい：必要な物を考え、揃え、管理する姿勢を皆が持つことで過ごしや

すい環境を作る 

実践予定内容 必要な物を揃える、定期的な環境点検 

教材の見直しを適宜おこなっていく 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 ベンチ 園庭 毎日 

2 パーテーション 保育室 毎日 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 防災対策 非常災害時の対策として、相貌計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消火

訓練の実施 

2 通報訓練 Twitterを利用し、保護者との緊急連絡掲示板の使用訓練実施 

3 ケガ事故防止 事故防止チェックリスト、設備点検チェックの実施 

ケガ発生時、対応フローチャートに従い迅速に対応する 

ケガを未然に防ぐためにヒヤリハットの共有やインシデント発生時の検証

を行い見直ししていく 

4 防犯 年2回の不審者侵入訓練実施 

笛の所持、インターホンでの確認、地域と連携し安全・防犯への意識付け

をしていく 

5 光化学スモック 光化学スモックの知識を身につけ、市からの注意情報を把握する 

久化学スモックが発令された際は窓を閉め、室内で過ごす 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生

を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現場

で活躍する人材を育成する。 

種類）中高生の体験学習の受入／保育養成校・専門士養成校の学生の実習受け入れ／一般および学生

の各種ボランティアの受け入れ  

 

 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

関連のある学校と連携をとりながら、実習生の受け入れ依頼があった際には可能な限り積極的に受け

入れをおこなっていく。ボランティア、地域の中高生の職場体験の場としても提供し次世代育成支援

を行う。 

1 実習生の受け入

れ 

近隣の中学校や高等学校、専門学校、大学などから実習生の受け入れ依頼

があった際に積極的に受け入れを行う 

2 職業体験の受け

入れ 

依頼があった際は随時受け入れを行う 

 

3 ボランティアの

受け入れ 

依頼があった際は随時受け入れを行う 

 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

① 園内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法や

教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有する。 

② 園内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、施

設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、場

合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を行
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う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 危機管理について 

③ 人権チェック 

④ 虐待防止研修 

⑤ 食育研修 

・子どもの人権保障 

・虐待防止のための措置や対応 

・栄養士による食育研修 

・マニュアルの確認・理解 

5月1２日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 園内勉強会（012歳、３

４５歳、つむぎ） 

・年齢ごと発達過程および保育実践に必

要な知識の学び合い 

・ディスカッション皆で学び合う 

6月９日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 水の事故ロールプレイ 

③  リズム、民舞 

・マニュアルの確認・理解の促進 

・プール遊びの役割分担、配置の確認 

・リズム、民舞について 

7月７日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 園内研修 

③ リズム、歌 

・園長大学®･保育士大学講座を活 

用した園内研修 

・発達に合わせたリズムの基礎 

8月４日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 防災 

③ 保育療育実践の振り返り 

・避難経路の確認や備品の把握 

各自の役割を確認 

・前期を振り返り課題を整理する 

9月８日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  テーマに沿った勉強会 

③  リズム、歌 

・発達を理解した上で実践していけるよ

うディスカッションをしながら皆で学

び合う 
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10月６日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック、虐待防止

研修 

③  リズム、民舞 

・各クラスの環境構成の工夫 

・人権チェックを行い虐待防止につ

いて考える 

11月10日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

③ テーマにそった勉強会 

④ リズム、歌 

・発達を理解した上で保育実践していけ

るようディスカッションをしながら学

び合 

12月８日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  テーマにそった勉強会 

⑤   リズム、歌 

・発達を理解した上で保育実践していけ

るようディスカッションをしながら皆

で学び合う 

1月12日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保育療育実践振り返り 

③  リズム、歌 

・後期を振り返り課題を整理する 

2月９日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

・１年間の活動の振り返り・見直しから

次年度に繋げる。 

3月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

・１年間の活動の振り返り・見直しから

次年度に繋げる。 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

併設園であるふじみ野どろんこ保育園と共に、地域との関係を深め、地域に開かれた子育て支援事

業所として、近隣園や近隣施設との交流の機会を設けていく。また、スタッフが地域の行事に参加す

るなど積極的に関わる。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：亀久保公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との交流（伝承遊び会実施） 

異年齢交流 小学校、他保育園、子育て支援センター利用者との交流や、園の園児と

の交流 

地域拠点活動 地域支援センターとの連携 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 
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⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

併設園であるふじみ野どろんこ保育園と共に、地域との関係を深め、地域に開かれた子育て支援事業

所として、近隣園や近隣施設との交流の機会を設けていく。また、スタッフが地域の行事に参加する

など、積極的に関わる。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を５月８日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

７月頃 三角小学校  

1年１組 

20名予定 三角小学校 

（三角小校庭） 

子ども間交流 

9月頃 おおぞら特別支援学校  

1年１組 

２名予定 おおぞら特別支援学校

（１年１組教室） 

子ども間交流 

12月頃 三角小学校  

1年1組 

20名予定 授業参観 

（三角小教室） 

スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 



20221215版 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

子どもや家族への面談を行い、専門的視点からアセスメントを実施する。アセスメントでの情報を多

面的に捉えて、課題を整理し具体的な手立てを検討し個別支援計画を作成する。支援内容について課

題に着目しすぎずに、個の強みに注目し更に伸ばしていくことができるような支援計画の作成を行

う。 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：８名予定） 

園と情報共有と支援内容の検討 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

就学支援シートの作成を行い、行ってきた支援や手立てを引き継ぐ 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（木）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育 月1回   公園名：亀久保公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２3年度内に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価実施予定者：内部監査室 
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〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 併設園としてインクルーシブ保育の実践を行い、大人も子どもも更に混ざり

合うことで保育、療育の相乗効果が更に高まるよう連携を行い環境の構築を

おこなってきた。 

振り返り マンスリーでは更に園と混ざり合うために、つむぎスタッフも保育計画の作

成を共に行い準備から保育実践も行える範囲で行ってきた。保育業務をつむ

ぎも共に担うことで連携は深まるが、課題として話し合いの時間の抽出や保

育実践をつむぎスタッフが行う際の保育者としての目線や保育技術の質の向

上が課題である。またつむぎスタッフだけでなく、保育園スタッフが支援の

必要な子どもに対して合理的配慮を行うための療育的目線をもち関わるスキ

ルの向上も課題となる。 

ビジターは支援内容を視覚化することで支援内容や支援時のねらいの理解促

進に繋げることができた。また、保護者支援としては相談支援と合同開催の

お話会やリフレッシュ時間の提供、懇談会の開催等行った。次年度は更に保

護者のニーズを把握して行う支援について検討していく。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２３年度 目指す姿 インクルーシブ保育実践、リズム実践モデル園となるとなる 

自園の強み・特徴を生かした園や子どもの姿の記録と公開 

重点施策 子どもたちがじっくり集中して意識的に遊びこむのに必要な環境を構成し、

常に振り返る環境を構築する 

２４年度 目指す姿 専門性を共有し園の底上げを行う 

大人も子どもも楽しめる環境を整える 

重点施策 専門士それぞれが個々の学びをアウトプットし常に学び続ける 

計画、実行、振り返りを繰り返していく 

２５年度 目指す姿 インクルーシブ保育、混ざり合うことの最高品質の構築 

選ばれる園になる 

重点施策 保育園と児童発達支援の併設園モデルとなり発信していく 

担任の壁を越えたインクルーシブ保育環境を自分たちで作り上げる 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ ふじみ野ルーム 施設長 佐藤 愛香 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 池尻ルーム 

事業計画書 
 

1. 基本方針 
 

子どもたちの「生きる力」を育むために、昨年度に引き続き子どもたちが「好きなこと、やりたい

こと」を中心とした支援を展開していくことを基本方針とする。それに加えて、子どもが主体的に選

択し行動するべきことと大人が背中を見せて教えるべきことを理解して、子どもに必要な経験を提供

できるようにする。また、人との関わり合いの中で自然発生的に起こるやりとりを大切にし、自分の

意見や考えを持ち相手に伝えられる力や自分で状況を考えて行動ができる力をつけて、相手のことを

思いやるといった心を育みたい。 

そのために、まずはスタッフが日課のねらいをしっかりと理解して支援の中で実践しながら、どろ

んこ会らしさを語れるように努めていく。また、昨年度から力を入れている畑に関しては、食の循環

への意識をさらに高められるように環境を整えていく。加えて、将来を見据えた子どもの姿を逆算

し、必要な関わりや環境設定ができるように、スタッフ一人ひとりが学びを深めていく。 

そして、スタッフが誰よりも子どもの姿や子どもの成長を楽しみ、保護者の方とその喜びを共有で

きる雰囲気や関係性を大切にする。常に整理整頓された清潔な施設、いつでも笑顔で温かいスタッフ

が迎えるルームを目指し、利用中はもちろん、卒所しても繋がりが持てるような機会を設けたい。ま

た、地域に根付き、誰からも愛されるルームになるように、地域に足を運び地域の方と直接対話をす

る機会を積極的に作っていく。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「子どもが主体的に活動する」 

子どもが自分で選び行動することで、自己効力感を得る。その中で、失敗

しても立ち直る気持ちや新しいことに挑戦する気持ちも育てていく。 

実践予定内容 ・子どものやりたい気持ちをかなえられるような環境を設定し、子どもが

夢中になれるものを探す 

・子どもが安心して取り組めるように、評価的な言葉掛けはせずに子ども

の気持ちに寄り添う 

2 計画・ねらい 「子ども同士の関りを中心とした支援」 

自分の気持ちや意見が相手に伝わる喜びを感じ、相手のことも受け入れら

れる思いやりの心を育てる。また、相手とは異なる意見のためぶつかる場

面では葛藤を経験し、自制心を養う。 

実践予定内容 ・異年齢集団の支援を行う 

・どのような活動をするのか、どのようにやるのかなどを子どもたち自身

で話し合う機会を設ける 

・みんなで一つのものを作り上げるなどの活動を行う 

・意見の相違やトラブルを見守り、自分たちで解決していく過程を経験で

きるように見守る 

3 計画・ねらい 「日課を取り入れる」 

幼児期に必要な体つくりをしてケガをしない強い体の基盤作りをする。自

制心を養うための感情コントロールの経験をする 
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実践予定内容 ・散歩の距離を伸ばしていく 

・戸外で思い切り身体を動かす機会を増やす 

・さくらさくらんぼリズムや雑巾がけ、座禅の実施 

4 計画・ねらい 「ドキュメンテーションの作成」 

活動の振り返りとしての活用し、つむぎの支援を的確に説明する 

実践予定内容 ・可能な限り子どもの姿を写真や動画に残し、フィードバックで保護者に

提示しながら、支援のねらいなどを詳細に伝える 

・ドキュメンテーションを作成し、スタッフはそれをもとに活動の振り返

りや考察を行う。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 「保護者同士のつながりを作る」 

同じ悩みを持った保護者と話したり、先輩保護者との繋がりができたりす

るような場を提供する 

実践予定内容 ・５月、１０月に座談会や就学相談会の開催 

・年に２回、保護者向け勉強会の開催 

2 計画・ねらい 「園や他事業所との連携や共通理解を図る」 

所属園や他事業所との連携を図り、子どもにかかわる機関全体で子どもの

生きる力を育む支援ができるようにする 

実践予定内容 ・園訪問の実施 

・連携内容を保護者と共有し、個別支援計画を再作成する 

・サービス等利用計画書を確認し、他事業所での支援方針や内容について

スタッフ間で共有しておく 

3 計画・ねらい 「カフェの充実」 

日常から解放されてゆっくりと過ごすことができ、気持ちをリフレッシュ

できるような場所にする 

実践予定内容 ・必要な物しかなく、常に整理整頓されていて清潔にする 

・季節に合った飲み物や雑誌を配置したり、保護者の方に直接アンケート

を取り希望の多いものを用意したりする 

・スタッフから声をかけ、何気ない会話を気軽にできる雰囲気を作る 

4 計画・ねらい 「事業所内相談支援の実施」 

保護者の方の不安を軽減し、子どもについての共通理解を深める 

実践予定内容 ・事業所内相談ができることを保護者に周知する。 

・事業所内での相談が難しい場合は電話で相談を行う 

5 計画・ねらい 「神対応をする」 

保護者の方が「連れてきてよかった」「また連れてきたい」と思えるよう

にする 

実践予定内容 ・来所された方を全員で迎え入れる気持ちを持ち、作業中であっても手を

とめて挨拶をする 

・支援の様子やねらいを丁寧に伝える 

・フィードバックは、支援の内容にとどまらず、最近の家庭や園での子ど

もの様子について話をするなど、保護者の方の今の悩みや心配事にも耳を

傾ける 
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〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「外部へつむぎの情報提供をする」 

つむぎを知ってもらう機会を作り。地域の方との関係性を構築する 

実践予定内容 ・地域行事の情報を収集し参加する 

・つむぎのパンフレットを相談事業所や区の福祉課、幼稚園や保育園に配

布する 

・緑道での活動を行い、清掃員の方とコミュニケーションをとる 

2 計画・ねらい 「子育て支援ネットワークを構築する」 

地域全体で子育て支援の力を高め、子育てに悩む保護者の方がつむぎやそ

の他の機関と繋がれるようにする 

実践予定内容 ・地区の社会福祉協議会が開催する、まちこま会への参加 

・子育て支援マップへの掲載 

3 計画・ねらい 「青空保育を行う」 

公園で過ごす地域の子どもたちと接し、発達相談へのきっかけ作りをする 

実践予定内容 ・絵本の読み聞かせ、パネルシアターを実施する 

・つむぎのパンフレットを渡し、希望があれば子育てや発達相談を受ける 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 「法人内のつむぎや保育園へのOJTを実施する」 

スタッフが保育や子育てについて知り、保育とつむぎの支援について学び

を深める 

実践予定内容 ・保育所保育指針、児童発達支援ガイドラインを熟読する 

・中目黒どろんこ保育園や他のつむぎでの研修 

・スタッフ間で学びを共有し、自施設での支援の在り方について振り返る 

2 計画・ねらい 「戸外活動の引き出しを増やす」 

戸外活動でのスタッフの関わり方や遊びの広げ方について、スタッフ同士

共通見解を持ちながら支援の質を高めていく 

実践予定内容 ・ケース検討を行い、戸外活動の在り方を見直す 

・園長大学Ⓡ保育士大学の「遊び」「戸外活動」に関する動画を視聴し、

スタッフ同士で意見を出し合い、支援の中で実践する。実践したものを振

り返る時間を設け、PDCAのサイクルを行う。 

3 計画・ねらい 「食育や日課について学ぶ」 

ねらいをしっかりと理解し、なぜやっているのかをスタッフ一人ひとりが

語れるようになる 

実践予定内容 ・他園から講師を呼び、食育や日課に関する研修を実施する 

・支援にどのように取り入れていくかについて話し合い実践する。その後

振り返りを行い、質を高めていく。 

４ 計画・ねらい 「保護者支援の充実を図る」 

どのスタッフが保護者対応をしても常に高いサービスを提供できるように

する 

実践予定内容 ・子育てや発達についての研修に参加し、施設内で共有する 

・フィードバックのポイントや方法を施設内で話し合う 
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〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 「環境問題に関する勉強会の実施」 

スタッフの環境に対する意識を高める 

実践予定内容 ・現在の環境問題について知り、幼児期に必要な環境教育について学ぶ 

・支援の中でどのように取り入れるかスタッフ間で共有し実践する 

2 計画・ねらい 「環境問題に対する意識の土台を作る」 

身の回りの環境に関心を持ち、様々な体験や活動を通して、いのちの大切

さや自然に対する感受性を育む 

実践予定内容 ・緑道や公園など戸外を中心とした支援を行う 

・子どもと一緒に生き物の世話をする 

3 計画・ねらい 「自然学習につながる知的好奇心を育む」 

自然の中で五感を働かせながら、好奇心や探求心をもって自然と積極的に

関り、それらを生活や遊びに取り入れていこうとする力を養う 

実践予定内容 ・自然の物を取り入れた遊び、制作や表現活動を行う 

・季節ごとの生き物や植物に触れ、その中で子どもが発見したこと、気づ

いたことを対話する時間を設ける 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

９時００分～１８時００分 

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

保育士1名 

機能訓練担当スタッフ1名（公認心理師） 

社会福祉士1名 

他2名 

 

 

 

3. 運営方針 
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〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・施設長会議や児発管会議の内容共有、検討事項の確認 

・保育の質を上げる会議での課題取り組み 

・各種イベント、保護者会などの企画、進捗状況の報告 

・ルーム内専門士による指導技術の共有 

・ケース検討 

・つむぎ内外から招いた講師の研修 

事故防止委員会 月1回 ・法人保育園の重要事故を振り返る 

・つむぎで起こった事故を振り返り、自園での発生を防ぐ 

・自園のヒヤリハットを振り返り、再発防止策を検討する 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する 

 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育の推進、意見交換、取り組みの共有 

保健会議 年4回 健康増進、アレルギー、感染症等について 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

テーマに即した計画的な研修の遂行をする。 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進を行う。 

要保護児童対策地域

協議会 
適宜 

主に虐待などによる問題を抱えた家庭について、適切な保護

と支援を目的とし、関係機関が集まって相互理解を図り、役

割分担を決めながら協力して支援を行っていく 

世田谷区・目黒区 

事業所連絡会 
適宜 情報共有 

まちこま会 年2回程度 
区内社会福祉法人が一堂に会し、意見交換をしながら交流を

図る 
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〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 ・毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

・ルーム内の衛生環境を保つための管理と改善 

・疾病、感染症の予防対策 

・衛生管理、保健衛生のための研修の設定 

安全対策係 ・事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

・計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

・インシデント・ヒヤリハットの管理 

・ハザードマップの作成と定期的な見直し 

防火管理者 ・防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、

近隣施設との連携の推進 

・避難経路の確保に対する注意喚起 

・防災グッズの点検と確認 

・消防署との連携 

食品衛生責任者 ・飲料水の管理 

・調理活動の際の衛生点検、安全管理 

・冷蔵庫の清掃管理 

・利用児のアレルギーに関する管理 

畑係 ・緑道の整備に関する管理、計画的な活動の立案 

・ベランダプランターの整備、計画的な活動の立案 

・作物の栽培計画 

・栽培活動に関する予算管理 

・子どもと共に活動することの提案 

・食育へ繋げることを前提とした活動の提案 

・近隣で借りられる畑の調査 

生き物係 ・生き物の世話に関する統括（イモリの水槽管理、カブトムシの世

話、ザリガニの世話） 

・新たな生き物との触れ合いの機会の充実 

・子どもたちと共に世話をしていくことへの提案 

・戸外での動物や植物に触れる機会の検討立案 

・「6つの力」⑤生死を知る、食の循環を知る を考える 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

地域連携係 ・地域資源の利用や情報の収集と連携 

・地域と連携した体験学習企画、実施 
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・商店会との連携 

・区報の確認 

・地域小学校の学校公開やイベントの情報収集 

・青空保育の実施計画 

中目黒どろんこ保育園連携係 ・保育園の行事などへの積極的な参加 

・要支援児対応会議への出席 

・勉強会、スタッフ交流会の企画、実施 

・合同行事の立案 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

リトルグループ 

（0～2歳児、未就

園児） 

上半期 

 

・つむぎやつむぎスタッフに慣れ、通ってくることが楽しいと思

えるようになる 

・保護者の思いに寄り添いながら、ともに子育てを考えていく 

・子どもが保護者を安全基地として、少しずつ保護者と分離して

主体的に活動できるよう、見守りを大切にした支援を行う 

・戸外活動やさくらさくらんぼリズムを多く取り入れ、基本的な

運動機能の発達が促されるようにしていく 

・着替えやトイレトレーニングに繋がる活動を取り込み、生活動

作獲得のサポートをしていく 

・他者と同じ空間で活動することを通して、他者に関心を向ける

場所及び時間となるように環境を整える 

下半期 ・各々の就園先に向けた集団活動への準備をしていく自分のこと

は自分でするという心身共に自立するような環境を用意する 

・子どもが自ら選んで自分の意志で取り組める活動を設定する 

・他の子どもとかかわりをもって遊び、適切なかかわり方を少し

ずつ身に着けるようにしていく 

異年齢グループ 

（3～5歳児） 

上半期 ・異年齢活動を通し、友達と一緒に活動する楽しみを知り、協調

性や主体性、思いやりの心を育む 

・戸外活動やさくらさくらんぼリズムを通して、自由に体を動か

す楽しさと気持ちよさを知る経験を積む 

・生き物の世話を通し、生命の尊さや「生きること」を感じる 

・プランターで食物栽培をし、収穫したものを調理や加工して食

することを通して食への関心を高める 

・生産から食卓までの「食べ物の循環」を知り、食を楽しめる経

験をする。心身の健康維持、食べる楽しみ、作る楽しみ、食文

化、生産者への感謝など、食育を通した豊かな生活のきっかけづ

くりをする。 

・地域での活動や戸外活動で、多様な人々との関わりを持ち、多
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様な人々と触れ合う機会を持つ 

下半期 ・子どもたち自身で活動内容を計画し実行するという機会を通し

て達成感を味わえるようにする 

・安全に気をつけた行動ができるように、危険な場所や遊び方な

どの気づきを促すように支援する 

・就学に向けて、一人ひとりの将来を共に描き、保護者と相談の

場を持つ 

ペア支援 

（全年齢） 

 ・必要に応じて大人が仲介することで他者意識を高め、少しずつ

協働遊びが楽しめるようにする 

・手順やルールを理解し、遊びや集団活動に参加できるように支

援する 

・他者との関りを大切にしながら、個々に必要な力を伸ばしてい

けるように適切な支援を行う 

・集団支援への意向も見据えて、子ども自身で考え、行動し、伝

えられるように関わる 

個別支援 

（全年齢） 

 ・学びの場やスタイルを限定せず、集中して取り組めている状態

を大切にする 

・「やってみたい」という気持ちが育まれるように、活動内容は

子どもが選択し、スタッフはその手助けを行うようにする 

・子どもが「なんで？」と思うことを大切にして、探求する心が

育まれるようにする 

・全ての学びが家庭や所属集団での生活に汎化できるよう、保護

者と共有していく 

事業所内相談支援 随時 ・随時、希望する保護者に対し実施 

・保護者の思いに寄り添い、傾聴すると共に現状や問題点、つむ

ぎとして取り組む事項などを整理し、今後の支援の道筋を探る 

・家庭や所属事業所、関係事業所と連携して取り組める方向性

を、保護者と一緒に考える 

・保護者の希望だけでなく、つむぎからも必要だと思われる家庭

に声をかけ、必要に応じて相談にあたる 

・「相談支援記録」を残す 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 
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意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 「食育を実施する」 

食物を育てることから携わり、食材の変化や食の循環を知る 

実践予定内容 ・種まき、水やり、間引き、収穫、加工、食するという一連の流れを経験

する 

・種芋から育てる 

・子どもそれぞれにオリジナルのプランターを作ったり調理活動の計画を

立てたりすることで、子どもたちがモチベーションを持って栽培活動を楽

しめるような工夫をする 

2 計画・ねらい 「調理活動を行う」 

食材の加工を経験し、その変化に気付き楽しむ 

実践予定内容 ・大豆から味噌を作り、収穫した野菜でみそ汁を作る 

・梅から梅干しと梅ジュースを作る 

・トマトを収穫し、手作りケチャップに挑戦する 

3 計画・ねらい 「スタッフと一緒に食べる」 

他者と食事をするという楽しさの体験をする 

 実践予定内容 ・調理したものをスタッフや他児と一緒に食べることで、味やおいしさ、

楽しさを共有して、コミュニケーションとしての食の役割を知る（新型コ

ロナウイルスの状況に応じて実施する） 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～7月頃…ヘルパンギーナ 

7～8月頃…咽頭結膜炎（プール熱） 

11～3月…インフルエンザ 

11～12月頃…感染性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のための 預かりなし 
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薬の預かり  

エピペン使用できるスタッフ 本日現在5名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員1名については3月31日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック・虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

 施設内虐待防止委員会 年２回／９月・２月 

 コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

 利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 「遊具や教材配置の工夫をする」 

子どもが主体的に関わることができるようにする 

実践予定内容 ・子どもたち自身で選択できるように、どのような教材や玩具の配置がよ

いか考える 

・施設内で飼っている生き物にいつでも触れられるように配置する 
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・本棚の整理整頓を行い、定期的に本を入れ替えるようにする 

・子どもたちの興味、関心に合わせた道具や教材を適宜追加する 

2 計画・ねらい 「戸外活動の実施」 

ホンモノに触れる機会を作り、生活に根付いた環境を大切にする 

実践予定内容 ・カードや玩具、絵本での知識に留めず、畑仕事で収穫した野菜に触れた

り、商店に並ぶ野菜や果物、魚などにも触れたりする経験を提供する 

・緑道にある季節の植物、生き物に触れる機会を作る 

3 計画・ねらい 「施設内すべての整理整頓をする」 

どこの場所であっても子どもが活動の場として選択できるようにする 

実践予定内容 ・支援に必要な環境に配慮しつつ、支援室を自由に行き来できるようにし

ておく 

・カフェや事務所も自由に行き来でき、子どもたちが安全に活動できるよ

うに、常に整理整頓された状態を保っておく 

４ 計画・ねらい 「子どもを見守る関わりを大切にする」 

子どもが自信をもって行動し、試行錯誤をする機会を保障する 

実践予定内容 ・スタッフが適切な立ち位置で子どもを見守り、必要な言葉かけができる

ように勉強会や事例検討を行う 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

該当なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 避難訓練を月に1回実施し、緊急時にスタッフ全員が最善の対応ができる

ように努める。全スタッフが、避難場所・避難経路・避難対応の仕方を熟

知している状態でいる。また、支援内で避難訓練を実施するなど、子ども

や保護者の防災意識も高めるようにする。 

2 ケガ事故防止 活動前に予想されるケガや事故について話し合い、未然に防げるように対

策を考える。また、毎日の夕礼でヒヤリハットを出し合い、その場で環境

や対応を改善していく。起きた怪我や事故に対しては、原因の究明を怠ら

ず、再発防止や改善に努める。 

3 防犯 不審者侵入対応訓練を年に2回実施する。誰もが自由に出入りできるカフ

ェであることが前提であるため、来客者とは日々コミュニケー ションを取

り、異変に気付ける目を養う。 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグの知識を身に着け、自治体からの注意情報を把握する。ま

た、光化学スモッグ注意報が発令された場合は、光化学スモッグ発生時の

対応及び行政連絡に従って対応する。 
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6. 実習生・中高生の受入 
  

〈１〉今年度の方針・テーマ 

中高生やボランティアの方を積極的に受け入れ、次の世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材

を育成する。 

1 中高生の体験学

習受け入れ 

・世田谷区桜木中学校の華道部の生徒の方に来所頂き、子どもたちと生け

花体験を実施する 

2 各種ボランティ

アの受け入れ 

・昨年度中止となった「日本お手玉の会」の方に来所していただき、日本

の伝統的な遊びを子どもたちが体験できる機会を提供する 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 
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⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

  

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月6日 9:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待防止研

修  

③ 保育所保育指針、児童発

達支援ガイドライン 

・子どもの人権を第一に考えられる

ようになるため、その定義や対応に

ついて理解を深める 

・保育の知識を身に着けて、インク

ルーシブの学びを深めて支援が提供

できるようになる 

5月11日 9:30～11:30 

①  コンピテンシー自己採点 

②   戸外活動、集団を見る

力、保護者支援 

・園長大学Ⓡ保育士大学の遊びにつ

いての動画を視聴する 

・戸外活動を充実させる話し合いを

行う 

・集団の中の個を見るという力をつ

ける。また、スタッフの立ち位置や

声掛けなどについて学び、集団で起

きうる事故を想定した動きができる

ようになる 

・保護者支援の在り方をスタッフ間

で話しあう 

・フィードバックのポイントや方法

を共有する 

6月1日 9:30～11:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  日課、畑 

・食べること、食に興味を持つこ

と、口腔機能について学ぶ 

・畑仕事と食育を連動させた、食の

循環について考える 

・日課のねらいについて共通認識を

図る 

7月6日 9:30～11:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  発達検査について 

・発達検査について知り、検査所見

を見て理解できるようになる 

・保護者から検査についての質問が

あっても答えられるようになる 

8月3日 9:30～11:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  危険生物 

・池尻ルーム周辺で起こりうる、危

険生物での事故について学ぶ 
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9月7日 9:30～11:30 

①  コンピテンシー自己採点 

②  小学校、放課後等デイサ

ービスを知る 

・小学校の現状を知る 

・普通級、支援教室、支援学級、支

援学校の特徴を知り、イメージでき

るようになる 

・放課後等デイサービスについて学

び、保護者の相談に乗れるようにな

る。（つむぎ生田ルームの見学をし

て共有） 

10月5日 9:30～11:30 

①  コンピテンシー自己採点 

② ハザードマップの見直し 

③ 人権チェック・虐待防止

研修 

・ハザードパップを見直し、危険個

所の共有をする 

11月2日 9:30～11:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  内部監査 

・内部監査項目の共通理解を図ると

共に、子育てサービスや環境整備に

ついて振り返る 

 

12月7日 9:30～11:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  就学相談について 

・世田谷区、目黒区の就学相談の流

れを知り、保護者の相談に応じられ

るようになる 

1月4日 9:30～11:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ケース検討 

 ・全員で検討会を開く。様々な角度

からの見立てや意見を聞き、今後の

指導に活かす。 

2月1日 9:30～11:30 
①  コンピテンシー自己採点 

②  ケース検討 

 ・全員で検討会を開く。様々な角度

からの見立てや意見を聞き、今後の

指導に活かす。 

3月7日 9:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 次年度に向けての研修内

容検討 

 ・今年度を振り返り、来年度学びた

い内容について話し合う 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

〈５〉スタッフのＰＤＣＡ力を上げる計画 

コンピテンシーやMBOの中からスタッフが自身で目標を抽出し、実行、振り返りなどの経過をとも

に見ていく。2，3か月に一度面談を実施し、進捗状況を確認する。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

この3年で築いてきた地域との関係は継続しながら、さらに新しい地域交流の場を獲得していく。ス

タッフが積極的に地域に出ていき、イベントや行事に参加するようにする。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：駒場野公園・池尻三丁目公園など 

商店街ツアー 随時 買い物やハロウィンイベントを実施する 

世代間交流 ・社会福祉法人「愛隣会」とのつながりを大切にし、老人ホームの高齢

者の方、グループホームの方々との関わりを持つ 

・緑道での活動を通じて、地域の方々との交流を図る 

異年齢交流 ・体験学習などのイベントでは積極的にきょうだい児の参加を促し、幅

広い異年齢交流の場を設ける 

・卒児と現利用児が交流できるようなイベントを開催する 
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・地域の公園を活動の場とし、そこに集まる小学生も共に遊びを展開す

る 

地域拠点活動 ・ボランティア団体「四季の会」の方々指導の下、緑道の整備を行う 

・世田谷区がやがや館で行われる行事への参加や作品展示会への作品展

示 

中目黒どろんこ保育園 ・園児との交流の機会を持てるように、青空保育や公園での活動を共に

行う 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域の小学校にアポを取り、可能であれば子どもたちと一緒に公開授業や行事などの見学をする。

スタッフは小学生の姿を見て、その姿から逆算した必要な支援や経験を熟考し、子どもたちに提供で

きるようにする。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

適宜 東山小学校 2～3名予

定 

学校見学（特別支援教

室） 

スタッフ間交流 

小学校の雰囲気を知る 

適宜 多聞小学校 2～3名予

定 

学校見学（特別支援学

級） 

スタッフ間交流 

小学校の雰囲気を知る 
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10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。これらの情報を策定会

議で話し合い、子どもの課題と支援方法を検討した上で、個別支援計画書の作成を行う。作成した個

別支援計画は、保護者に説明を行い同意を得てから計画に沿った支援の提供をする。また、6か月に1

回以上のモニタリングを実施することを原則とする。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：２名以上予定） 

保護者の困り感が強いケースや、支援が難しいケースなどを中心に事例を挙げ、対応や支援策につ

いて検討する。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

保護者の希望により、就学支援シートを作成し、小学校への引継ぎを行う。就学支援シートには、

利用の状況、当施設での子どもの様子、提供した支援内容、必要な配慮事項などを記載する。子ども

自身の強みや得意なことなども伝えて、就学後にその子が自分らしく過ごせるための情報提供となる

ようにする。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 
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子育て相談 随時 

青空保育 月1回   公園名：駒場野公園または池尻三丁目公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年８月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時３０分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 ①支援の質の安定 

・2年間で蓄積してきた支援の記録に基づいて、子どもへの関りとそこに見

られる成長を自分の言葉で語れるようになる。 

・子どもの将来を見据えた話ができるよう、学齢期、青年期、成人期への学

びも深める。 

・保護者支援のためのスキルを身につける。 

②連携 

・地域子育て相談会の開催 

・全利用児への幼稚園、保育園訪問 

・青空保育 

振り返り 昨年度に引き続き、戸外での活動を安定的に実施できるようになってきた。

一方で、半分が新人職員という状況の中、将来を見据えた子どもの支援や保

護者支援というところに力を入れることができなかった。また、保育や子育

てについての学びの機会が少なく、インクルーシブについての理解が浅かっ

た。次年度は、保育についての学びを深め、支援の在り方についてスタッフ

一人ひとりが語れるようにする。 
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〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２３年度 目指す姿 地域を知り、つむぎを知ってもらう 

重点施策 １幼稚園、保育園、小学校との関係づくり 

・園訪問を通して園との関係を深めていく 

・つむぎ利用時の所属がない園に対してもアポを取り関係を作っていく 

・スタッフが小学校の見学をして、小学校の現状を知る 

２原点回帰 

・保育所保育指針、児童発達支援ガイドラインを読み込む 

・日課のねらいや目的を知り、食の循環についても学びを深める 

・日課を取り入れた支援を提供し、トライアルアンドエラーを繰り返す 

・戸外における支援について改めて振り返り、そのねらいや支援の引き出し

を増やして充実させる 

３地域発信とニーズ収集 

・地域の機関とつながるために、地域で実施されている会議や勉強会に参加

する 

・地域の現状を知り、どのようなニーズが潜在しているかを知る 

４人材育成 

・施設内研修の項目に記載した研修を実施する 

・保育、子育て、児童発達の領域に精通したスタッフの育成をする 

・神対応が自然とできるようになる 

２４年度 目指す姿 地域と継続的に繋がるシステムを作る 

重点施策 １幼稚園、保育園、小学校との継続的な連携と合同行事 

・定期的に園や学校との会議の場や勉強会の場を設ける 

２どろんこ会の支援の価値を形にする 

日課や食育などが支援の中に根付き、その支援のエビデンスをとる 

３地域機関との勉強会や研修 

・保育や発達に限らず、地域のニーズにあったテーマで勉強会や研修を実施

する 

２５年度 目指す姿 地域の子育て支援の拠点となる 

重点施策 １幼保小の連携強化 

・アプローチカリキュラムやスタートカリキュラムに精通し、切れ目のない

支援を実現化する 

２選ばれる施設になる 

・どろんこ会の支援をスタッフが説得力を持って地域に発信できる 

３相談の場 

地域のあらゆるニーズに応え、誰もが気軽に立ち寄れる 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 池尻ルーム 施設長 外山ちひろ 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 横浜東口ルーム 

事業計画書 
 

 

1. 基本方針 
横浜東口ルームは、法人理念「にんげん力。育てます」の下、学び続ける文化を醸成するために

「大人も子どもも成長する」をスローガンとして、まず大人が勇気を持って自分自身を知り、変化し

ていく。大人も子どもも互いの個性を知り、受け入れ、支え補い合い、みんなが横浜東口ルームを

「わたしの居場所」と思い、「我が事」として捉えられるようになることを目指す。 

 

●大人も子どもも自然体 

 支援する側・される側ではなく、大人も子どももひとりの人間として向き合い、ありのままの自分

と他者を知り、刺激し合い、互いに成長していく。一人ひとりがその個性を尊重され、学び、成長で

きる機会が十全に活かされるルームになることを目指す。 

 

●最大の環境は大人 

大人は、子どもにとって「最大の環境は大人」であることを認識し、自己の一挙手一投足はもちろ

ん、所作や意識の持ち方も子どもと保護者の現在と未来に大きな影響を及ぼす存在であることを自覚

し、日々の業務に携わる。 

 

●大人が心から興味を持ち、思い切り楽しむ 

大人は「やらせる」のではなく、子どもは「やらされる」のではなく、共に感じ、考え、遊び、笑

い、怒り、同じ時間を共有し、それぞれの感情を抱き、個性を形成していける環境を目指す。 

子どもも保護者も「つむぎに行きたい」「今日も楽しみ」と思って来てもらい、「今日来てよかっ

た」と思って帰ってもらう。そのために大人一人ひとりが自分に何ができるかを考え、実践し、反芻

する。 

 

●運営部mission２０２３の遂行 

①続・原点回避 

子どもの「生きる力」を育むために日々の日課、畑仕事を取り入れることを徹底し、まず大人が当

たり前のこととして実践し、その背中を見せると共に、なぜ実施するのかをスタッフ全員が自分の言

葉で語れるようになる。 

 

②小学校１年生を見て知る 

近隣の小学校を訪問し、どろんこ会の活動や理念を伝えていくと共にスタッフと教職員の交流を持

ち、逆算した保育を行えるよう日々の支援に活かしていく。また、横浜東口の子どもが不安なく、就

学を楽しみに日々を過ごせるよう、小学校の児童との交流を図る。 

 

③接遇★神対応 

「今日も楽しみ」「もっと遊びたい」「また来たい」と子どもと保護者に思っていただけるよう、

ルームに関わる全ての人へ気持ちの良い挨拶をし、清潔で安全な環境を提供できるようスタッフ一人

ひとりが我が事として考えて行動する。ルームに関わる全ての人が「横浜東口ルームは自分の居場

所」と思える環境を提供し、保護者、地域に選ばれるルームになることを目指す。 
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〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 

 

【自己決定力を育むことができる環境設定】  

・自己決定力を育んでいく為に、大人は声や表情、態度などで子どもを誘

導せずに、子ども達が自分で感じたり考えたりする機会を子ども達が十分

に活かせるようにする。 

・大人も主体性を持ち、考えながら実践し、その検証を個人だけでなくス

タッフ全体で共有し検証していく。 

実践予定内容 ・戸外活動の散歩で、公園などの行き先や遊びの内容を大人が先回りして

決めるのではなく、子どもが自分で行きたい場所、遊びを決められるよ

う、場所や遊ぶ道具の写真を子どもの発達に合わせ、掲示する。 

・毎日の活動の振り返りの中で、子どもの様子だけでなく大人の振り返り

も共有し、意見を出し合う。 

・意見交換が活発にできるよう、会議だけでなく日常業務の中でも子ども

の様子、感動したこと、悩んだことや発見など、些細なことを語り、共有

する。 

2 計画・ねらい 【食の循環を知る(畑仕事の充実)】 

 ・土作りからプランター栽培と畑仕事を行ない、どのように作物が育って

いくのかを学ぶ。 

・水やりや観察を日課とすることで、作物を自分で育てる楽しさやその成

長過程を知る。  

・実際に収穫した作物で調理体験をし、自分たちで育てたものを自分たち

で調理して食べる経験に繋げ、食への興味関心を広げていく。 

・作物や畑仕事について知識や技術をスタッフが学ぶことに加え、それら

を得意とする保護者や地域の方々に教えや協力を仰ぎ、活動に関わっても

らうことで、つむぎの理念や活動を知っていただく。 

実践予定内容 ・それぞれのグループで年間を通して畑に行くスケジュールを決め、月に 

２回以上、畑仕事を実施する。 

・プランターを使用して、毎回の活動時に作物の成長を感じられるように

する。 

・収穫した作物を使用した調理活動を実施する。 

3 計画・ねらい 【自分の過ごす場所を自分で整える】 

・畑仕事、雑巾がけ、生き物の世話などを通じて、自分が過ごす場所を自

分で整えるために、自分でできることを自分でする気持ちを育む。 

実践予定内容 ・日課だからやる、ではなく、自分たちが過ごす場所を整える当たり前の

行動として大人が率先して行ない、その背中を見せる。 

・キッズグループ、個別支援で分け隔てることなく、作物や生き物の世話

や雑巾がけを活動に取り入れ、生き物の成長や発見などを大人も子どもも

語り合う。 

・座禅やリズム体操を毎回行い、心と体を整える心地よさやそのとき感じ

たことを大人は率直に言葉にして伝える。 
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〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが保護者の気持ちに寄り添った接遇ができるよう、保

護者が抱く不安や悩みに気が付ける関係性を築いていく。 

実践予定内容 毎回の振り返りで子どもの様子や育ち、活動を分かりやすく伝えていくだ

けでなく、挨拶はもちろん、何気ない会話やコミュニケーションを取る時

間を大切にする。 

2 計画・ねらい 保護者同士の交流を深め、保護者がルームを「子どもを預ける場」ではな

く「子どもの大切な一つの社会」と感じられるようにする。 

実践予定内容 ・振り返りにおいて子ども同士の関わりやグループ全体の成長などを、個

別だけではなく保護者全体に伝えてゆく。 

・活動の裏で地域の情報共有や就学の相談会などを実施する。 

・つむぎを卒業した保護者を招聘し、実際の学校生活の様子を聞ける場を

設ける。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい スタッフは積極的に外部と接触を持ち、また、地域への学びの機会を開催

することでつむぎの一スタッフではなく、地域の専門士という自覚を持

つ。 

実践予定内容 昨年同様に東京農場・ガッツビート西・その他、西区地域の機関との連携

を中心とし、戸外活動時には青空保育を積極的に取り入れていく。 

2 計画・ねらい 近隣の小学校を訪ね、子どもたちが自分たちの五感で小学校を感じること

ができる機会を持ち、こどもと児童、スタッフと教職員の交流を図る。 

実践予定内容 小学校を訪問し、校庭や教室に実際に入ってみる。子どもは児童との交流

で他者との共同性の大切さを知り、スタッフは教職員と意見交換し就学を

見据えた支援活動を行っていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 大人も成長し、主体性を持って行動できるようになるため「考え、行動

し、共有する場」を積極的に設ける。 

実践予定内容 ・日々の活動の振り返りにおいて、子どもだけでなく大人の振り返りも行

い、それぞれのねらいや課題について意見を出し合う。 

・スタッフ間で各自のMBOを発表。半年１回施設長との面談、振り返りの

実施。  

2 計画・ねらい ・専門分野や得意分野、興味あることを学びインプットして、スタッフに

向けてアウトプットする。 

・自分が学び感じたことや吸収したことを多角的客観的に捉えることで、

学びの定着を目指す。またそれを相互に行うことで、相乗効果や学びの深

化を目指す。 

・多面的な支援を行えるよう、自身の専門分野だけでなく幅広い分野の知

見に触れ、大人のにんげん力UPを目指す。 
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実践予定内容 ・園長大学®保育士大学の講座を積極的に活用し、スタッフは年間で受講

する数やテーマ、発表時期などを決定し共有する。 

・スタッフで話し合ってテーマを設け、ルーム会議の時間を用いて園長大

学®保育士大学の講座を視聴し、実際にどのように行動すれば自分たちの

業務に落とし込めるかを話し合い、実践できる具体策を出し合う。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい ルームを居心地よく、「行きたい」「また来たい」と保護者や子ども達に

感じてもらえるよう、常に整理整頓され、清掃が行き届いた環境を保持す

る。 

実践予定内容 ・ルームに関する全てにおいてスタッフ一人ひとりが当事者である自覚を

持ち、挨拶や清掃など、気持ちよく過ごせる環境をスタッフ全員が我が事

として当たり前に行ってゆく。 

2 計画・ねらい 内部監査項目の指摘を５個以下 

実践予定内容 継続的にルーム内の整理整頓の機会を持つ。内部監査項目に関しては全ス

タッフに共有し日頃から意識してルーム環境を整える。 

 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

  

 

〈２〉開所時間 
   

９時００分～１８時００分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士２名 

機能訓練担当スタッフ１名（言語聴覚士１名、作業療法士０名、理学療法士０名） 

他３名 
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3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設  け、資料

を使った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 

給食運営会議 月1回 ・開催される会議に参加し、議事内容の情報共有をする。 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット、インシデント、事故の共有。  

・再発防止策の確認。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 議事内容の情報共有 

保健会議 年4回 議事内容の情報共有 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 テーマに即した実践と成果報告 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 
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安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  畑とプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 めだかの飼育管理、ビオトープ作成の指揮、動物や植物に触れる機

会の検討立案 

体験学習係  毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

体験学習 体験学習を通常の活動では体験できないイベントとして位置付け、

保護者や地域にも協力を仰ぎながら開催する。 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

キッズグループ 上半期 

3～5歳児 

・自分の行動を自分の意思で決定できるようにする為に、子ども 

たちが主体的に活動に取り組めるような人的・物的環境を整え 

る。 

・集団生活の中で他者への意識を高め、主体性を育んだり多様性 

を認め合ったりする経験ができるようにする。 

下半期 

3～5歳児 

・友だちと主体的に関わり、協力したり相談したりしながら目標 

に向かって活動する。  

・子ども同士でグループの中で何の遊びをするか、どんなものを 

作りたいか（工作や調理活動など）などを話し合ったりする時間

を頻繁に行うようにする。 

個別支援  ・個別支援は１対１で完結する時間ではなく、集団に繋げる為の

ステップの時間とし、グループ活動と同じ空間で過ごしたり、お

互いに活動の様子を見に行くなど、交流できる機会を頻繁に設け

る。 
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事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」を活用 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 【食に対しての興味・関心を高める】  

・自らが畑で育てたものを収穫し、調理して食べる経験をする。 

 

実践予定内容 ・１か月に２回以上の畑仕事の実施。  

・通年でプランター栽培の実施。 

・調理活動で作るものは、子どもたちが主体となって決める。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 手洗い・うがいや雑巾がけなど、清潔な環境への誘導 

流行が予測される感染症 通年®®®新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい®手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６月～９月：手足口病・咽頭結膜熱・ヘルパンギーナ・とびひ  

１２月～３月頃®®®インフルエンザ・ウイルス性胃腸炎・RSウイルス 

感染症 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在７名が研修受講し、修得済み 
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AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在７名が研修受講し、修得済み 

 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指 

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4®7®10®1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4®7®10®1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6®12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6®12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5®11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック及び虐待防止研

修 

年2回／4®10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／９®２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 子ども、保護者共に居心地が良く、また来たくなる環境を提供する。 

実践予定内容 日中の定期的な換気や消毒などの衛生管理を行い、整理整頓や清掃を日常

的に取り入れ、常に安心して過ごせるルーム環境を作る。 

2 計画・ねらい 子どもたちが遊び込める、安心な環境をスタッフ全員で確保する。 

実践予定内容 ・活動が始まったら子どもも大人も全力で遊べるよう、打ち合わせや準備
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は事前に入念に行う。 

・戸外での活動では全体把握を法人ルールに沿って行うとともに、公園到

着時の危険物チェックの徹底、不審者などにも注意する。 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践予定内容 法人の定める、マニュアルに則って行動をする。 

2 実践予定内容 安全対策係が中心になり、事故報告やインシデント、ヒヤリハットを分析 

し、再発防止に努める。なお、個人の危機予測の力が高まるよう、子ども 

が遊んでいる写真などを用い、起こりうる事故やケガを協議する。 

3 実践予定内容 防火管理者が中心となり、避難訓練・不審者進入訓練を行う。訓練の訓練 

とならないよう、参加者が実際に起こりうるという意識を持ちながら参加 

できるようにする。なお、全利用児が年に1回は訓練に参加できるように 

し、有事に備える。 

4 実践予定内容 光化学スモッグについては、自治体の情報を職員に即座に伝達し、マニュ 

アルに則って戸外活動を避けたり、戸外活動を切り上げて戻ってきたりと 

いう判断が迅速に行えるようにする。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
臨床心理実習をはじめとする外部からの実習受け入れの依頼については積極的に受け入れ、保育園

訪問実習など法人全体を通して実習地とし学びの場を準備し提供してゆく。 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
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① ルーム内ケース会議：アセスメント・目標・プログラムを全員で見直すケース会議を毎月行ってい

く。 

② ルーム外ケース会議：東神奈川ルーム、アトレ川崎ルーム、ラスカ茅ケ崎ルームのケース会議にす

べてのスタッフが継続的に参加し、生活場面で子どもを理解、支援する目を養う。 

③ ルーム内勉強会：年間で一つのテーマを定め、それについて勉強会を開きルーム全体の学びを深め

ていく。 

④ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援 

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修 

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑤ 西区の療育教育福祉連絡会の集まりに参加し、地域と共に子どもや福祉現場の支援を考える。 

⑥ 園長大学®保育士大学の公開講座を積極的に活用し、スタッフ一人ひとりの知見を増やし、ディス

カッションを通じてスタッフ全体のレベルアップや学びの深化を目指す。また、スタッフで話し合

ってテーマを設け、ルーム会議の時間などを用いて全員で講座を視聴し、話し合う場なども設けて

いく。年間を通じての受講予定やディスカッションのスケジュールなども相互に発表し合い、計画

的に取り組めるようにする。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月19日 10:00～12:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック 

③  虐待防止研修 

④  総合訓練 

⑤  怪我、ケーススタディ 

⑥  接遇研修 

・人権と虐待防止について研修 

・怪我、ケーススタディについて 

・電話対応、接遇について 

5月17日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  園長大学®保育士大学 

・園長大学®®保育士大学講座を活 

用した研修 

6月21日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者、家庭支援 

・保護者の悩み、家庭での悩みの共

有、具体的な支援策の検討 

7月19日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  個別支援計画作成 

・モニタリングの重要性、策定会

議、個別支援計画の作成について 

8月23日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  園長大学®保育士大学 

・園長大学®®保育士大学講座を活 

用した研修 

9月20日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  上期振り返り 

・上半期振り返り、活動の共有 

 

10月18日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック・虐待防止

・人権について研修 

・虐待防止について研修 
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研修 

③  衛生研修 

・嘔吐処理、感染症対策について 

11月15日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  就学支援シート 
・就学支援シートについて 

12月20日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

・今年度の支援内容やルーム運営の

振り返り、次年度の支援内容とルー

ムの取り組みの話し合い 

1月17日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  園長大学®保育士大学 

・園長大学®®保育士大学講座を活 

用した研修 

2月14日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  虐待防止研修 
・虐待防止について研修 

3月13日 10:00～12:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度に向けて 

・今年度の支援内容やルーム運営の

振り返り、新規利用児の個別支援計

画の作成と支援内容の立案。 

 

 

〈２〉外部研修への出席 
２～３月実施の「外部研修受講アンケート」に基づき、施設長および発達支援事業部が推薦する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®®保育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学®®保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育
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成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
全スタッフが東口ルーム周辺の地理、社会的資源に興味関心を持ち、探索する中で子どもと一緒に

交流していける機会を探索していく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 社会情勢を鑑みながらデイサービス施設訪問など、世代を越えた交流を

実践していく。 

異年齢交流 グループ支援の中で常に取り入れていく。 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。  

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害 

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する 

機会を確保する。  

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た 

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。  

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携 

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし 

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。  

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学 

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と 

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 
就学支援シートを主な連絡ツールとし、利用児童がスムーズに就学先に適応できるように情報提供

し、連携を図っていく。 
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また、近隣小学校の地域に公開する取り組みについてはスタッフと子どもが積極的に参加すること

で、地域の一員として連携が図れるようコミュニケーションを取っていく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を９月１日（金）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

9月頃 平沼小学校 2名予定 平沼小学校 

支援級の様子や連携に

ついての検討 

情報共有 

10月頃 日野特別支援学校 2名予定 どんとこいみなみ 

支援学校の状況確認と

進路についての検討 

情報共有 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
・児発管が中心となり、ルーム内会議の場でスタッフ全員が策定会議に参加していく。 

・半年を待たずして目標を達成したり、幼稚園や保育園、その他関係機関とのケース検討の結果必

要 と考えられたりする場合には随時更新していくこととする。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：７名予定） 
策定会議だけでなく、ケース検討会を実施することで、子どもへの理解をスタッフ全員で深めてい 

き、支援内容の充実に繋げていく。 
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〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
就学支援シートの作成を行い、行ってきた支援や手立てを引き継ぐ。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

青空保育 月1回   公園名：石崎川公園にて 

つむぎカフェ （月）～（土）10:00～17:00 

子育て相談 月１～２回 10:00～12:00 

ランチ交流 随時 

卒園児交流会 随時 

就学に向けた座談会 年１～２回 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
受審予定なし 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２３年６月に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
〈１〉昨年度の振り返り 
3 月 末 ま

でに目指

した姿 

重点施策 ・法人内の保育園と継続したケース会議を実施し、生活の中で支援をする視

点を磨いていく。  

・施設長が管理者として取りまとめるが、ルーム運営に関わる様々な業務を

スタッフが経験し、判断する経験を積み重ねていく。 
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振り返り ・系列園と継続したケース会議は要請に応じて実施することを継続した。

様々な児の生活場面で生じる課題や対応の困難さを共有しながら支援をイメ

ージすることで、スタッフの視点は少なからず磨かれた。  

・22年度は近年の中でも特に稼働率の低さ課題となった年だったが、スタ

ッフ全員が地域や関係機関に外回りをすることで接遇やサービス自体の見直

しなど、自分達で判断する経験を持つことが出来た。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 
２３年度 目指す姿 ・チーム力の向上 

・大人も子どもも日課を行う 

・ホンモノ体験を行う 

・保護者との関係性構築 

・地域事業との関係性構築 

重点施策 ・挨拶や清掃など、気持ちよく働ける環境をスタッフ全員が我が事として当

たり前に行ってゆく。 

・自分が目指す支援やそのために必要な環境や条件、課題点などを率直に話

し合い共有できるよう、日常の業務においても日頃から子どもの様子や感じ

たこと、嬉しかったことや感動したこと、疑問や不安なことなどを話せるよ

うにする。 

・個々人の意見や主義は尊重しつつもルームとして目指す方針を蔑ろにせず

チームとしての支援の質を高められるよう、自分を変化させる勇気を持つ。 

・つむぎを卒業した保護者を招聘し、実際の学校生活の様子を聞ける場を設

ける。実際の学校生活の様子を聞ける場を設ける。 

・相談支援事業所やつむぎを利用する子どもの所属園などを訪問し、横浜東

口ルームを知ってもらい、関係性を築く。 

・横浜西口ルームとの関係性を強化し、情報共有だけでなくイベントや活動

の合同開催などを検討していく。 

２４年度 目指す姿 ・保護者との連携強化 

・地域事業との連携強化 

重点施策 ・体験学習やイベントなどを保護者と一緒に企画し、運営し実行する。そう

した際にはつむぎを卒業した保護者も招聘し、年度を越えた関係作りをルー

ムだけでなく保護者同士でも行えるようにしていく。 

・つむぎを利用する子どもの所属園だけでなく、地域の保育園などにも関係

性構築の範囲を広げ、保育所等訪問支援を行なうための土台作りを行う。 

２５年度 目指す姿 ・西区の子育て支援の充実化を図る 

重点施策 ・保育所等訪問支援を通じて各関係機関との情報共有や関係強化を図り、つ

むぎに限らず西区全体としての支援の充実化に貢献する。 

 
 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 横浜東口ルーム 施設長 田川 信政 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 府中ルーム 

事業計画書 
 

 

1. 基本方針 
２０２３年度 運営本部スローガン「成長を楽しむ～子どもも大人も成長を感じられる施設運営」

のもと、「６つの力」を身につけるべく必要な体験を日課・基本保育活動として、子どもと一緒にス

タッフも全力で取り組むことを基本方針とする。リズム体操や運動活動、食育活動、製作等表現活動

も原則戸外で実施し「センス・オブ・ワンダー」についてスタッフは改めて学び直す。そして一つひ

とつの活動や体験の中で「なんでだろう」「どうしよう」「こうしよう」などスタッフが考えて行動

する姿を子どもに見せていき、その関わりの中で子どもが自ら五感を使って感じ取り、考え、伝え合

い、表現できるような支援を展開していく。スタッフも子どもも共に「にんげん力」の向上を目指せ

る支援を実践できるように取り組む。 

この地域社会で学齢期を迎える子どもたちにとって、何が必要で大切なことなのかをスタッフが自

ら進んで学び得ていく。そして、子どもを取り巻く「府中ルーム」「保護者」「地域」が手を取り合

い、この時代を生きる子どもが地域社会の中で生きていく力を育める子育て支援事業所として、更な

る認知度の向上を目指す。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

２０２３年度は運営本部missionにある「続・原点回帰」に注力して支援内容の充実と質の向上を図

る。保育所保育指針における「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」や、法人が掲げる「６

つの力」を育める環境について、スタッフは改めて学び直し学び続けていく。そして子どもが「生き

る力を育む」環境を用意すべく、日課・基本活動の見直しを実施し、よりよい活動となるように検証

を行う。地域社会を利用しながら府中ルームだからこそできる子育て支援とは何かを常に考え、子ど

もの成長に必要な体験を繰り返し、日常的な支援となることを目指していく。 

1 計画・ねらい リズム体操の充実 

・さくらさくらんぼ（リズム体操）の見直しと定着 

実践予定内容 スタッフはさくらさくらんぼリズムを学び直し、理解を深める 

日課の一つとして、リズム体操を日常に取り入れる 

青空リズムと称して、戸外でのリズム体操を定着させる 

2 計画・ねらい 戸外活動の展開 

・新旧の地域資源の精査 ・豊かな戸外活動への展開 

実践予定内容 スタッフは府中市について知見を広め、新旧の地域資源を精査する 

子どもが自主選択しやすい戸外マップを作成する 

長距離散歩コースや、日課となり得る散歩コースを開拓する 

地域社会と豊かに関われる資源を開拓し、活用に向けて検討する 

3 計画・ねらい 食育活動の展開、充実 

・食の循環や環境の理解 ・畑仕事の発展 ・環境教育の実践 

実践予定内容 食育活動と堆肥づくりを関連付けて日常化する 

畑の畝づくり体験や、魚掴み体験を通して、食の循環と環境について学ぶ 

子どもが自主的に畑の手入れを実施できる環境を整える 

戸外または室内で食育活動を行い、あらゆる環境で「生きる力」が育める
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ようにスタッフも全力で取り組む 

4 計画・ねらい 異年齢活動の発展 

・道徳心、規範意識の向上 ・協同性の向上 

実践予定内容 造形、感覚、運動、相談、発表などの表現活動を通して、集団活動で必要

な「思考し判断する」体験ができる環境設定を実施する 

「小学生」を意識し就学を楽しみに感じられる環境設定を実施する 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者の不安が減り安心して子育てができるように、日々の対話や環境におもてなしの心を込めて

支援する。子育てを一緒にしているという認識がお互いに持てるように、保護者との信頼関係を作っ

ていく。 

1 計画・ねらい 丁寧な保護者対応、接遇の実施 

・保護者の不安軽減 ・保護者との信頼関係づくり ・安心できる環境 

実践予定内容 来所時のお迎えや見送り時など、スタッフの丁寧な対応について見直しを

行い徹底する 

その日に不必要な物は排除し、常にカフェや廊下、室内が整理整頓されて

いる環境を維持する 

リラックスできる雰囲気で待ち時間を過ごせるよう、対応や環境について

見直しを行う 

2 計画・ねらい 保護者サロンの実施 

・情報の共有 ・保護者の不安軽減 ・保護者同士の繋がりづくり 

実践予定内容 計画的に説明会（就学相談、就学、就園、放課後デイサービスなど）を実

施する 

3 計画・ねらい 事業所内相談支援の充実 

・保護者の不安軽減 ・支援の共通理解 ・家庭支援 

実践予定内容 保護者が気軽に話せるような雰囲気の中で対話を行い、信頼関係を築く 

保護者と支援のフィードバック時間が足りない場合や、他児保護者の前で

は話しづらい場合などに、積極的に活用する 

電話相談も可能なことを保護者に周知する 

家庭で実践できる支援やヒントを伝える 

スタッフのスキルアップを図る 

4 計画・ねらい 所属園との連携の充実 

・支援の共通理解 ・地域との連携 

実践予定内容 保育園や幼稚園、他事業所などへの訪問や電話での連携を継続的に行い、

子どもに対して多角的な視野のもとで支援する 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

昨年度に引き続き「子育てで困ったことがあったら、つむぎに聞いてみよう」と思ってもらえる知



20221215版 

名度と支援の質向上を目指す。スタッフ全員で府中市についての知見を深め、スタッフも地域の一員

としての自覚を持ち積極的に地域の資源を活用していく。 

1 計画・ねらい 小学校との連携 

・就学を見据えた支援の提供 

実践予定内容 近隣小学校の学校公開にスタッフが参加し、小学一年生の学校生活ついて

知り学ぶ 

近隣小学校の校庭開放を利用し、小学生との関わりを持つ 

2023年度に引き続き府中市立若松小学校校内で体験学習を実施し、和太

鼓クラブとの交流を持つ 

2 計画・ねらい 市との連携 

・地域資源としての自覚 ・情報収集 

実践予定内容 スタッフは地域の子育て研修や子育て勉強会、子育てイベントに積極的に

参加し、地域で求められている子育てについて情報収集を行う 

子どもが地域で成長していくことを見据えて、市内の相談支援事業所や発

達支援センター、子ども家庭支援センターなどの機関との連携を行う 

3 計画・ねらい カフェの充実 

・情報共有 ・身近な子育て支援事業所としての周知 

実践予定内容 利用待機者には「いつでも行ける」場所としてカフェの利用を積極的に周

知する 

子育て情報を誰でも閲覧できる場として、子育て支援情報や、勉強会資料

を設置し内容を充実させる  

身近な子育て支援事業所と感じられるように、環境を適宜見直し改善して

いく 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

スタッフの「にんげん力」が向上できるようにスタッフ全員で取り組んでいく。支援をする者とし

て自覚を持ち、スタッフ一人ひとりの専門性を共有して柔軟に議論できる環境での育成を目指し、ス

タッフ一人ひとりの支援スキルが向上するように取り組む。 

1 計画・ねらい 「小学校学習指導要領を知る」 

小学校学習指導要領の理解 就学後の姿を見据える 

実践予定内容 小学一年生の学習内容を読み解き、就学前に何ができるようになれたら良

いかを学ぶ 

保育所保育指針を読み解き、小学校学習指導要領と見合わせて、就学前に

どのような力が必要なのかを学び、支援に展開する 

2 計画・ねらい 自己実現 

・やりたいことの実現 ・支援者としての自覚と成長 
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実践予定内容 スタッフの「共に成長を楽しめるやりたいこと」を活動計画に取り入れ、

計画から振り返りまで丁寧に行い実現に向けて努力する 

子どもと一緒にスタッフの「にんげん力」が向上し成長できる活動や環境

を考えて実行する 

3 計画・ねらい ルーム内研修の充実 

・大人のにんげん力向上 

実践予定内容 スタッフ一人一人が、職場や自身の課題を真摯に見立て、学ぶべきことを

見極める 

園長大学Ⓡ保育士大学を受講し、学んだ内容を施設内勉強会でスタッフに

共有する 

目の前の子どもや保護者にどのように役立つかを考えながら学び続ける 

施設内会議で人に分かりやすくアウトプットし、学んだ内容を整理して自

己研鑽に繋げる 

 

 

〈５〉環境実施目標 

 環境への取り組みについて、どろんこ会の基本理念や方針を学び直すことから始める。スタッフも

子どもと一緒に身近なことから実践し取り組んでいく。 

1 計画・ねらい 環境監査（内部監査）の学び 

・共通理解 ・法令順守の確認 ・次年度を見据えた活動内容の検討 

実践予定内容 スタッフ全員で環境マネジメントマニュアルの読み合わせを行う。 

基本理念や基本方針を理解したうえで、府中ルームでは何ができるのかを

考え取り組む 

2 計画・ねらい 生き物の世話 

・生死の理解 ・環境教育の実践 

実践予定内容 畑で捕まえた魚やザリガニの飼育する方法を子どもと一緒に考え、計画的

に実践する 

生き物の世話を通して、生命の不思議さや尊さに気づき、生命を感じなが

ら生き物の特性に合った環境を探求できるように取り組む 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日 
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〈２〉開所時間 

   

９時００分～１８時００分  

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士３名 

機能訓練担当スタッフ1名（作業療法士） 

 

 

 

3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 

 

週1回 

30分 

・ケース会議：適宜 

・会議、委員会、研修、勉強会の報告：適宜 

・スタッフ勉強会：適宜 

・必要なテーマの会議や委員会：適宜 

全体会議 月1回 

（第1月曜） 

80分 

・コンピテンシー 

・ルーム内研修 

・支援内容検討会 

グループミーティン

グ 

週４回 

5分～10分 

・当日グループ支援の打ち合わせ 

 活動の目的、流れ、人員配置、配慮事項、見たい姿の確認 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハットや事故報告書の共有、検証 

自ルームにおける事故防止についての検討 

支援計画策定会議 適宜 ・担当者と児童発達支援管理者が必ず参加する 

・基本的には全員参加とし、全員が支援できる体制を整える 

支援の質をあげる会

議 

月1回 支援全般において課題を抽出し、課題の改善に向けて検討す

る 

子育ての質を上げる会議の宿題に向けた話し合いを行う 
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〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育計画振り返り、実践報告 

保健会議 年4回 衛生、感染症マニュアルの確認、検討実践報告 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

コンピテンシー実践の共有、テーマに即した実践の共有と振

り返り、エリア内での情報交換 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者 防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者 飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食品

サンプルの管理 

畑係 畑管理者との連絡調整、畑仕事および食育活動の計画 

生き物係 動物や植物に触れる機会の検討及び立案 

広報係 SNSおよびブログ、創園の実践記録への発信 

社用携帯およびパソコン内の画像動画管理 

環境整備係 事業所内の環境整備、清掃計画、備品在庫管理 

教材絵本管理係 教材や絵本の管理、修理、見直し 

グループ支援係 グループ支援の活動内容の立案および全体会議への議案提示 
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実績及び稼働管理係 実績および日報入力、稼働動向管理 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

体験学習係 体験学習の立案、計画、実行、振り返り 

企画立案係 保護者参加の立案（勉強会、交流会など）、計画、実行、振り返り 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

親子グループ 上半期 

 

つむぎに来ることや、つむぎという場所やスタッフ、他児に慣れ

ることを目的とし、安心して過ごすことができる環境を整える 

保護者の子育ての不安を受容しながら、子育てのヒントになるよ

うな保護者支援を行う 

下半期 

 

他児への関心や意識、自分のやりたいことの選択、自分のことは

自分ですることが育つような環境を整える 

見守りを中心とした関わりすぎない人的支援を行う 

保護者も積極的に関わることができるようなプログラムを用意す

る 

保護者同士が関わりを持てる場所、時間となるようにする 

グループ支援 

 

上半期 

3～5歳児 

異年齢集団の中で場の共有、時間の共有、活動の共有を通して他

児に関心が向くような戸外活動を中心に行う 

畑仕事、食育活動、表現活動、雑巾がけや座禅・リズム体操等日

課活動などを行い「やってみたい」という気持ちを育てる 

下半期 

3～5歳児 

他児と協同の中で互いに思いや考えを共有し共通の目的を実現で

きる活動を戸外中心に行う 

食育活動や表現活動、雑巾がけや座禅・リズム体操等日課活動や

畑仕事など身体を動かす活動や労働を通して、心身が受ける感覚

とコミュニケーションが豊かになることを目指す 

個別支援  室内活動や畑仕事、戸外活動、食育活動、雑巾がけや座禅・リズ

ム体操等日課活動、表現活動などを行い、その中で子どもの強み

に焦点をあてて、Trial＆Error繰り返す。その中で子どもの「で

きた」が増えるような支援を行う 
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事業所内相談支援 随時 随時、希望する保護者に対し実施 

「相談支援記録」を作成する 

保護者面談 

発達相談 

随時 随時、希望する保護者に対し実施 

「保護者面談記録」「子育て相談記録」を作成し活用する 

関係機関との連携 随時 就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援内

容の調整を行う 

意見・要望への対

応 

随時 連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用する 

 

 

〈２〉年間行事計画 

 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉食育運営方針 

 ２０２２年度は畑仕事から繋がる食育活動を毎月行ってきた。２０２３年度は地域や生活の中で

「食」を感じられるよう、食育に関する活動の幅を拡げていく。本計画書１．基本方針〈５〉環境実

施目標に記載してあるように、食材や食の循環・環境への意識を育む取り組みを行う。 

1 計画・ねらい 畑仕事、調理 

自然を感じる（センス・オブ・ワンダー） 

実践予定内容 時間をかけて畑で育てた野菜を収穫して食し、また収穫した野菜を加工す

る過程を通して「野菜がどのような過程で食に至るのか」を知る 

調理を通して食材が変化していく過程を五感で感じながら、身体の栄養素

やエネルギーになることを知り、食への関心を深める 

2 計画・ねらい 生を食す経験 

・命をいただくことの理解 

実践予定内容 東京卸売りセンターで、たくさんの魚や肉、加工品など五感を使って感じ

ながら、食についての知識関心を深める 

魚を捌いて食すクッキングを実施する 

乳牛から生乳を搾って食す体験学習を実施する 

3 計画・ねらい コンポストの充実 

・食材の循環理解 

実践予定内容 コンポストが子どもにとって身近になるような設置場所を検討する 

食育活動や利用児の家庭で排出された生ゴミを活用する 

毎日かき混ぜ、堆肥になっていく様子を観察する 

できあがった堆肥で作物を育てる 
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〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス、マイコプラズマ肺炎、 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

 

6～8月頃･･･手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱（プール熱）、

流行性角結膜炎（はやり目）伝染性症軟属腫（水いぼ）、伝染性膿

痂疹（とびひ）、アデノウイルス感染症など 

11～２月頃･･･溶血性連鎖球菌感染症、ウイルス性胃腸炎、RSウイ

ルス感染症、インフルエンザなど 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 

預かりなし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在７名が、研修受講し、修得済み 

未受講者なし 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

AED設置なし 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う 

消毒・換気を徹底する 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 
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個人衛生点検簿／毎日 食育活動開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の全体会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／9･2月の全体会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／全体会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 教材や玩具の配置の整備 

・危機管理 ・美観への取り組み ・子ども主体の活動 

実践予定内容 必要なもの、不必要なものの整備や整理整頓を行う 

子どもが自分でやりたいことを考え、選択し、行動できる環境を整備する 

2 計画・ねらい 子ども用ハザードマップの作成 

・子ども主体の活動 ・危機管理 

実践予定内容 子どもが自分で活動場所を選択できるよう、子ども用ハザードマップを作

成し、取り扱いしやすい場所へ設置する 

危険箇所を分かりやすく記したハザードマップになるように適宜修正する 

3 計画・ねらい 清掃時間の確保 

・美観への取り組み ・危機管理 

実践予定内容 日々の清掃だけではなく、月に2回15分間スタッフ全員で集中清掃の時間

を作る 

危険箇所の早期発見に努める 

4 計画・ねらい 子どもを見守る関わり 

・子どもが自分で考えて行動する機会の保障 

実践予定内容 スタッフの立ち位置や声かけなど事例検討を行う 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 靴箱 支援室入口 月1回 

2 椅子 北島体験農園 月1回 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 防災への対応 火災や災害を想定して月1回避難訓練を行う。訓練後の反省点の改善に努

め、防災の意識を高める。また支援で防災に関係した活動を行い、保護者

や子どもの防災意識を高める 

2 けが事故防止へ

の対応 

日々、ヒヤリハットな出来事の検証を行い、けがを未然に防ぐ意識を高め

る。グループ支援や体験学習など、複数の子どもが参加する活動では、必

ず活動前にミーティングを行い、配慮事項や危険予測などを話し合う 

3 防犯への対応 不審者侵入訓練を行う。笛の所持、インターフォンドア解除の際の確認、

施設周辺の変化への気づきなど、日々の行動を徹底する 

4 光化学スモック

への対応 

光化学スモックの知識を身につけ、市からの注意情報を把握する。光化学

スモック注意報発令時には室内で過ごす 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり、地域研修の場でもあるため、実習生・研

修生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の

現場で活躍する人材を育成する。 

 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

中高生の体験学習の依頼や保育養成校および専門士養成校の学生の実習受け入れの打診があった場

合には可能な限り受け入れ、次の世代を担う保育・福祉への人材育成に向けて努める。また、一般の

方も含め学生からのボランティア希望があった場合も同様に受け入れる。そのためには、市報やSNS

等で実習やボランティアを受け入れているという情報の発信に取り組む。 

1 情報発信 市報やSNSを活用して、ボランティアや実習を受け入れていることの情報

を発信する 

ボランティアや実習の依頼元となる学校などを調べ、連携する準備を行う 

2 受け入れ 新型コロナウイルスの状況を鑑みながら、積極的に受け入れる。職員の受

け入れ体制を整え、準備を行う 
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7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月3日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック、虐待防止

研修 

③ 保育運営マニュアル 

④ ケガ・ケーススタディ研

修 

① 自己の振り返り 

② 支援における人権侵害と虐待 

③ 保育運営マニュアルNo.1～8 

④ ケガについての学び 

5月8日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 環境マネジメントマニュ

アル 

③ 保育所保育指針１ 

① 自己の振り返り 

② 環境マネジメントについての学

び 

③ 保育所保育指針読み込み 

6月5日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保育所保育指針Ⅱ 

③ 就学支援 

① 自己の振り返り 

② 10の姿の共通理解 

③ 就学への流れ確認、共通理解 

7月3日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 熱中症 

③ 感染症 

④ 小学校学習指導要綱１ 

① 自己の振り返り 

② 熱中症の知識、対応 

③ 感染症の知識、対応 

④ 小学校学習指導要綱読み込み 

8月7日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 火災地震災害時対応 

③ 小学校学習指導要綱Ⅱ 

① 自己の振り返り 

② 消化器の使い方、非常食の試食 

③ 就学を見据えた支援の共通理解 
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9月4日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保護者対応 

③ 内部監査 

① 自己の振り返り 

② 支援者としてのあり方 

③ 監査項目の共通理解 

10月2日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 保健、衛生 

③ 人権チェック、虐待防止

研修 

① 自己の振り返り 

② ルーム環境の衛生の見直し 

③ 虐待防止の再確認 

11月6日 10:40～12:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 発達の見立て理解１ 

① 自己の振り返り 

② 発達の理解、確認 

12月4日 10:40～12:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 発達の見立て理解２ 

① 自己の振り返り 

② 支援における見立て理解、確認 

1月15日 10:40～12:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 支援内容の振り返り 

① 自己の振り返り 

② 支援内容の振り返り、確認、発

展 

2月5日 10:40～12:00 

① コンピテンシー自己採点 

② ハザードマップ、ルート

マップ 

① 自己の振り返り 

② ハザードマップの見直し、戸外

活動でのリスクマネージメント 

3月4日 10:40～12:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 次年度の取り組み 

① 自己の振り返り 

② 法人の理念・方針・目標・Miss

ionの確認 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

多様な世代との交流を積極的に行う。また地域のイベントに参加する機会を得て「人」「モノ」と

の交流を行う。そのために市役所や市報、文化センターなどを活用し、情報収集に努める。 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（青空リズム） 月1回   公園名：すずかけ公園 

商店街ツアー 年2回 

世代間交流 市のイベントに参加する 

北島体験農園にて子どもの祖父母世代の方々との交流を行う 

畑仕事を教えてもらう、道具の使い方を教えてもらうなどを通して交流

を行う 

異年齢交流 卒園児や学童及び放課後デイサービスを利用している小学生と交流を行

い、その姿を通して「小学生」を知る 

地域拠点活動 地域のイベントに参加（作品展示など） 

子育てサークルとの交流を行い、情報交換やつむぎカフェの周知に繋げ

る 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 

〈１〉今年度方針・テーマ 

(ア) 幼少接続アプローチカリキュラムについての学びを深める。府中ルームではどのようなアプロ

ーチカリキュラムを支援できるかを考え、就学後を見据えた支援に向けてスタッフ全員で取り

組む。 

(イ) 昨年度に引き続き、希望者には就学支援シートを作成して積極的な連携を行う 
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(ウ) 近隣の小学校の校庭開放を利用し、「小学校」を体験する 

(エ) 市内の小学校の特色を調べ、情報を得ることで、利用者にとって豊かな連携になるように努め

る 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、府中市立府中第一小学校と相談・協議を1月28日（土）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

適宜 府中第一小学校 未定 校庭開放の利用 子ども間交流 

未定 府中第一小学校 未定 学校公開への参加 スタッフの学び 

未定 府中第一小学校 未定 校内講座の参加 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

原則6か月以内に1回以上のモニタリングを保護者に実施して、短期目標および支援目標やその実施

方法を策定会議に教示して、個別支援計画書の作成を行う。保護者に説明して同意を得てから計画書

に沿った支援を提供する。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回以上開催予定 参加者：3名以上） 

子どもや保護者の困り感が強いケース、支援が難しいケース、また、支援が良好なケースや発達が

良好なケースなどもケース会議を行いスタッフで共有する。 
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〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

就学支援シートおよび電話などで進級引継ぎおよび小学校への引継ぎを行う。当施設での子どもの

様子、提供した支援内容、必要と思われる配慮事項などを伝える。また、子どもの発達過程を踏まえ

「できること」「得意なこと」などを積極的に伝え、進級先および小学校での今後の見通しとなるよ

うな引継ぎを行う。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～18:00 

子育て相談 随時 

ランチ交流 随時 （新型コロナウィルスの状況を鑑みて開催） 

青空保育 月１回  公園名：すずかけ公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年度「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である 

時期未定 

自己評価開始予定時刻：１０時００分 

自己評価終了予定時刻：１５時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室  

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
２０２０年度の事業計画書から打ち出している「地域に根付く子育て支援施設」をさらに発展させ

て「発信力のある地域の子育て支援事業所になる」ことを目指す３カ年計画とする。社会情勢や環境
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等の変化が目まぐるしいこの現代において、引き続き保護者だけでなく地域全体で手を取り合い温か

な子育てをしていくことを提唱し、市の児童発達支援センターと連携を図りながら、その中核的存在

になることを目指す。 

 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 地域の拡大 

振り返り 概ね達成 

・今後活動の資源となり得る場所に出向き、活用できるか検討した結果、5

カ所を新規資源として開拓することができた 

・畑に関しては、府中市のルールの影響もあり、新規開拓には至らなかった 

重点施策 今までの支援の展開・発展 

振り返り 概ね達成 

・今までの支援内容を振り返り、新たな支援内容を検討していくに当たり、

繰り返し実施している支援内容であっても、目の前にいる子どもに合わせて

アレンジして提供することができた。また、来年を見据えた支援の展開を考

えながら実施することができた 

・地域への情報提供の場としてカフェに子育て支援情報や勉強会資料を設置

や掲示を実施したが、美観や整理整頓の観点からは、今後より改善が必要と

感じている 

重点施策 スタッフの支援スキル向上 

振り返り やや達成 

・ドキュメンテーションや保育の質を上げる会議の宿題、SNSやブログを通

じて自ルームの支援を客観視することができた。その中で、ルーム全体の課

題やスタッフ個人の課題を確認することができた 

・面談において、各スタッフが抱く仕事への思いを確認し合い、「これから

どんな支援がしたいか」「何を学びたいか」など支援スキル向上についての

話し合いを繰り返し行うことができた 

・スキル講座や、園長大学Ⓡ保育士大学への参加を希望しても、支援や業務

優先となり不参加となってしまうことがあった 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

2 0 2 3年

度 

目指す姿 地域資源の展開、発展 

重点施策 スタッフ全員で府中市についての知見を広め深める 

・スタッフは地域の子育て研修や子育て勉強会に積極的に参加し、地域で求

められている子育てについての見聞を広める 

・既存と新規の地域資源について精査する。更なる地域の拡大に繋がるか、

また別の活用方法がないかを検証し、より豊かに子どもたちが活動できるよ

うに展開し発展させる 

・小学校へ出向き、スタッフ自身が「小学校」を身近に感じられるようにす

る。この地域で就学を見据えた支援に何が大切なのかを学び得る 

・府中ルームやスタッフ一人ひとりが子どもにとっての「地域資源」である

自覚を持って、市内の相談支援事業所や、発達支援センター、子ども家庭支

援センターなどの機関と連携に努める 

・ルーム内外の勉強会・研修の講師を務める人材を輩出する 
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2 0 2 4年

度 

目指す姿 地域の子育て支援の中核的存在  

重点施策 地域の子育て支援といえば府中ルームと思われる事業所になる 

・府中市児童発達支援センター（仮称）との連携やその体制づくりに努める 

・地域で求められる子育て支援の在り方を検討し、実施に向けた体制作りに

努める 

・地域の子育てイベントにも積極的に参加し、地域から連携を求められるよ

うに取り組む 

2 0 2 5年

度 

目指す姿 地域における子育て支援活動の展開 

重点施策 地域の子育て支援の中核として発信力のある事業所になる 

・府中市児童発達支援センターとの連携強化に努める 

・子育て広場の実施に向けて取り組む 

 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 府中ルーム 施設長 上田 朋子 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 桶川ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

① 子どもの「生きる力を育む」を軸とした発達支援を提供していく。特に、畑仕事や動物の世話等の

戸外活動を中心とした原体験を大切にし、「遊び」を通して発達を支援していく。 

 

② 子どもの「好み」を把握し、子どもたちの「遊び」に寄り添った支援を提供することで、「遊び」

を通して非認知能力を身に着けていけるような環境を提供する。 

 

③ 近隣地域の連携を密接に行うことで、地域に開かれた児童発達事業所を目指していく。また、小学

校との連携を密接に行い、学校公開日にスタッフの参加を行う等をすることで、スタッフが自身の

目で小学校1年生の姿を確認し、今行うべき支援を考える力が身につくように環境を整えていく。 

 

④ 畑仕事の充実を図り、子どもたちが畑仕事を通して作物の栽培、収穫、調理、加工、食べるなどの

経験をすることで、食への興味や食べることの大切さを知り、食材や食の循環・環境への意識を身

に付けていく。栽培する作物も子どもたちで話し合い、選択し決定する機会を増やすことで、子ど

も自らが人、物、環境、活動を考え、選択できる力を引き出していく。 

 

⑤ 併設されているメリー★ポピンズ桶川ルームと連携・協働を強化し、スタッフ全員が専門性や個々

のスキルなど、エンパワーメントを図ることで質の高い保育や支援を提供していく。併設園の良さ

でもある異年齢やさまざまな子どもたちとの関わりを通して、インクルーシブな社会の実現を目指

していく。また、保護者や地域の方を対象とした講座や相談会などを実施し、地域のセンター的役

割を担えるような事業所を目指していく。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：子どもたちが自己選択のできる環境設定 

ねらい：選択、決定できる力を育み、「生きる力」を獲得する 

実践予定内容 子どもたちが好みのもの、興味のあるもの等を普段の生活や保護者の聞き

取りなどから把握し、自己選択ができる環境を提供する 

2 計画・ねらい 計画：戸外活動の充実 

ねらい：乳幼児期における原体験を、戸外活動を通して感じていく 

実践予定内容 日課である散歩や畑活動等の戸外活動を中心に、子どもたちがホンモノに

触れる機会を提供していく 

3 計画・ねらい 計画：保護者に対する支援の可視化 

ねらい：事業所における支援内容を明確に提示していくことで、保護者共

に子どもたちの成長を感じる 

実践予定内容 ポートフォリオ等を用いることで支援内容を視覚的に提示し、子どもたち

の成長を相互的に確認できる環境を設定する 
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〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者交流の機会を提供し、安心して相談できる環境を設定する 

実践予定内容 保護者の方が参加できる交流会を実施し、保護者同士や保護者とスタッフ

が繋がることのできる機会を提供していく 

2 計画・ねらい 相手の気持ちに寄り添った関わりをすることで、安心できる場を提供する 

実践予定内容 スタッフ全員が丁寧にあいさつ、お迎えを実施し、常に温かい雰囲気の施

設を作っていく。また、施設内は常に清潔感を意識し、リラックスできる

環境を構築する 

3 計画・ねらい 事業所内相談の充実化 

実践予定内容 月1回の「事業所内相談」の利用を積極的に勧め、保護者の抱えている相

談事を丁寧に対応する 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の関係機関との連携 

実践予定内容 地域の関係機関等との積極的な連携及び協働を図るとともに、子育て支援

に関して積極的に地域に向けて門を開いていく。 

2 計画・ねらい 地域における子育て支援の重要性をスタッフ全員が理解し、実践する。 

 

実践予定内容 地域の保護者等に、専門性を活かした子育て支援として、相談会や勉強会

などを積極的に行う。 

3 計画・ねらい 地域の子育てしている保護者の安らぎの場となる。 

実践予定内容 ちきんえっぐの広報活動を行い、地域の子育てしている保護者が気軽に利

用できる場にする。また、そこで生まれる保護者同士の繋がりも大切にし

ていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい スタッフに学びの機会を設けることで、支援の質の向上、及び獲得を図る 

実践予定内容 会議などを利用し、発達支援、特別支援の領域における基礎的な知識の獲

得、及び最新のインクルーシブ保育について学ぶ機会を設ける 

2 計画・ねらい 小学校就学にむけた支援を理解する 

実践予定内容 小学校1年生を見据えた上で、必要な支援をスタッフ全員が理解し、実施

できるように教スタッフ間交流を実施する。また、実際に自分たちの目で

小学1年生の生活を見ることのできる機会を提供する 
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3 計画・ねらい 日々の活動に対する適切な記録を学ぶ。 

実践予定内容 自分たちの支援を振り返った際に、何が良かったか、どんな関わりが求め

られていたのかを振り返ることが出来るよう、定量的な記録の書き方に関

する知識を獲得する 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 畑仕事、食材加工、捌いて食べる命をいただく等の活動を通し、食材や食

の循環・環境への意識を育む環境教育を実践する 

実践予定内容 自分たちが畑で野菜を育て、収穫し、食する経験を通じ、食について考え

る機会を作る。また、魚の解体を通し、食の循環について学ぶ 

2 計画・ねらい 給食残渣を減らすことで廃棄にかかる環境負荷を減らし、食べ物を大切に

消費する 

実践予定内容 ・野菜を皮つきで調理したり、皮を使ったメニューを考えたりして、給食

残渣を減らす。 

・調理くずを用いて、コンポストで堆肥を作り、畑へと循環する 

3 計画・ねらい 木や竹、花などに触れる機会を作り木育を行うことで、環境保全の意識を

持つ 

実践予定内容 桶川市の緑化ボランティア団体と協力し、竹細工や、木工遊び、花の植栽

などを行うことで緑化意識の向上と実践を行う 

 

 

〈６〉地域のセンター的役割を担う施設づくり（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 子育て支援を中心とした各種講座の施設内における実施 

実践予定内容 ちきんえっぐ等の場を利用し、保育士による子育て支援の相談、及び専門

士による各発達の相談会などを実施することで、安心して相談できる環境

を作り上げていく。 

2 計画・ねらい スタッフのスキル向上と支援内容の質の向上 

実践予定内容 地域のセンター的役割を担う施設モデルとして、スタッフの専門性の向

上、及び全般的な支援スキルの向上を目的とした各種勉強会を定期的に開

催し、より良い支援を提供できる体制を作り上げていく。 

3 計画・ねらい 地域における各種会議、及び他施設見学の積極的な参加 

実践予定内容 地域内の他機関と連携しながら子どもにとってより良い支援が提供できる

ようなネットワークの構築をしていく。また、スタッフが他事業所や学校

などの見学に積極的に参加し、得た知識や内容を自施設、及び他児洋書に

も還元できるようにしていく。 
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2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士2名 

機能訓練担当スタッフ3名（作業療法士1名、心理担当2名） 

 

 

 

3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

保育園・つむぎ朝礼 毎日 ・スタッフの動向、利用児童の確認、連絡事項の共有 

・給食、アレルギー食共有 

・活動の目的共有 

・園児、マンスリー児の共有 

つむぎ終礼 毎日 ・来所時の怪我の共有、ヒヤリハット・インシデントの共有 

・連絡事項の共有 

週会議 週1回 ・園児、マンスリー児の様子の共有、対応策の検討 

つむぎ会議  

隔週土曜日 

・利用児童の情報共有 

・活動プログラムの計画・立案 

・成果物等の発表 

園会議 月1回 ・コンピテンシー 

・活動の振り返り及び共有、子どもの姿の共有 

・園内研修 
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給食会議 月1回 ・食育会議の策定 

・食育活動実施内容 

・喫食状況（残食記録）の確認 

・給食簿指摘事項の改善 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット、インシデントの分析 

・ハザードマップの見直し 

・自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ及び改善策

の策定 

・全事故防止委員会での内容共有 

施設長共有会議 月1回 ・両施設長による園会議の議題の計画・立案 

・運営状況の見直し 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 

献立の内容改善、提案 

給食提供マニュアル及び運用ルールの作成見直し 

食育計画策定 

保健会議 年4回 
感染症対策やガイドラインの作成、改善 

保健計画策定 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 ポートフォリオの活用、子どもを見る目を養っていく研修 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 
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安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係 年間農業計画の遂行状況の確認、及び整理 

生き物係 生き物や植物に関する環境整備 

体験学習係  体験学習に関する企画、実施 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 

（保育園合同） 

保護者の主体性を尊重し、準備、活動をともに行う。 

運動会係 

（保育園合同） 

行事の計画、立案、実施 

生活発表会係 

（保育園合同） 

行事の計画、立案、実施 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・利用児が支援者や保育者との関わりの中でラポールを形成し、

安心して過ごしていくことができる支援をしていく。 

・日課の一つである畑仕事を通して、野菜を育てる、収穫する等

の流れを自身の手で経験する機会を提供する。 

・生活を通して、身辺動作や人との関わりなどを経験すること

で、生活スキルを獲得していく。 

・散歩を中心とした戸外活動において、ホンモノに触れる経験を

増やし、利用児の興味関心の幅を広げられるように支援する。 

下半期 

 

・生活の中で身辺動作や人との関わりを大切にし、経験を積むこ

とで生活スキル の拡大、向上を目指していく。 
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・他児や集団の中で、人や物、環境、活動などを考えて、自分で

選択し、取り組むことができる支援をしていく 

・他児と遊びを共有し、関わりを通して、コミュニケーション能

力を高め、主体性を大切にしながら集団生活を楽しめるよう支援

していく 

空間共有型支援 上半期 

2～5歳児 

・空間を共有することで、人や場に慣れ、集団の中で安心して活

動できる支援をしていく 

・戸外での活動を積極的に行い、「ホンモノ」に触れていきなが

ら、創造性や表現力を高めていく 

下半期 

2～5歳児 

他児と活動する中で、道具や玩具の貸し借りの経験、他児の動き

や遊びを模倣する経験を増やしていくことで、コミュニケーショ

ン能力を高め、主体性を大切にしながら活動を楽しめるよう支援

していく 

個別支援 全児童 個別支援計画書をもとに、子どもの発達を捉えて、遊びや支援を

行う。子どもの「やってみたい」を大切にし、子どもの主体性を

引き出せる支援をしていく。個別支援においても基本活動は戸外

へ移し、「ホンモノ」に触れる機会を増やし、経験していく中

で、子どもの表現力を引き出していく 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい ・食を楽しめるような環境を設定し、食への興味・関心を広げる。 

実践予定内容 保育園での生活を通して、充分に遊び、身体を動かし、自然と空腹感を感

じることのできる活動や環境を作る。 

生活の中で調理や調理に関する準備に関わる。 
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献立を栄養素別に視覚化し、食への興味・関心を広げる。 

2 計画・ねらい ・保育士、栄養士、専門士の全てのスタッフが口腔発達を理解し、食事提

供を行う。 

実践予定内容 ・園内研修で口腔発達について学び、子どもの咀嚼力を育て、素材の味を

味わえる状態で提供できるようにする。 

3 計画・ねらい ・自然の恵み、命の大切さに気付く。 

 実践予定内容 ・自分たちで栽培し、それを食する機会を多く作る。 

・梅ジュース作り、干し野菜作り、いちごジャム作りなど、季節ごとに収

穫する日本ならではの食材を加工する。 

・魚を捌いて食べる等、命をいただくことを知る。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 ・手洗い、うがい指導では、スタッフが手本となり、習慣化できる

ように促す。 

・歯磨き指導では、紙芝居や模型を用いて歯の磨き方を伝える。 

・身体の絵や絵本を用いて、からだのしくみを伝える。 

・性教育から、身体の大切さ、自尊心を育むきっかけを作る。 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

3密にならないように、可能な限り配慮する。 

6月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

1月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 

ダイアップ･･･０名 

エピペン…０名 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在７名が、研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

設置なし。テナント内の東武ストアサービスカウンターに設置あ

り。散歩先のAEDに関してはハザードマップに記載予定。 

使用に関しては研修予定あり。 

その他保健に関する取組 ・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 
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〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

衛生点検チェックリスト／

毎日 

食育活動開始前：【食育活動】活動別チェックリスト 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 ・児童・保護者の人権に関

するチェック 

・虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／９･２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 整理整頓を意識した「必要なもの以外置かない」施設づくり。 

実践予定内容 スタッフが効率よく働けるための職場環境の構築、子どもや保護者が居心

地のいいと思える施設づくりを目指すため、物品の管理や整理、毎日の清

掃や消毒を徹底する。内部監査指摘項目0を目指すために内部監査項目の

担当などスタッフ間で役割分担を図る。 

2 計画・ねらい 子どもの主体性を引き出す、自己選択、挑戦ができる環境づくり。 

実践予定内容 日々の活動の中で子どもの様子を把握し、自己選択できる環境設定、子ど

もへの言葉かけ等、物的、及び人的環境を意識した環境を作る。 

3 計画・ねらい ホンモノに触れる、経験のできる機会の提供。 

実践予定内容 戸外活動では子どもたちが自然や人などを感じることのできる内容を提供

していく。室内では教材、物品等でホンモノを用意していく。 
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〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 棚① スタッフ室前 毎日 

2 棚② 支援室（収納内） 毎日 

3 配線BOX スタッフ室 毎日 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 安全管理 ルームにおける事故等は事故に関する安全管理危機マニュアルを設置して

おり、すべてのスタッフは内容を熟知し、マニュアルに基づいた運営管理

を行う。 

2 危機管理 事故発生時における危機管理マニュアルを設置しており、全てのスタッフ

は各自内容を読み込み理解し、マニュアルに基づいた運営管理を行う。 

3 救命講習の実施 スタッフは応急処置に関する基礎的な知識を持ち、事故発生時には適切な

連携をとる。 

4 防火管理 ・防火管理者を選任し、所轄の消防署に遅滞なく届け出る。 

・消防法に定められた必要事項を満たした消防計画を作成し、消防計画の

内容を全スタッフに周知する。 

・避難、消火、通報訓練は法令・通達で定められている回数実施する。 

・少なくても年1回は引き取り訓練を実施するが、実施の際は保護者の負

担をできる限り少なくする配慮をする。 

5 光化学スモッグ

対応 

埼玉県、または桶川市からの情報を素早くスタッフに周知し、園外にいる

場合には素早く日陰に入るなどの対応をとり、子どもたちの健康状態など

に留意する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

児童発達支援事業所と保育園が併設しているという特徴を持ち、「インクルーシブ」な環境で学ぶこ

とが出来るため、実習生や学生、ボランティアの受け入れを積極的に行っていく。 

 

1 実践予定内容 児童発達支援事業所や保育所の基礎的な知識や概要を知る。遊びや支援を

通して、子どもを見ることや関わることを繰り返しおこなっていくこと
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で、子ども一人ひとりの特徴や性格などを把握する力を養う。 

2 実践予定内容 ・遊びや支援を行うスタッフから子どもへの関わり方、支援後の保護者に

対するフィードバックの仕方など、子どもだけではなく、対人とのコミュ

ニケーション力や接遇を知る。 

3 実践予定内容 遊びや支援内容の立案。子どもに対して遊びや支援内容を立案し、実践で

きる機会を与える。 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  接遇 

③ 人権チェック・虐待防止

研修 

相手の気持ちに寄り添い、最高の接

遇を学ぶ 

5月12日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  マニュアル研修 

③  ケーススタディ研修 

マニュアルの徹底。全スタッフが同

レベルで行えるようにする。 

6月9日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②   水の事故 

③   保護者対応 

・水の事故への対応、危機管理 

・接遇、連絡帳、タイムラインの書

き方、写真の撮り方 
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7月14日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 10の姿 

保育所保育指針を踏まえ、10の姿を

捉える。 

8月18日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②   小学1年生を知る 

小学校１年生を見て知り、逆算した

保育を遂行する 

9月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  インクルーシブについて 

併設園として、インクルーシブ保育

の実際や課題について学ぶ。 

10月13日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②   子どもの環境について 

③   利用者アンケート分析 

④ 人権チェック・虐待防止

研修 

 子どもの姿が変わる環境設定 

11月10日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②   併設園の役割 
地域の中での併設園としての役割 

12月8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  指導要録 
小学校へのスムーズな移行を考える 

1月12日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  進級、進学に向けて 
日課の振り返り 

2月９日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   年度の振り返り 

体験活動の振り返り、及び次年度の

課題抽出 

3月8日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②   次年度目標設定 

課題への共通理解を深め、次年度の

目標を設定する 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成

計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

する。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

近隣の保育園や幼稚園、商業施設との関わりを持ち、コミュケーションを大切にしていく。当ルーム

が保護者や地域の方を対象とした子育てに関する講座や相談会などを開催し、地域に貢献できる事業

所を目指す。 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：駅西口公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との交流（老人施設訪問） 

中高生の体験学習の受け入れ 

異年齢交流 小学校訪問 

近隣園との交流 

地域拠点活動 子育てサロン 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

・小学校1年生の授業を実際に見て知り、逆算した保育を遂行する。また、子どもの発達
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の連続性を見据え、子どもたちの生活が小学校へつながるものとして就学を見通した保育

を行っていく。 

・小学校接続アプローチカリキュラムの理解を深める勉強会を実施し、スムーズな接続が

行えるようにする。 

・実際に小学校に訪問する子ども間交流を実施し、子どもたちが小学校に対して期待感を

持てるようにする。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を2月1日（水）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 桶川小学校  

 

12名予定 小学校に行こう（桶川

小校庭） 

子ども間交流 

9月頃 朝日小学校  

1年生 

3名予定 公開授業（朝日小学校

教室） 

子ども間交流 

11月頃 桶川小学校  

1年１組 

12名予定 授業参観（桶川小教

室） 

子ども間間交流 

１月頃 朝日小学校 15名 小学校の先生を招いて スタッフ間交流 

２月頃 朝日小学校 

１年１組 

12名 校内探検（朝日小学

校） 

子ども間交流 

２月下旬 桶川市内小学校 2名 連絡協議会 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

個別支援計画は、子どもの多様なニーズを総合的に把握するためにアセスメントを行い、障害別、

特性や発達段階を丁寧に把握しそれに応じた支援目標を設定する。 

支援目標を達成するために必要な支援について「本人支援」「家族支援」「地域支援」などにおけ

る具体的な支援内容を設定する。 

策定会議では、支援計画のみではなく日々の保育・療育状況の共有の場とし、他職種の視点からの

意見が充実した会議を行う。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 

全児童が対象となるが、日頃の様子や保護者からの不安が出てきた際には優先順位を決めて、開 

催。また、保育園が開催するケース会議に参加をする。 
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〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

支援の必要な園児に行ってきた援助、支援内容を引き継ぎ、入学後の円滑な学校生活に繋げること

を目的に作成する。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30  

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00  

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（金）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（木）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00  

ちきんえっぐだより 毎月1日発行  

青空保育 月1回 公園名：駅西口公園にて開催  

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２４年２月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１４時００分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、スタッフアンケートを実施し、自己評価結果を開示予定である。 
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13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 ・スタッフは「今の子どもの姿」を十分に理解したうえで、主体的・自発的

に生活を展開できる環境、集中して遊び込める空間・時間の環境を作る。 

・専門性を高めるために研修等に積極的に参加することで、保育や支援の質

向上に繋げる 

振り返り ・多くの研修や勉強会がWeb開催になり、積極的に参加するスタッフが多

かった。個人の知識やスキルだけではなく、学んできたことをスタッフ全員

に共有することでアウトプットするスキルを身に着けることができた。 

・空間を共有しながら遊びを拡げる環境を作ることはできてきており、共同

的な遊びも見られ始めている。一方、子どもたちが主体性を持って遊び込め

る空間、時間に関しては、スタッフの言葉かけのタイミング等、特に人的環

境の面で深めていく必要がある。 

 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

2 0 2 3年

度 

目指す姿 ・子どもの主体性を育む環境を作る。 

・スタッフのスキル向上と支援内容の質の向上① 

重点施策 常にスタッフが子どもの「好き」を理解しながら支援していくことで、子ど

もが活動に対して高い動機づけを持った状態で取り組むことが出来るように

意識する。また、子どもの主体性に選択の幅を持たせることが出来るように

環境を提供していく。 

2 0 2 4年

度 

目指す姿 ・子どもと合同での環境開拓 

・スタッフのスキル向上と支援内容の質の向上② 

重点施策 自分たちの実践、及び支援を記録にまとめ、どのような関わりが良かったの

かを記録をベースに振り替えることが出来るスキルを獲得していけるように

する。また、前年度に実施予定の環境設定をさらに発展させ、子どもたちの

意見を拾いながら環境を作り上げられるようにする。 

2 0 2 5年

度 

目指す姿 ・地域におけるインクルーシブ保育のモデルになる。 

・地域の発達支援における中心的役割を担えるようになる。 

重点施策 ・実践しているインクルーシブ保育を対外的に発信していき、自分たちの実

践を評価してもらえるように常に意識を高く持った支援を心掛ける。 

・地域行事や会議等、地域や自治体等と関係を密接に持てるように外にも活

動の幅を拡げていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 桶川ルーム 施設長 伊藤 貴大 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 北千住ルーム 

事業計画書 
 

 

1. 基本方針 
 

Doronkoが目指す社会として、２０２３年度施設運営方針に基づきDoronkoが構想する社会をめざ

していく。北千住どろんこ保育園と併設する児童発達支援事業所として、インクルーシブな環境の

中、園児とつむぎの利用児が一緒に生活し、多様性を認め合う子育てを提供していく。政府のインク

ルーシブ保育の重要視点からも保育園とつむぎが混ざり、互いの領域を超えて保育と支援を行う併設

園として昨年度以上にインクルーシブ保育に力を入れていく。 

法人が大切にしている畑仕事や生き物の世話、雑巾がけなどの日課を重点的に行い、自分たちで考

えて行動していく主体性や、原体験の経験を積み重ねることで、生きる力を育んでいく。 

小学校の接続は、コロナ禍により接続期の連携が希薄になっており、小学校、特別支援学級、特別

支援学校などのカリキュラムを知り、接続期を見据え、日々の支援に繋げていく。また併設園として

インクルーシブ保育を先行していくために、併設だからこそできるマンスリー支援、グループ支援を

組み立て、一人ひとりに最善の支援ができるように、スタッフの支援の質、保護者支援、アプローチ

カリキュラム等、積み上げていく。 

さらに心地よい支援の環境、保護者が安心して心を開いて話をできるような施設を目指し、利用す

る全員が幸せになれるように、環境設定やカフェなどのサービスの向上を目指していく。 

併設の園児、つむぎの利用者全員がここに来てよかった、地域の人々に認められるインクルーシブ

保育のモデル園になるようにしていく。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：続・混ざる子育て。 

ねらい：併設園として互いの領域を超えて見守る支援を行う。 

実践予定内容 戸外活動を主体とし、遊びや興味の幅を広げる支援を展開する。園児との

交流の中でコミュニケーションや対人意識を伸ばす支援を行う。園のスタ

ッフとの連携を密にし、北千住の支援の質をベースアップする。 

2 計画・ねらい 計画：日課・基本保育活動の充足 

ねらい：畑仕事や生き物の世話、雑巾がけなどの活動を通じて、「生きる

力」を育んでいく。 

実践予定内容 マンスリー、ビジターともに畑仕事や生き物の世話、雑巾がけなどの日課

の経験を重ねていく。畑仕事では長期の作物を育成することで、継続した

支援、達成感につなげる。 

3 計画・ねらい 計画：見守る子育ての確立 

ねらい：一人ひとりに対して尊厳をもって関わる支援を行う。 

実践予定内容 スタッフと子どもの適度な距離を保ち、過介入にならない見守る支援を行

う。子ども同士での話し合いや関わり合いを見守り、ピンポイントで介入

することで、互いの合意形成エラー、成功体験につなげる。 
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〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：保護者が安心できる環境づくり 

ねらい：ほっと一息つける安心できる環境の提供を行う。 

実践予定内容 保護者がスタッフや他の保護者と気軽に話せる環境を設定し、より深い関

係性を構築していく。子どもの発達特性や困りごとの原因から、先に予想

されることも踏まえた対応策や家庭での関わり方について一緒に考えい

く。保護者が安心して過ごせるようカフェの美観を保っていく。 

2 計画・ねらい 計画：接遇力向上 

ねらい：丁寧な言葉遣いや所作を行い、最上級のおもてなしの心、敬意を

払い、一人ひとり丁寧に対応する。 

実践予定内容 子どもや子育ての不安を抱えた保護者が安心して帰宅できるように、来所

時から一つひとつの言葉遣いや動作に最新の注意を払い、安心感を持てる

ように支援していく。落ち着いた動作や声の大きさ、抑揚など安心感を持

ってもらえるような関わりを行う。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：小学校への接続期を知る  

ねらい：アプローチカリキュラムを学び、接続期の支援を展開する 

実践予定内容 足立区のアプローチカリキュラムや近隣の他区のアプローチカリキュラム

を基に、就学に向けて必要な生きる力を育てる支援を展開する。 

保育園と連携し、児童との異年齢交流の機会を増やし、就学に向けた見通

しを伝えていく。 

学習指導要領を読み解き、就学後を見越して支援に取り入れていく。 

2 計画・ねらい 計画：地域と繋がる事業所 

ねらい：地域の発達支援事業所や相談支援事業所との情報交換や支援の質

を図る為の連携を強固にしていく。 

実践予定内容 足立区や近隣の他区の障がい福祉課、および障がい福祉センターなどとの

情報交換や支援の質向上の為の連携を図っていく。 

うめだあけぼの学園など近隣の発達支援事業所との連携を図り、研修会や

情報交換を行い、地域の支援力向上に努める。 

3 計画・ねらい 計画：地域に開かれた事業所づくり 

ねらい： 地域の方が利用しやすい、開かれた事業所になる 

実践予定内容 どろんこ祭りや運動会などの行事において、地域の方々に参加してもらえ

る行事運営を行う。地域交流も含めて、行事を地域に宣伝し、事業所の存

在をより多くの人に知らせる。その中で、支援を希望する方に興味を持っ

てもらうことで選ばれる事業所になる。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 計画：スタッフの支援の質向上 

ねらい：スタッフ一人ひとりが支援の専門性をアウトプットしていく 

実践予定内容 園内研修を実施し、それぞれが学んだ専門知識や保育、支援の視点をアウ

トプットしていく。スタッフ間で支援の視点を共有し、同じ視点で子ども
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を見て、支援の質を高めていく。 

専門職の強みを活かし、園に在籍している要支援児について一緒に考え、

子どもが過ごしやすい環境設定、活動を考えていく。 

2 計画・ねらい 計画：学び続ける文化の醸成 

ねらい：保育、支援の視点の再認識、理解を深めていく 

実践予定内容 園長大学®保育士大学の動画視聴や、内部研修を通して、保育の視点を再確

認し、マンスリーの中で、園児と混ざる中で、両方の子どもを見ていく視

点を養っていく。 

３ 計画・ねらい 計画：業務の効率化 

ねらい：PDCAサイクルを活かした、日々の業務の更新 

実践予定内容 園内環境や、業務、支援の質を高めるために、PDCAサイクルを用いて、

日々振り返りながら最適な環境、支援を提供できるようにしていく 

併設園としてスタッフ全員がPDCAサイクルを意識して、意見交換や目標

設定、実施、反省、目標の再設定を行っていく 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：北千住ファームの充足 

ねらい：畑仕事を通して、食の循環、環境への意識を育む 

実践予定内容 畑のレイアウトを一新し、共に育てる「北千住ファーム」を発足する。 

コンポスト作りを充実させ、土壌を良好にし、作物が育ちやすい畑づくり

を行う。 

2 計画・ねらい 計画：食の循環への意識を高める 

ねらい：命をいただく経験を通して、食材や食の循環への意識を高める 

実践予定内容 魚や鶏の解体を行い、命をいただく意識を育む。 

梅や柿、大根などの作物を加工し、食べる工程まで行い、食や環境への意

識を高めていく。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日 

 

 

〈２〉開所時間 

   

８時３０分～１７時３０分 
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〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長・児童発達支援管理責任者1名（兼務） 

保育士2名 

機能訓練担当スタッフ1名（作業療法士1名） 

他1名 

 

 

 

3. 運営方針 

 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（発達、接遇、戸外活動、日課など）を設け、

資料を使った研修を行う。 

給食運営会議 月1回 ・食育計画策定、食育活動実施内容の共有 

・喫食状況（残食記録簿）確認 

・検食簿指摘事項改善 

・配膳方法 

事故防止委員会 月1回 ・事故報告書の事故分析、再発防止、ヒヤリハット、インシ 

デントの報告を実施 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する。 

週会議 隔週1回 ・併設される北千住どろんこ保育園との共有 

乳児会議 隔週1回 ・月案・週案を基に園の保育者と共に子どもの姿を共有 

幼児会議 隔週1回 ・月案・週案を基に園の保育者と共に子どもの姿を共有 

要支援児会議 月1回 ・個別支援計画を基に、園の保育者と共に子どもの姿を振り

返り共有する。その中で、子どもにとってよりよい関わり方

について、見直し検討 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し
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など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 

・法人全体での共有 

・エリア開催の食育会議の内容を、施設長から調理員を始め 

園の保育者に伝え、園内で協議する 

保健会議 年4回 

・法人全体での共有 

・感染症対策やガイドラインの作成、改善 

・保健計画策定 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

・マネジメント、コンプライアンスなど 

・各園/課題改善計画立案及び取組成果発表 

サービス担当者会議 適宜 
・相談支援事業所が開催する、子どもを取り巻く社会資源で 

ある事業所および保育所が集まり支援方針を共有する 

自治体集団指導 年1回 
・感染症対策及び虐待防止研修、児童福祉法に基づく支援に 

ついての指導 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

虐待防止委員会 虐待防止に関する事項の確認、マニュアルから虐待についての再確

認、虐待事案の共有 

畑係  畑・玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 やぎ、にわとり、かめ、金魚、めだかの飼育管理、ビオトープ作成

の指揮、動物や植物に触れる機会の検討立案 
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接遇係 スタッフの接遇に対してコンピテンシーと合わせた接遇力向上を図

るための研修実施 

環境設定係 室内や園庭環境の調整、棚や玩具などの選定やわかりやすい刑事の

仕方などの検討 

美観係 園内全体の美観、園庭の道具や園内の棚内の道具保管などの整理整

頓、来訪者が見てきれいと思える園内を作る 

防災係 避難訓練担当者の割り振り、事故防止チェック、設備点検チェッ

ク、戸締り点検簿のチェック 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 併設園として一緒に企画、運営を行う。保護者と協働的に準備・進

行を行う。地域の方々が多く来ていただけるような企画を行う。 

運動会係 併設園として子どもの日々の成長を、会を通して見てもらい、保護

者にも一緒に参加できる運動会を開催する 

生活発表会係 併設園として日々の成長を保護者に伝える場として設定し、開催す

る 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・養護の視点を大切に働きかけ、安心できる環境づくりを行う 

・繋がりある遊びや活動の展開を実施し、継続する楽しさを伝え

る 

・情緒の安定を図り、生活リズムを安定していく 

・戸外での関わりの中で、実際に体験し感覚を育む 

・見守る支援の実践に力を入れる 

下半期 

 

・異年齢の友達との遊びの中で、コミュニケーションの楽しさや

人との関わりの楽しさを伝えていく 

・合意形成エラーを積めるように環境を設定し、他者の意見を知

る機会を設定する 

・やりたい、行きたいなどの選択を意思表示し、主体的に活動に

関わる機会を増やす 

・安定した生活リズムで、見通しをもって過ごすことができるよ

うに支援する 
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ビジターグループ 上半期 

3～5歳児 

・異年齢でのグループによるリーダー、フォロアーの相互作用を

経験していく 

・大人や友達との関係を深め、対人意識を伸ばしていく 

・友達と一緒に楽しさを共感できる支援を行う 

・日課や製作など協働で何かを創り上げる経験を積む 

下半期 

3～5歳児 

・困った時に誰かにヘルプを出すことができる 

・友達と一緒に遊びを相談し、展開することができる 

・自分を様々な形で表現できる 

・「どうすればよかったか」「どうすればよいか」を一緒に考え

ることができる 

・就学に向けて、接続期に必要な力を、アプローチカリキュラム

を基に育てていく 

個別支援  ・ビジターグループとの併用や園児とのかかわりを持つ時間を設

定し、人と一緒に過ごすことの楽しさを知ることに繋がる活動を

展開していく。 

・子どもの発達段階により個別支援の形式から、少しずつ2人な

ど少ない人数の関わりから、4～5名の小集団での活動へと繋げる 

・最終的には、園などの小集団で安心して楽しく活動できること

を目指す。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

 

1 計画・ねらい 食を豊かにする取り組みを展開することで豊かな心を育む 

実践予定内容 ・好きな場所で、好きな人と一緒に食べる喜びに繋げる 

・相手の食べているものへの興味を広げる 
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・子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる 

・食事を通して溢れる言葉や身振り、手振りでの表現、やり取りを大切に

する 

2 計画・ねらい 食育から五感で感じる喜びを知り、生活の中で感じる感覚を豊かにする 

実践予定内容 ・土や風、日光に触れることで視覚・触覚・嗅覚の感覚を養う 

・食感のあるものをよく噛むことで味を知ることに繋げる 

・五感を育てる食の体験活動としての調理活動の実施 

3 計画・ねらい 食への興味を広げる 

実践予定内容 ・食物が調理され、違う形や味に変化する過程を知り、興味へと繋げる調

理活動を実施 

・食材や食の循環・環境への意識へ繋がる活動の展開 

・食物が育つまでを仕事として体験する中で食物への興味を広げる（畑や

原木栽培、水耕栽培活動の実施） 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～8月頃･･･ヘルパンギーナ・手足口病 

12月頃から1月・2月にかけて...インフルエンザ 

冬場...ロタウイルス・アデノウィルス・ノロウイルス 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

ダイアップ･･･現時点では、預かりなし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在6名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては3月23日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

AED未設置 

AEDの操作については救命講習の受講や伝達講習で共有予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指 

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

室温計を用い、湿度管理を実施。必要に応じて加湿器を使用し加湿 

を行う。 

併設園年長児と共に、希望児童家庭は性教育を実施。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 
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事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック・虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年２回／９月・２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが主体的に遊びを展開できる空間設定 

実践予定内容 ・子どもが、やりたいことを選択できる環境構成 

・ゾーン保育の展開（子どものその時の興味に応じてゾーンを変化させて

いく） 

・人的環境に配慮する（見守る支援の実施） 

2 計画・ねらい 室内環境設定の見直し 

実践予定内容 ・子ども同士のやり取りに発展できるような空間の設定 

・ごっこ遊びに展開できる玩具の設置 

・子どもがやりたい遊びを展開できるような設定 

3 計画・ねらい 子どもを取り巻く社会資源を活用し、生活に根付いた支援を実施する 

実践予定内容 ・ハザードマップの更新 

・地域の社会資源及び活用できる安全な環境を新規開拓 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 
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No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 テーブル 園庭 毎日 

2 ベンチ 園庭 毎日 

3 ブランコ 園庭 毎日 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 防 災 （ 消 防 訓

練・避難訓練）

の実施 

危機管理意識を高めるだけでなく、未曾有の事態に対応できるように訓練

を実施する。また、災害時スタッフ是認が災害発生時対応マニュアルに基

づいた対応をできるように管理する。 

2 ケガ事故防止 保育品質マニュアルに基づき、重大インシデントに繋がる前のヒヤリハッ

トをルームスタッフ間で共有すると共に、人的・物的環境にアプローチし

安全で安心できる場の設定を常時行う。ケガ・事故発生時には、ケガ事故

発生時対応フローチャートに基づき、対応を実施する。 

3 光化学スモッグ 戸外活動を展開する際、光化学スモッグの知識を持って、注意報が発令さ

れているか否かの把握を行い、発生時には保育品質マニュアル光化学スモ

ッグ注意報発令時対応に基づき対応する。 

4 不審者対応 不審者対応訓練を実施すると共に、不審者発見時には保育品質マニュアル

不審者侵入時対応フローチャートに基づき対応する。また、常時防犯意識

を高めるため、特に戸外活動時など広い場所で子どもが活動していること

を想定し、スタッフ間で活動場所に応じた対応を実施できるように共有す

る。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修

生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現

場で活躍する人材を育成する。 

また、併設園として保育園側が受け入れる保育実習生や中高生の体験学習の受入等にも積極的に介

入し、インクルーシブ保育を共に実践する中で、児童発達支援事業所の役割についても知ってもらう

機会とする。 

中高生の体験学習の受入／保育養成校・専門士養成校の学生の実習受け入れ／一般および学生の各

種ボランティアの受け入れ  

 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

インクルーシブ保育の現場での支援を保育養成校・専門士養成校の学生の実習や中高生の体験学習

において伝えていく。今後の保育業界や発達支援の動向を早期に伝えることで、より専門性を高めて

子育ての質を向上できるような学生の育成に努める。 

1 実践予定内容 児童発達支援事業所について基礎的な仕組みを知る。スタッフ構成や支援

の枠組み、一人ひとりに合わせた支援について知る。 
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2 実践予定内容 専門職の連携、お子様の発達特性に応じた支援の展開を知り、実際に支援

に携わり、関わり方を学ぶ。 

3 実践予定内容 インクルーシブ保育について、マンスリー活動に一緒に携わり、双方への

相乗効果を体験する。 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 
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〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月28日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待防止

研修・接遇研修 

美観の意識・最上級のおもてなしの

心（最上級のサービス） について考

える  

園長大学®保育士大学の視聴、ディ

スカッションを行う 

5月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  日課・丁寧な保育 

日課について考える（私たちが育て

る6つの力）について理解を深める 

園長大学®保育士大学の視聴、ディ

スカッションを行う 

6月23日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  水の事故・丁寧な保育 

ハザード・水の事故について/救急

対応/感染症について 

園長大学®保育士大学の視聴、ディ

スカッションを行う 

7月28日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  人権・丁寧な保育 

人権について考える 

園長大学®保育士大学の視聴、ディ

スカッションを行う 

8月25日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 身体の使い方 

作業療法士の視点から身体を知る 

園長大学®保育士大学の視聴、ディ

スカッションを行う 

9月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 全社員研修・上期振り返

り 

上期の保育、支援について園全体で

振り返る 

全社員研修の動画視聴、意見討論を

行う 

10月27日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待防止

研修 

虐待防止について園全体で振り返る 

園長大学®保育士大学の視聴、ディ

スカッションを行う 

11月24日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 心の発達 

心理士の視点から心の発達を知る 

園長大学®保育士大学の視聴、ディ

スカッションを行う 

12月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 言葉の発達 

 発達支援の視点から言葉の発達につ

いて知る 

1月26日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 1年の振り返り 

一年間の振り返り（併設園の取り組

みについて） 
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2月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 係振り返り 
係・役割の振り返り 

3月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  嘔吐処理・与薬・SIDS 

アレルギー対応・おむつ交換・与

薬・エピペン・嘔吐処理について 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域に開かれた子育て支援事業所として、併設園である北千住どろんこ保育園と共に地域に根付い

た支援を実施していく。 
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〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：千住旭公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域にある高齢者施設との関わりを設定 

小中高校生の職場体験や幅広い年齢層のボランティアの受け入れを併設

園と共に実施 

異年齢交流 併設園と共に、異年齢保育・小学校訪問を実施 

地域拠点活動 近隣商店街や近隣保育園との関わりを実施 

子育て支援センター「ちきんえっぐ」および園庭、つむぎカフェの開放 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障害の特性、児童発達支援として

行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

足立区接続期カリキュラムをもとに、北千住どろんこ保育園と一緒にアプローチカリキュラムを作

成する。小学校への移行に大切な視点を支援に取り入れていき、小学校との連携を図りながら取り

組む。 

また、地域の情報なども収集し、支援学級や支援学校との連携も検討し、より具体的な見通しをも

って支援に反映していく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月15日（月）より開始する。 
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日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 千寿第八小学校  3名予定 幼保小連携会議 協議会 

7月頃 千寿本町小学校  3名予定   学校体験 参加 

12月頃 千寿常東小学校 3名予定 学芸会見学 見学 

1月頃 千寿常東小学校 3名予定 幼保小連携会議 協議会 

2月頃 千寿常東小学校 3名予定 給食交流会 参加・交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

子どもの状況と保護者ニーズをふまえ、児童発達支援ガイドラインに沿って最長半年間の個別支援計

画を作成する。この計画は、子どもの成長と共に定期的に見直し、策定会議を経て書き換えを行うも

のとする。作成については、必ずモニタリングを実施し子どもの現状と保護者ニーズを把握した上で

策定会議を実施。子どもの現状と課題にずれが生じていないか、設定している課題が適切であるか策

定会議を開催しスタッフ間で討議する。評価は日々の指導の中で毎回実施するものと、モニタリング

で半期の状態を振り返る際のものと合わせて実施していくこととする。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：６名予定） 

日々の支援を通して、ケース会議資料を基に、活動内容及びアプローチ方法・見立ての共有を図り、

よりよい支援を提供すると同時に、スタッフ全員が子どもの理解に努める。その中で、使える社会資
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源等を検討し、子どもを主体とし包括的に捉えることを大切にする。また、職種間でのアプローチ方

法を共有し、日々の支援にそれぞれが汎化できるように設定する。併設園としてマンスリー支援を利

用する子どもや北千住どろんこ保育園在籍の利用児に関して、保育園のスタッフの参加も依頼し、包

括的なアプローチができるように実施していく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

進級引継については、必要に応じて、子どもの通う母体園に直接訪問、子どもの姿を園と共有し引

継ぎを実施する。小学校への引継に関しては、就学支援シートを作成し、まず保護者と共有、その上

で小学校に提出し、就学支援シートを持って引継とする。必要に応じて、小学校側と直接やり取りを

図り、安心して小学校生活を送れるように支援する。 

新しい環境となり、子ども自身も保護者も持つ期待と不安な気持ちに寄り添い、いつでも相談援助

を受けることが可能であることを周知して継続的な支援に変えていく必要がある。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：千住旭公園にて開催 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審 なし 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年11月30日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：8時30分 

自己評価終了予定時刻：17時30分 

自己評価実施予定者：内部監査室  
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〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 ・更なるインクルーシブ保育の実践に向けた思考の更新 

・自立（律）したスタッフ集団の育成、組織の再構築 

・学びに向かう力を育てる（アプローチカリキュラム） 

振り返り マンスリー支援でのインクルーシブ保育の実践を積み重ねてきた。保育園ス

タッフとの連携も昨年度よりも増え、活動内容の設定やそれぞれのお子さん

の情報共有、支援方法について共通認識を図ることができていた。一方で併

設としての相互の子どもを見る視点を持つことが難しい様子があり、来年度

も継続して、インクルーシブ保育の質向上が望まれる。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２０２３

年度 

目指す姿 インクルーシブ保育、新たな子育てモデルの再構築 

重点施策 続・混ざる子育て。併設園として互いの領域を超えて見守る支援を行う 

丁寧な言葉遣い、所作を行い、最上級の接遇を提供する 

アプローチカリキュラムを知り、接続期の支援を展開する 

保育の視点の再認識、理解を深め、支援の質を向上する 

２０２４

年度 

目指す姿 地域から認められるインクルーシブ保育のモデル園となる 

重点施策 保育と支援の視点の融合、どのスタッフも丁寧な関わりができ、保育と支援

が領域を越えて混ざる子育てのモデルを確立する 

うめだあけぼのや近隣小学校、保育園、幼稚園、事業所にインクルーシブの

モデル園としての取り組みを伝えていく。 

２０２５

年度 

目指す姿 区の福祉事業であるアシストや、子育て支援センターげんきと連携し、足立

区内の保育園や、発達支援事業所を足立区内に発信し、区内のインクルーシ

ブの推進を図る。 

重点施策 どろんこ会グループが目指す形を足立区内の園や施設に発信し、どろんこ保

育園の公開保育、施設見学を行い、私たちが目指すインクルーシブと国が目

指そうとしているインクルーシブをしっかりと学びながら足立区内のインク

ルーシブについての概念を形成していく。 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 北千住ルーム 施設長 奥秋 優太 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 調布ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

児童発達支援事業所として、児童発達支援ガイドラインに基づき法人理念である「にんげん力。育

てます。」および子育て方針である「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」を鑑

みて、子どもを中心とし保護者と共に子育てを実践する。 

Doronkoが目指す社会として２０２３年度施設運営方針に基づき、日課・基本保育活動を重点的に実

施する中で、学び直し、学び続ける園運営をスタッフ一丸となり実施していく。 

また、地域子育てを共に担う施設としてとして認められるよう、地域社会への発信、子育て相談を受

けるスタッフの相談技術の向上を目指す中で、地域の社会資源への発信および理解を深めると共に、

小学校への理解を深める。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 学び直し、学び続ける園運営を行う 

実践予定内容 ・コンピテンシーを実施し、大人のにんげん力向上を目指すと共に自己覚

知を行う 

・地域社会の動向を取りにいく 

2 計画・ねらい 人との繋がりを大切にする支援の展開することで接遇に繋げる 

実践予定内容 ・グループ支援の充実（従来の個別支援に捉われない関わりの充実） 

・愛着形成から安心感へと繋げ、安心して共に過ごすことのできる人を広

げていく 

・「傾聴力」「共感力」を育むことでコミュニケーション能力の向上を目

指す 

3 計画・ねらい 法人理念（日課）の追求を行い、「生きる力」を育む 

実践予定内容 ・日課の意図や意味、子どもにもたらす影響について考える 

・生きる力に繋がる取り組みについて理解を深める 

・畑仕事、食育含めてSDGsの取り組みに力を入れ、環境への意識を育む

取り組みを実践する 

4 計画・ねらい 小学校への理解を深める中で、逆算した支援の実施を行う 

実践予定内容 ・地域の小学校を知る（訪問し、直接連携を図る） 

・アプローチカリキュラムへの学びを深める 

・小学校学習指導要領について、スタッフ間で読み解く 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者から選ばれる事業所となる 
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実践予定内容 ・コミュニケーション能力の中でも対人調和力（相手の意図や感情を理解

し配慮できる力）の向上のための学びを深める 

・法人として、事業所として大切にしていることをスタッフ個々が語るこ

とができるように、法人理念の学びを深める（原点回帰） 

・年１回利用者アンケートの実施 

2 計画・ねらい 生活に根付いた支援の提案を行うことで、生活に汎化させる 

実践予定内容 ・日頃からコミュニケーションを図ることで、些細な悩みにでも共有でき

るような関係性の構築を行い、日々揺れ動く保護者の気持ちに寄り添う支

援の実施 

・生活に根付いた支援の提案 

・子どもの母体園である、幼稚園保育園との連携を図る 

3 計画・ねらい 保護者同士繋がれる場を設定する（ピア・カウンセリングの活用） 

実践予定内容 ・スタッフはピア・カウンセラーの役割を担い、保護者同士が日々の些細

な悩みを語り合い、互いに話をすることによって保護者同士が寄り添える

ような場を設定する。 

4 計画・ねらい コンピテンシー、人権チェックの活用、自らを省みる 

実践予定内容 ・毎月、コンピテンシーの実施を行い、個人目標とルーム目標を設定。自

己と向き合う。 

5 計画・ねらい 共感力を育み、保護者支援に活かす 

実践予定内容 ・相手の立場に立って物事を考えられるスタッフの育成 

・「傾聴力」を養う 

・ルーム会議を通してディスカッションを実施 

・自分がされて嬉しいことを、他者に対して一日一回実施する（決して、

自分の価値観を押し付けないものとする） 

・相手に伝わる話し方について考える 

・接遇について考える時間を設定する 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て相談等の支援を実施している事業所として地域に周知し、地域に開

かれた事業所へ 

実践予定内容 ・調布市および府中市子ども家庭支援センターとの連携 

・公共機関（市役所・小学校）との連携 

・つむぎカフェおよびグループルームの開放 

・子育て相談の実施 

・青空保育の実施 

2 計画・ねらい 地域に事業所の存在や事業所の方針を発信し、開かれた事業所へ 

実践予定内容 ・ブログおよびＳＮＳでの発信 

・調布市および地域の会議への出席 
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・地域における社会資源の活用（社会福祉協議会や公園・図書館・商店

街・幼稚園・保育園・小学校・放課後等デイサービスとの繋がり） 

3 計画・ねらい 地域小学校への理解を深め、発信する 

実践予定内容 ・地域小学校と直接的な連携を図る（見学および先生とのディスカッショ

ンを実施） 

・地域小学校の情報をカフェでの掲示を利用してカフェを利用する方へ発

信する 

・地域小学校の情報をつむぎの利用を行う保護者を対象として保護者勉強

会を開催し、発信する 

・小学校の情報発信を行う事業所として、アプローチカリキュラムへの学

びを深めると共に、小学校学習指導要領への理解を深め正しい情報発信を

行う。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 自立（自律）したスタッフ集団の育成 

実践予定内容 ・アクティブラーニングの実践 

・チーム支援の土台を作る 

・発信力、共感力を高める（ルーム会議および勉強会を通して高める） 

2 計画・ねらい 更なる大人のにんげん力の向上により、保護者支援の幅を広げる 

実践予定内容 ・子どもの権利擁護について学びを深める 

・コンピテンシー・人権チェックを実施し、自己覚知を深める 

・「センス・オブ・ワンダー」への理解を深める（まずは大人が心動かさ

れる体験を多く重ねていく） 

・対話を通して、傾聴力を深める 

3 計画・ねらい スタッフの遊びや活動スタッフの支援の幅を広げる 

実践予定内容 ・一つの遊びから、展開して発展させる力をつける 

・スタッフの「センス・オブ・ワンダー」に対する感度の向上 

・勉強会を実施し体験的に学びを深める 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい SDGs追求 

実践予定内容 ・コンポストの実施を行うことで食の循環について学びを深める 

・勝手籠の設置（リサイクル・リユース・リデュースについて考える） 

・互いを認め合いよりよく生きる支援の展開（心の傷を目でわかるように

可視化することや、チクチク言葉・ふわふわ言葉について共に考える） 

・自然の不思議について、実験を通して考える 

・命の大切さを知ることに繋がる支援の展開（食の循環、環境との関わ

り） 

・人や社会との繋がりを知る体験（商店街ツアー・職業体験） 
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・子育てを支える地域の拠点となる 

2 計画・ねらい 子どもを取り巻く人的・物的な環境設定を行う 

実践予定内容 ・子どもが主体的に遊びを選択できる環境設定 

・子どもが挑戦したいと思えるようなきっかけ作り 

・見守る支援、見届ける支援の実施 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

  

９時００分～１８時００分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長・児童発達支援管理責任者1名（兼務） 

保育士２名 

機能訓練担当スタッフ１名（臨床発達心理士1名） 

他３名 

 

 

 

3. 運営方針 

 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 週1回60分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設け、資料を使

った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 

給食運営会議 月1回 ・食育計画の策定、食育活動実施内容の共有 
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事故防止委員会 月1回 ・事故報告書の事故分析、再発防止、ヒヤリハット、インシ

デントの報告を実施 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

ケース検討会議 適宜 ・子どもや家族に対する支援について、ルーム内で協議・対

応し、支援方法を共有する 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 

・法人全体での共有 

・エリア開催の食育会議の内容を、施設長から調理員を始め

園の保育者に伝え、園内で協議する 

保健会議 年4回 

・法人全体での共有 

・感染対策やガイドラインの作成、改善 

・保健計画策定 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

・マネジメント、コンプライアンスなどなど 

・各園/課題改善計画立案および取組成果発表 

サービス担当者会議 適宜 
相談支援事業所が開催する、子どもを取り巻く社会資源であ

る事業所および保育所が集まり支援方針を検討・共有する 

自治体集団指導 年２回 
感染症対策および虐待防止研修、児童福祉法に基づく支援に

ついての指導 

調布市児童発達支援

事業所等連絡会 
適宜 

同地区にある、児童発達支援事業所同士の交流および、調布

市の現状・課題・ニーズの把握 
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〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係 畑、プランターの年間計画活動の立案、食育へと繋げる活動の立案 

生き物係 めだかの飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

季節イベント係 日々の支援でなかなか来所できない、きょうだい児支援の一環とし

て、大型連休中を利用し、火・水・土に直接触れる体験を企画、実

施する。 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

乳児 ・養護の視点を大切に働きかる 

・愛着形成を行う 

・繋がりある遊びや活動の展開を実施 

・自宅でできる遊びや関わり方の提案 

・実際にホンモノに触れ体験し感覚を育てる 

・見守る、見届ける保育の実践 

幼児 ・養護と教育の一体性 

・異年齢保育の実践 

・遊びを通して、非認知能力を育む 

・共感力を育てる 

・遊びや興味の幅を広げる 
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・協働で何かを創り上げる経験 

・「どうすればよかったか」「どうしたいか」を共に考える 

・誰かにヘルプを出すことができるように支援する 

・友達と一緒に遊びを展開することができる 

・自分で選択して決める 

・様々で表現方法できる 

個別支援 ・従来のスタッフと１対1での支援に捉われない形態での関わりを実施する 

・人と一緒に過ごすことの楽しさを知ることができるように段階的に活動を展

開していく 

・子どもの発達段階に応じて個別支援の形態を残しつつ、まずは少ない人数と

の関わりから場所の共有などから始め安心して過ごすことができるように支援

する 

・最終的には、幼稚園・保育園などの集団で安心して楽しく活動できることを

目指していく 

・子どもの主体性を大切にし、人や物への興味関心が広がるように支援する 

・子どもの“やってみたい”と挑戦する気持ちを育む 

グループ支援 ・段階に応じて、場の共有・物の共有・やり取りに発展できるような人的・物

的環境設定を実施 

・協働性を育む中で、対話を大切にする 

・子ども同士のやり取りに発展できるようにスタッフはあくまでも切掛けを作

り、その後は最後まで見守る 

・共感力を育む 

・互いの表現を認め合えるような支援 

・人との関わりの中で、共に過ごすことが安心感に繋がるように支援する 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 
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〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食を豊かにする取り組みの展開することで豊かな心を育む 

実践予定内容 ・グループ支援を通して、好きな場所で友達と一緒に食べる喜びに繋げる 

・友達の食べているものへの興味を広げる 

・食べることを通して、そこから溢れる言葉や身振り・手振りでの伝え合

い、やり取りを大切にする 

2 計画・ねらい 食育を通して五感で感じる喜びを知り、生活の中で感じる感覚を豊かにす

る 

実践予定内容 ・土や風、日光に触れることで視覚・触覚・嗅覚・聴覚の感覚を養う 

・食感のあるものをよく噛むことで、味の深みを知ることに繋げる 

・五感を育てる食の支援として、調理活動の実施を行う 

3 計画・ねらい 食への興味を広げる 

実践予定内容 ・畑仕事を通して食物ができる過程、自分たちで育てた愛着から興味を広

げる 

・食物が調理され、違う形や色、味へと変化する過程を知り、興味へと繋

げる調理活動の実施 

・食材や食の循環・環境意識へつながる活動の展開（コンポストの実施） 

4 計画・ねらい 年間通して、畑仕事を実施し、食への興味関心、豊かな心を育む 

実践予定内容 ・土づくりから行うことで、植物の育つ環境を知る 

・種まき（苗植え）、雑草抜き、水やり、間引き、収穫を行うことで、植

物が育ち収穫できるまでを実体験を通して学ぶ 

・畑仕事を実施する中で、八百屋やスーパーで売られる野菜や果物に興味

を持ち、比較したり興味の幅を広げていく 

・畑仕事を通して、畑を共同利用する方との関わりを持つ 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 手洗いの正しい実施方法を子どもが分かりや仕様にイラストを活用

したものをトイレに掲示し、保護差にも併せて実施していただける

ように伝える。来所持および支援終了後に含嗽ができるように紙コ

ップを設置し、含嗽指導を行う。 

身体をつくる取り組みとして、戸外活動と食育を併せて実施する。 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施

6～8月頃･･･ヘルパンギーナ・手足口病 

12～2月頃･･･インフルエンザ 

冬場･･･ロタウイルス・アデノウイルス・ノロウイルス 
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発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

ダイアップ･･･現時点では、預かりなし 

 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在7名が、研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

AED未設置 

 

その他保健に関する取組 ・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

・室温計を用い、温度管理を実施。必要に応じて加湿器を使用し加

湿を行う。 

・年長児の希望児童家庭は性教育を実施。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

 

虐待防止研修年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会年2回／9・2月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 
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〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが主体的に遊びを選択し展開することができる空間設定 

実践予定内容 ・子どもが、やりたいことを自ら選択することができる環境構成 

・人的環境に配慮する（見守る・見届ける支援の実施） 

2 計画・ねらい つむぎカフェの環境設定の見直し 

実践予定内容 ・子ども同士のやり取りに発展できるような空間の設定 

・子ども同士が一緒に遊ぶ中で、ごっこ遊びに発展できるような玩具の設

置 

・子どもがやりたい遊びを展開できるような設定 

3 計画・ねらい 子どもを取り巻く社会資源の活用を行う中で、生活に根付いた支援の実施 

実践予定内容 ・地域の社会資源及び活用できる安全な環境を知り、支援の中で活用する 

・ハザードマップの更新 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 スクーターボード 教材庫で管理 使用前後で点検 

2 掲示板 カフェ 毎日 

3 下駄箱 廊下 毎日 

4 パソコン台 事務所 毎日 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防 災 （ 消 防 訓

練・避難訓練の

実施） 

危機管理意識を高めるだけでなく、未曾有の事態に対応できるように訓練

を実施する。また、災害時スタッフ全員が災害発生時対応マニュアルに基

づいた対応をできるように管理する。 

2 ケガ事故防止 保育品質マニュアルに基づき、重大インシデントに繋がる前のヒヤリハッ

トをルームスタッフ間で共有すると共に、人的・物的環境にアプローチし

安全で安心して過ごすことのできる場づくりを行う。ケガ・事故発生時に

は、ケガ事故発生時対応フローチャートに基づき、対応を実施する。 

3 不審者対応 不審者対応訓練を実施すると共に、不審者発見時には保育品質マニュアル

不審者侵入時対応フローチャートに基づき対応する。また、常時防犯意識

を高めること、特に戸外活動時など広い場所で子どもが活動していること

を想定した訓練も併せて実施する。 

4 光化学スモッグ 戸外活動を実施する際、光化学スモッグの知識をもって、注意報が発令さ

れているか否かの把握を行い、発生時には保育品質マニュアル光化学スモ

ッグ注意報発令時対応に基づき、対応を行う。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修

生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現

場で活躍する人材を育成する。 

調布市市民活動支援センターと連携を図り、様々な年代のボランティアを受け入れることで地域の

中核になる児童発達支援事業所となる。 

  

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 
 

① 施設内研修：各スタッフが自らの専門性や、得意としているものを活かし、全スタッフにわかりや

すく解説し、その支援方法や活用方法、一人ひとりの子どもに対する支援にどのようにつながるかに

ついて全体で共有し学びを深める。一人ひとりの強みが施設の強みとなり、施設目標の達成に繋げら

れるようなものとなるように計画する。また、インプットしたものをアウトプットすることで、スタ

ッフの『伝える力』の向上を図る。 

② 施設内テーマ別研修：「日課」「SDGs」「表現活動」「地域支援」「子育て支援」「家族支援」

「就学に向けた支援」など、施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設

長が統括し、資料を用い、場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄

を深く掘り下げる研修を行う。  

③ ケース検討会議：支援の現状や方針、課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は全

スタッフ持ち回りとするが、ケース会議の重要度等に応じて回数を増やし随時開催する。  

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他施

設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。  

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：法人の子育て支援について実際に触れ学びを深めるきっ

かけとなるよう、課長・施設長で機会の調整し今だからこそ積極的に実施する。また、自施設でもど
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ろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設の特色を共有することで互いのよりよい支

援につなげる。  

⑥ 外部施設への見学（子どもを取り巻く社会資源への理解）：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等

デイサービスや私公立小学校、特別支援学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよ

う努める。また、地域行政が行う研修には、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。  

⑦ 「園長大学®・保育士大学」の受講：社内で企画される園長大学・保育士大学の講座で学びを深め、

施設内で共有する。  

⑧ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。  

⑨ 日本の社会福祉の現状や動向、子どもを取り巻く環境についてメディアや研修等を通して知り、

地域課題と合わせて施設としての在り方について考える時間を設定する。 

➉ 選ばれる施設、接遇★神対応の実現に向けた姿勢の強化：自分がされて嬉しいと感じるとこと

を、必ず1日1回以上、誰かに言葉や行動として返すことでスタッフの接遇意識の向上へと繋げる。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月5日 10:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック 

③ 虐待防止・身体拘束 

④ 美観・接遇について 

⑤ 年間テーマを決める 

・コンピテンシー実施 

・虐待防止、身体拘束についての

研修実施 

・美観の意識・最上級のおもてな

しの心（最上級のサービス）につ

いて考える 

・エビデンスのテーマ決め 

5月10日 10:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 子どもの権利擁護 

③ 日課について 

④ エビデンスの実証方法 

・コンピテンシー実施 

・子どもの権利条約について学

び、ディスカッションをする 

・日課についてディスカッション

をする 

・エビデンスの取り方について方

針を決める 

6月7日 10:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 就学について 

③ 地域の社会資源について 

④ エビデンス 

・コンピテンシー実施 

・近隣小学校の普通学級、通級指

導教室、支援級、特別支援学校に

ついて学びを深める 

・エビデンスの経過 

7月5日 10:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② リスクマネジメント 

③ エビデンス 

・コンピテンシー実施 

・水辺を含め、火・水のリスクマ

ネジメントについて 

・エビデンスの経過 
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8月2日 10:30～11:30 
① コンピテンシー自己採点 

② エビデンス 

・コンピテンシーの実施 

・エビデンスの経過 

9月6日 10:30～11:30 
① コンピテンシー自己採点 

② エビデンス中間サマリー 

・コンピテンシー実施 

・エビデンスの中間報告（まと

め） 

10月4日 10:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 虐待防止 

③ 事業計画半期振り返り 

④ エビデンス 

・コンピテンシーの実施 

・虐待防止研修実施 

・事業計画に沿って半期を振り返

り下期に向けて整理する 

・エビデンスの経過 

11月1日 10:30～11:30 
① コンピテンシー自己採点 

② 文章の書き方 

・コンピテンシーの実施 

・就学支援シートおよび個別支援

計画書などに関わる文章表現につ

いて 

12月6日 10:30～11:30 
① コンピテンシー自己採点 

②   アプローチカリキュラム 

・コンピテンシーの実施 

・アプローチカリキュラムの理解

を深める 

1月10日 10:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 今期の振り返り、来期の

事業計画作成に繋がる見

直し 

・コンピテンシーの実施 

・事業計画に沿って、今期の振り

返りを実施 

2月7日 10:30～11:30 
① コンピテンシー自己採点 

② エビデンス 

・コンピテンシーの実施 

・エビデンスの経過 

3月6日 10:30～11:30 

① コンピテンシー自己採点 

② マニュアル確認、コンプ

ライアンス 

③ エビデンス総括 

・コンピテンシーの実施 

・法令順守、マニュアルの確認 

・エビデンスの総括 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域に開かれた子育て支援を提供する事業所として、地域に根付いた支援を実施していく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：凸凹山児童遊園にて 

商店街ツアー 適宜 

世代間交流 地域にある高齢者施設との関わりを設定 

小中高校生の幅広い年齢層のボランティアや卒園児との交流機会を設定

する 

異年齢交流 小学校訪問を実施 

地域拠点活動 近隣商店街や近隣保育園との関わりを実施 

つむぎカフェの開放 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
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① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

スタッフ間で勉強会を実施し、アプローチカリキュラムへの学びと理解を深め、近隣小学校との連

携を図り、小学校との接続がスムーズに行えるようにする。 

児童発達支援事業所の役割を地域小学校に知ってもらい連携を図ることで、子どもたちがより安心

して就学できるように働きかけを行う。 

 就学支援シートを基に、就学先と連携を図る上で、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の

姿）への理解を深める勉強会を実施する。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を5月1日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 富士見台小学校  

通常級・特別支援学級 

2名予定 学校公開見学 

地域小学校の理解を深

める 

見学・スタッフ間交流 

6月頃 飛田給小学校  

通級教室 

2名予定 学校公開 

地域小学校の理解を深

める 

見学・スタッフ間交流 

6月頃 府中かやきの森学園  

（特別支援学校） 

2名予定 学校公開 スタッフ間交流 

６月～９月

頃 

調布特別支援学校 2名予定 学校公開 スタッフ間交流 
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10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

子どもの状況と保護者ニーズを踏まえ、児童発達支援ガイドラインに沿って最長半年間の個別支援

計画を作成する。この計画は、子どもの成長と共に定期的に見直し、策定会議を経て書き換えを実施

する。作成については、必ずモニタリングを実施し、子どもの現状と保護者ニーズを把握した上で策

定会議を実施。子どもの現状と支援目標、手立てにズレが生じていないか、設定している目標が適切

であるか策定会議を開催し、スタッフ間で討議する。評価は日々の支援の中で毎回実施するものと、

モニタリングとして半期の状態を振り返る際のものと合わせて実施していき、状況に応じて書き換え

を行うものとする。 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：7名予定） 

日々の支援を通して、活動内容およびアプローチ方法・見立ての共有を図り、よりよい支援を提供

すると同時に、スタッフ全員が子どもの理解が深まるように検討会議を実施する。その中で、使える

社会資源の検討や母体園、他事業所での様子を含め、子ども主体として包括的に捉えることで、保護

者支援にも繋がるような会議とし、日常生活に汎化できるようにする。また、職種間でのアプローチ

方法を共有していく中で、アプローチ方法を広げていく。 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

進級、引継ぎについては、必要に応じて子どもの通う母体園と連携を図り実施する。小学校への引

継に関しては、就学支援シートを作成し、まず保護者と共有、その上で小学校に提出し就学支援シー

トをもって引継とする。必要に応じて、小学校側と直接やり取りを図り、安心して小学校生活を送る

ことができるように支援する。 

 新しい環境となり、子ども自身も保護者も期待と不安でいっぱいであろう気持ちに寄り添い、いつ

でも相談援助を受けることが可能であること、つむぎカフェを開放していることを周知し、継続的な

支援を実施できる環境を整えていく。 

 



20221215版 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:00～17:00 

 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

勝手籠設置 （月）～（土）9:00～17:00 

青空保育 月1回   公園名：凸凹山児童遊園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年度内に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：18時00分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 子どもにとって挑戦できる環境を多く提供する。 

戸外活動の中で地域と繋がるための青空保育、SNSによる情報発信。 

幼稚園、保育園、他事業所との連携を密に行い、関わる施設が一体となり子



20221215版 

どもにとって最善の利益となる支援を行う。 

利用者だけでなく地域全体に目を向けて子育て支援を行っていく。 

振り返り 戸外活動を通して、青空保育だけでなく商店街ツアーや地域のゴミ拾い等を

実施することでより地域住民との関係性もできた。また、活動の様子をブロ

グで発信することで、より多くの方に事業所を知ってもらうことができた。 

幼稚園、保育園、他事業所との連携では、子ども家庭支援センターや相談支

援事業所と定期的に連絡を取り情報共有することや、近隣小学校や幼稚園、

放課後等デイサービスに子どもと一緒に訪問することで、互いの利益に繋が

った。 

児童発達支援事業所としては、地域に根付き多くの方に知っていただくこと

ができたが、子育て支援のワードではまだまだ認知が低いと思われるため、

更なる課題である。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２３年度 目指す姿 地域子育てを共に担う施設としてとして認められる 

重点施策 ・地域子育てを担う、社会資源との密な連携。子育て相談をいつでも受ける

ことができる施設としての認知度向上 

・地域社会への発信（ブログやSNS、青空保育、幼保小への訪問） 

・子育て相談を受けるスタッフの相談援助技術の向上 

２４年度 目指す姿 地域子育てを共に担う施設として、つむぎの名前が挙がる 

重点施策 ・地域子育てを担う相談窓口となる 

・気軽に子育ての悩みを立ち寄り相談できる施設へ 

２５年度 目指す姿 地域の療育に対する敷居が下がる 

重点施策 ・地域の幼稚園、保育園の理解が広がり、児童発達支援への理解が深まる 

・利用を検討している方はもちろんのこと、悩みを抱える方が気軽にドアを

叩ける環境へ 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 調布ルーム 施設長 下町 紗世 
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２０２３年度 発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
つむぎつつじヶ丘 施設方針 

「子どもも大人も共に認め合い、共に育ち合い、にんげん力を育む」 

 

保育園と発達支援が併設されている施設としてつつじヶ丘どろんこ保育園と共に、各所属の壁を越

えて、子どもたちが安心して過ごせる「大きな家」を目指し、この5年間歩んできた。大人も子どもも

多様性を認め合い、互いに助け合い、共に育ち合う環境の中で、子ども達が成長に必要な経験を積み

重ね、にんげん力を育めるようスタッフ皆がチームとして保育・支援を行うことを軸とする。 

 

どろんこ会グループ 法人理念・方針 

子育て理念 ｢にんげん力。育てます。｣ 

子育て方針 ｢センス・オブ・ワンダー｣ ｢人 対 人コミュニケーション｣ 

 

２０２３年度運営部ミッションに基づき、続・原点回帰を行い、「生きる力を育む」ために日課・

基本保育活動を実施する。つむぎマンスリーを利用している子どもたちも保育園児と共に８時３０分

に登園し、雑巾がけ、朝の会、戸外活動9時出発、生き物の世話、畑仕事などの日課を行い、子どもの

成長に必要な体験を日常的に繰り返し、ホンモノの経験を通してにんげん力を身に着ける環境を用意

する。 

生きるために必要なことの１つである「食べる」意欲を育めるよう食材や食の循環・環境への意識

を育む環境教育を実践するため、ゴミ・糞のたい肥化を行い、種をまき、間引きや雑草取りをして育

て、収穫したものを使って、焚き火で調理または加工し、食べることを年間通して行っていく。ま

た、生きているものを捌く、解体する、焚き火で焼き、食べる経験を通して、命をいただいているこ

とを知る。 

各自治体・教育委員会・学校と連携を取り、就学先の小学校や支援学校へ、実際の授業を見に行

き、子ども間の交流・教職員間の交流が実施できるよう交渉を行う。就学後の教育指導要領を把握

し、保育所保育指針で示されている「就学までに育てたい１０の姿」を目指して乳幼児期に育める力

を身に着けられる支援・保育を行う。 

大人のにんげん力UPを図るため、園内研修や園長大学・保育士大学の講義を受けるなど、スタッフ

一人ひとりが学びたい時に学べる環境を確保する。また、スタッフが学んだことを施設内・課内・部

内・法人でアウトプットできる場を通して自己改革につなげる。 

つつじヶ丘の強みを強化させるべく接遇・環境整備を継続して行い、誰にとっても居心地がよい

「大きな家」を作り上げることができるよう、保護者や来訪者に対して大きな声で気持ち良い挨拶を

し、相手の気持ちに寄り添い、「つむぎつつじヶ丘どろんこ」に来て良かったと心から思っていただ

ける施設を目指す。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

子どもが安心して楽しく通うことができるよう、子どもの目線に立ち、その子なりの発信や参加を

認め、子どもの最善の利益を追求した支援を提供する。 
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1 計画・ねらい 子どもたちが安心して楽しく通うことができる。 

子どもの発信を受け止め、応答的に関わる。 

実践予定内容 ・あらゆる場面や状況において、個々のありのままの姿を受け止める。 

・子どもの目線に立ち、子どもの気持ちや状況を考慮し、考え、言葉をか

け応答的に関わる。 

・家庭とも連携を取り、子どもの様子や体調の変化などを共有し、スタッ

フ間で対応の統一を図る。 

2 計画・ねらい 日課・基本保育活動の定着を図る。 

大人が子どもに背中を見せ、計画的に環境を用意する。 

実践予定内容 ・１０より１００の経験を計画・実施する。 

・個々の発達過程を理解し、見通しをもって日課・保育活動に参加できる

よう工夫し、計画的かつ継続的に進めていく。 

・子どもが選択できる環境を設け、自分で選び取り、経験する機会へとつ

なげていく。 

3 計画・ねらい 人と関わる力を育む。 

子ども同士で伝え合い、関わり合える環境を用意する。 

実践予定内容 ・見守り、見届けることを大切にし、指示にならない言葉がけや言葉をか

けるタイミングに留意する。 

・Trial & Errorは見守り、自分たちで考えやってみる環境を設ける。 

・言葉で指示するのではなく、子どもたちが挑戦したいと思える環境を設

ける。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

相手の気持ちに寄り添い、思いやり、誠実さ、謙虚さ、感謝を忘れず、おもてなしの心を込めた対

応をする。常に保護者の立場に立ち、子どもの成長を一緒に楽しみ、子育ての喜びや大変さを共有す

る。支援のねらいや意図していることを丁寧に伝え、保護者が知りたいことを、保護者支援の充実を

図ることが、子どもへの支援にもつながると考える。 

 

1 計画・ねらい 保護者にとって居心地が良い場所となる。 

全スタッフが自信を持って挨拶・お迎え対応する。 

実践予定内容 ・相手にとって神対応と思ってもらえる対応を見出す。 

・スタッフ一人ひとりが手を止め、顔をあげて挨拶をする。 

・お迎え時には、支援のねらいと子どもの様子を振り返り、質問や疑問な

どに対して丁寧に誠意をもって答える。 

・家庭での様子を聞き取り、支援につなげて行く。 

2 計画・ねらい 安心して子どもを託すことができる場所となる。 

保護者が知りたい情報を提供する。 

実践予定内容 ・口頭の説明だけでなく、お知らせなど目でみてわかる情報の提供を定期

的に行う。 

・支援の内容や意図を理解していただけるよう活動のねらいや個別の支援

目標を分かりやすく伝える。 

・保護者懇談会を実施し、子どもの成長を共有・相談できる機会を設け

る。 
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3 計画・ねらい 地域との連携 

地域全体で子育てを共にし、子どもの成長につながるあらゆる手段をかつ

ようする。 

実践予定内容 ・支援を必要としている子どもに必要な支援を提供できるよう、問い合わ

せからアセスメント、モニタリングと個別支援鋭角の作成・提示といった

支援過程を迅速かつ適切に行う。 

・スタッフ間で、保護者からの連絡や相談事項などの共有を行い、迅速か

つ確実に対応できる体制を整える。 

・保護者を通して、行政、保育園、幼稚園、他事業所、就学先との連携を

図る。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

 地域に開かれた子育て支援拠点として、ちきんえっぐ・つむぎカフェ、園庭を開放し、いつでも遊

びに来ていただける地域に根付いた場所となるよう様々な子育てイベントやゆっくり過ごせる場を提

供する。 

 

1 計画・ねらい 相談したい時に、いつでも相談できる場所となる。 

誰でも子育てや発達に関する相談ができることを周知する 

実践予定内容 ・行政機関へのパンフレットの配布を継続的に行い、市報などを活用しな

がら、誰もが利用できる場所として周知する。 

・発達支援について地域の方々に知っていただけるよう園外掲示板やブロ

グを活用する。 

・子育て相談会を年２回実施し、支援が必要な子どもの発見に努め、社会

資源へつなげる。 

２ 計画・ねらい 地域の人たちがつながる場所となる。 

いつでも行きたくなるよう、つむぎカフェを充実させる。 

実践予定内容 ・子育てに関する情報を収集し、お知らせや雑誌などを置き、定期的に新

しい情報を提供する。 

・つむぎカフェでくつろげるよう飲み物、絵本、玩具の充実を図る。 

・いつでも安心して気持ちよく使っていただけるようカフェに置いてある

物品（家電類・家具・絵本・おもちゃ）の整理整頓と消毒を定期的に行

う。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

 子どもの成長に必要な生きる力の土台となる経験の大切さや発達段階や特性を踏まえた上での環境

設定ができるスタッフを育成する。それぞれの専門性を知り、尊重し合える仲間となるようスタッフ

同士で学び合える機会を設けていく。自身の言葉で子ども未来に必要な経験を語ることができ、その

機会を提供できるスタッフを育成する。 

 相手の立場に立って意見やそれぞれの見解に耳を傾けつつ、自身の意見もしっかり相手に伝えるこ

とができるようになることで、多角的な視点で子どもの目線に立って支援できるようになることを目

指す。 
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1 計画・ねらい 続・原点回帰：「子どもが自己選択すべきこと」「大人が教えねばならな

いこと」を理解・把握する。 

子どもの成長に必要な経験について学び直す場を設ける。 

実践予定内容 ・保育所保育指針・児童発達支援ガイドラインを使って、保育・支援のね

らいを理解する。 

・園長大学・保育士大学を活用し、実践に活かせる学びの場を提供する。 

新学習指導要領を把握し、長期的な目標を見通した支援計画と支援を提供

する 

2 計画・ねらい 自身の意見や考えを持ち、主体的に動く 

実践予定内容 ・新しいものを生み出すことを意識し実現する力を養う 

・研修参加後、報告書を提出し、全スタッフと共有、学びを進化させ、議

事録を残す 

 

 

〈５〉環境実施目標 

 人と人との関わりを通して、子どもたちが生きる土台となるさまざまな経験が積めるよう環境設定

を行い、子どもの発達や成長に合わせて定期的に見直しを行う。 

 

1 計画・ねらい 誰もが心地よく過ごせる場所 

大人も子どもも一緒に掃除・整理整頓を行う。 

実践予定内容 ・引き続き、日々の掃除に加えクリーンデイとして掃除と整理整頓を行う

時間を週１回設ける。 

・大人も子どもも使ったものを元の場所に戻せるように工夫した物の配置

と掲示の仕方を工夫する。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践。 

日課である畑仕事を通して、子どもたちが食の循環を体験する。 

実践予定内容 ・コンポストや糞を使って、たい肥を作る。 

・畑を耕し、土壌を整え、種をまき、水をやるなど、畑仕事に積極的に取

り組む環境を設ける。 

・火をおこし、収穫したものを調理し、食べる。調理する際に出たゴミは

コンポストへ入れる一連のサイクルを体験する機会を設ける。 

3 計画・ねらい 室内環境・園庭環境の充実を図る。 

子どもたちが遊び込める環境作りを行う。 

実践予定内容 ・室内園庭にあるおもちゃの選別・メンテナンスを2ヵ月に1回、定期的に

行う。 

・子どもたちの発達に合わせたおもちゃや家具や遊具の配置を定期的に見

直し、誰もが遊び込める環境を作る。 

・子どもが安心できる場所を確保する。 

 

 

〈６〉つつじヶ丘どろんこ保育園との連携 

つつじヶ丘どろんこ保育園とつむぎつつじヶ丘ルームスタッフが連携し、保育園と児童発達支援事
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業所の壁を越えて、誰もが共に育ち合う「大きな家」を構築していく。互いの専門性を尊重し、意見

し合える関係性を作り、子どもたちの最善の利益を追求し、子育てを共にすることを目指す。 

1 計画・ねらい 子どもの成長を共に喜び合う 

保育園・つむぎスタッフがチームとして子育てをする 

実践予定内容 ・保育園・発達支援の壁を乗り越え、1どろんこスタッフとして、チーム

で子どもたち育てていく。 

・スタッフ間の言葉がけや共有を徹底し、言葉にして伝え合う。 

・互いの立場や役割を理解し、対等な立場で意見交換し合う。 

・行事は、計画から行事終了後の反省と記録まで、両スタッフで一緒に進

めていく。 

・支援を必要とする子どもに対し、多角的・多面的な視点で保育計画を作

り、実践、振り返り、改善を重ね、子どもにとっての最善の利益を追求す

る。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

   

８時３０分～１７時３０分    

 

支援提供時間：マンスリー支援（５歳児）  ８時３０分～１５時３０分 

   マンスリー支援（３・４歳児） ８時３０分～１３時００分 

   ビジター（月・火・木・金）  １５時４０分～１６時４０分 

   ビジター（水） １４時００分～１５時００分・１５時１０分～１６時１０分 

   ビジター（土） １０時００分～１１時００分・１３時３０分～１４時３０分 

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長１名 

児童発達支援管理責任者１名 

保育士２名 

社会福祉士１名 

児童指導員２名 
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3. 運営方針 

 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月１回 

１２０分 

・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設け、資料を使

った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 

給食運営会議 月１回 離乳食進行・食育計画・アレルギー確認・給食状況 

事故防止委員会 月１回 ヒヤリハット・インシデントの振り返り・危機管理・安全対

策 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

ケース会議 月１回 要支援児の姿・個別計画の立案・子どもの様子共有 

リーダー会議 月１回 園全体の運営、人材育成 

つむぎ会議 月１回 業務の伝達、共有など、つむぎ運営に関する内容 

  

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月１回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月１回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議  障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年４回 
献立内容の改善、提案・食育計画作成 

給食提供マニュアルおよび運用ルールの作成や見直し 

保健会議 年４回 
感染症対策やガイドラインの作成 

食育計画作成・実践共有 

子育ての質を上げる

会議 
月１回 保育の内容や質の向上係る相互学習、実践的な業務改善 
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〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 ・毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 ・事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

事故防止係 ・ヒヤリハット、インシデント報告を集計し、スタッフで共有を行

い、対策を実施、振り返る 

防火管理者  ・防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、

近隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  ・飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、

食品サンプルの管理 

畑係 ・年間農業計画のもと、子どもと共に取り組む、種や苗の購入 

・食育計画との連動と進捗把握 

・各クラスの畑仕事のマネジメント 

生き物係 ・ヤギや鶏の健康チェック 

・エサ、岩塩等の発注 

・年間休日の当番表作成と実施管理 

・ヤギ、鶏小屋の整備、補修管理 

環境係（室内、園庭） ・室内外の園庭、遊具の清掃点検、施設の清掃状況の確認、指示 

・室内外の設備危険個所の点検 

・破損個所の補修、地震時の落下防止、遊具・設備・樹木等の安全

点検 

図書係 ・絵本の修理、管理（在庫管理、発注） 

・絵本コーナーの充実 

写真係 ・個人情報の確認、写真販売 

保健係 ・毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

問い合わせ係 ・問い合わせに対して、迅速にかつ確実に対応できるようスタッフ

間での共有とフォローアップを実施 

園つむぎ連携係 ・園との連携を円滑に行うための連絡役 

内部監査係 ・内部監査項目の確認と実施状況のチェック 

防災訓練係 ・避難訓練計画書・報告書の作成 

・避難訓練の実施 



20221215版 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズと連携し計画、実行 

子育て支援担当 子育て支援事業の計画、実行 

 

 

 

4. 支援方針 
 

 「楽しい」「やってみたい」子どもの気持ちや意思を尊重し、選択できる環境を通して、自己肯定

感が高まるよう支援する。 

 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・安心して過ごせる場所と人がいる中で、集団での生活を経験す

る。 

・自ら興味関心のもてるような環境の中、発見や工夫を楽しめる

遊びを保障していく。 

・自分で選び、遊びこめる環境を保証する。 

下半期 

 

・異年齢の関わりがいつでも持てるようゾーン保育や子ども自ら

自主的に遊びが選択できる環境を設定する。 

・関わりの中、様々な葛藤を経験し自分で考え、工夫し自ら行動

できるよう、また自分たちで約束やルールを決め、活動できるよ

うにしていく。 

グループ I 上半期 

異年齢 

・戸外での活動や原体験を通して、豊かな感性や表現力を育む。 

・自分で考え、工夫し行動できるよう、見守り、見届ける。 

・自分で選び取り、最後までやり遂げる経験を積み重ねられるよ

う支援する。 

下半期 

異年齢 

・主体的に取り組める活動が増え、協調性や社会性の向上が見ら

れ、自己肯定感が高まることを目指す。 

・戸外での活動を通して、社会生活を送る上で必要なルールを知

り、対応の仕方を学ぶ機会を設ける。 

グループ II 上半期 

異年齢 

・自分で選びとり、遊びこむ経験を積み重ねられるよう、発達に

合わせた環境設定に配慮する。 

・遊びを通して、友だちに興味関心を持ち、関わりを楽しむこと

ができるよう支援する。 

下半期 

異年齢 

・友達と一緒にいると楽しい、一緒にできると嬉しいと感じられ

る環境を設定する。 
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・自分の思いを表現することができ、受け止められる経験を積む

ことで、相手に伝えたいという意欲を育む。 

個別支援 個別支援を

必要として

いる児童 

・戸外での活動を基本とし、個々に合わせたさまざまな体験を通

して、非認知能力を育み、自己肯定感を高める支援を実施。 

事業所内相談支援 随時 ・随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」を活用 

・随時、相談支援の時間を設けることができることを周知し、い

つでも保護者が相談しやすい体制を整える。 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議 第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

マンスリーとビジター利用児共に、畑仕事を行い「土や食材に触れる」「育てて収穫する」「調理

して食べる」など、食に対する興味関心や食べる意欲が育まれる機会を提供する。 

どろんこ会の食育基本方針： 

① スタッフ全員が子どもと一緒に食べる  

② 噛む力を育て、素材の味を味わえる状態で提供する 

③ 子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる 

 

1 計画・ねらい 食に対する興味・関心が育まれる 

実践予定内容 ・身近に食に触れられるよう日々の保育の中に継続して取り入れていく。 

・畑仕事を充実させ、継続して食材を育てる経験が積めるよう計画的に進

める。 

2 計画・ねらい 食べる意欲が育まれる 

実践予定内容 ・戸外で活動する機会を提供することで、十分に体を動かし、遊びこみ、

食べる意欲がわく環境を設定する。 

・自分で配膳をして、食べられる量を知り、食べきる達成感を味わえるよ

う環境を整える。 

3 計画・ねらい みんなで一緒に食べる楽しさを感じる 
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 実践予定内容 ・自分で食べたい場所を選び取れる環境を整える。 

・子どもの思いが認められる関わりを心掛ける。 

 

 

〈４〉保健計画 

保健だより 月１回（２５日）発行 

スタッフ健康診断 年１回 

スタッフ検便 全スタッフ月１回（毎月５日） 

児童への保健指導・取組等 手洗いうがい指導、歯磨き指導、生活リズムを考える、身体の仕組

み等 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

１２月頃…胃腸炎 

１月頃…インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 

該当なし 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

１２月頃…胃腸炎 

１月頃…インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 

ダイアップ･･･０名より預かり済み／事務所内冷蔵庫にて保管 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在５名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員２名については４月１日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在５名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員２名については４月１日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年４回／４・７・１０・１月の２５日 

事故防止チェック 年４回／４・７・１０・１月の２５日 
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防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年２回／６・１２月の２５日 

避難消火訓練 毎月１回／１５日 

不審者侵入訓練 ６・１２月の２５日 

情報セキュリティチェック 年２回／５・１１月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月２５日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月１回／５日／全スタッフ 

健康管理 身長体重測定 毎月１回／２０日 

虐待防止研修 年２回／4・10月の施設内会議時 

運営管理 コンピテンシー自己採点 毎月１回／施設内会議冒頭５分間 

利用者アンケート調査 年１回 

施設内虐待防止委員会 年2回／9月・2月 

 

 

〈６〉環境整備 

子どもたちが安心して安全に過ごせる環境を第一に考え、自分で選び取ることができるよう選択で

きる環境を用意する。また、「自分で考え、自分で行動する」室内・室外ともに子どもが自発的に関

わる環境設定を行う。 

1 計画・ねらい 子どもたちが安心して安全に過ごせる環境 

実践予定内容 ・スタッフ一人ひとりが掃除と整理整頓を徹底する。 

・倉庫や棚の中などの整理整頓を心がけ、誰もが気持ちよく過ごせる環境

を保つ。 

・園庭・園舎内の安全設備の確認を行い、子どもたちが安心して遊び込め

る環境をつくる。 

2 計画・ねらい 子どもも大人も「自分で考え、自分で行動する」 

実践予定内容 ・子どもたち一人ひとりの発達に合わせた関わり方や距離感を保ち、子ど

も自身の力で成長できる機会を設ける。 

・先回りせず、子どもの発達段階と成長に合わせて、関わり方を常に工夫

し続ける。 

・各スタッフが自分事として物事に関わり把握するよう心掛ける。 

・今何を優先すべきか考え、周囲と相談し業務を遂行する。 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 ・消防計画に基づき、自衛消防隊を編成、避難訓練、消防計画を行う。定

期的に火災。地震発生時のマニュアルの読み合わせを行い、避難方法の確

認を行う。火災時には対応フローチャートに従う。（危機管理マニュアル

№３災害対策） 

2 実践予定内容 ・ヒヤリハット、インシデントの検証を行い再発防止に努め、その都度保

育の見直しを行う。また、スタッフ間の共有を強化しスタッフ全員で共通

意識をもつ。事故防止チェックリスト、設備点検チェックの実施。怪我発

生時にはフローチャートに従う。（危機管理マニュアル№３ケガ事故防止

策・安全点検） 

3 実践予定内容 ・不審者対策：６月と１２月に防犯訓練マニュアルに従い不審者侵入訓練

を実施、確認する。不審者侵入時は、フローチャートに従う。（危機管理

マニュアル№３の不審者対策） 

4 実践予定内容 ・光化学スモッグ対策に則り、知識を身につけ、注意報発令の把握を行い

ながら、発生時は対応フローチャートに従う。（危機管理マニュアル№３

の光化学スモッグ対策） 

5 実践予定内容 ・室内ハザードマップ、戸外ハザードマップ、公園内ハザードマップをス

タッフがいつも見返すことができる場所に設置し、危険な箇所や変更した

際は、速やかにハザードマップに追加記載していく。 

6 実践予定内容 ・消防署に依頼し、乳児、幼児の救命救急講習を自園で受ける。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修

生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現

場で活躍する人材を育成する。 

 

中高生の職場体験／保育養成校・専門士養成校の学生の実習／一般および学生の各種ボランティア

に関しては、依頼に応じて、随時、積極的に受け入れを行う。 
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7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

 スタッフ一人一人が専門的知識と技術を習得し、子ども一人ひとりの発達に合わせた質の高い支援

を提供できるよう、実践的な研修を行う。 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回とし、ケース提案者

は全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望する方がいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 「園長大学・保育士大学」への参加：全スタッフが積極的に参加し、知識を高めると共に実践につ

なげて行く。また、講義で学んだことを朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、アウトプッ

トする機会を設けることで理解を深めていく。 

⑧ 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用。また一人ひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有する。 

⑨ 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、
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場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

⑩ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望する者がいれば回数を増やし随時開催する。 

⑪ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑫ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑬ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑭ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月20日 18:00～20:00 

①園内研修「チーム保育」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事の共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

⑥人権チェック・虐待防止研

修 

・つむぎ園スタッフがチームとし

て連携した保育を行えるよう理解

を深める。 

・さくらさくらんぼリズムを実施

できるよう知識を深める。 

5月18日 18:00～20:00 

① 園内研修「内部監査研修」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・ マニュアルの理解を深める 

・内部監査を行う意味や設問を理

解し、日ごろの保育の見直す。 

・さくらんぼリズムの知識を深め

る。 

6月15日 18:00～20:00 

①  園内研修「水遊びのリス

クマネジメント研修」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

 ・マニュアルをもとにプール遊び

時の監視方法などロールプレイを

行いながら共通認識し、水遊びに

おけるリスクマネジメントを身に

つける。 
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7月20日 18:00～20:00 

①園内研修 「環境設定、室

内」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・子どもの発達に合った室内環境

について話しあい、振り返り、改

善へとつなげる。 

・人的環境について学び合う。 

8月24日 18:00～20:00 

①園内研修「子どもの人権」 

② さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・子どもの最善の利益と子どもの

権利擁護について学ぶ。 

9月21日 18:00～20:00 

①園内研修「安全管理」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・マニュアルをもとに散歩のルー

ルや緊急連絡対応などに関する知

識を深める。 

10月19日 18:00～20:00 

①園内研修「環境整備、園

庭」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

⑥人権チェック・虐待防止研

修 

・Missonの再確認を行い、日課と

労働についての実施状況とあるべ

き姿を検討する。 

11月16日 18:00～20:00 

①園内研修「感染症対応」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

・嘔吐処理や治癒証明などマニュ

アルをもとに再確認し、共通理解

をする。 

12月21日 18:00～20:00 

①園内研修「保護者対応」 

②さくらさくらんぼリズム 

③保育の質勉強会 

④行事共有  

⑤コンピテンシー自己採点 

 ・保護者の気持ちを知り、相手の

立場に立つこと、相手の心に届く

話し方を習得する。 

1月18日 18:00～20:00 

①さくらさくらんぼリズム 

②行事､係の振り返り 

③保育の質勉強会 

④行事共有 

⑤コンピテンシー自己採点 

 ・さくらんぼリズムの実施につい

て振り返り来年度につなげる。 

・行事や係など1年間の振り返りを

行う。 
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2月15日 18:00～21:00 第1回 策定会議 

・今年度の課題をもとに次年度の

園目標、方向性を決定し、行事を

実施する上での心得るべきことを

理解する。 

3月上旬 9:00～18:00 第２回 策定会議 

・本年度の行事や係などの振り返

りをもとに、次年度の予定を話し

合い具体的な計画を立てる。 

3月下旬 18:00～20:00 キックオフ 

・新年度に向けて、マニュアルの

確認とロールプレイを実施し、4月

から全職員があらゆることに対応

できるよう研修を行う。 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

・毎月最終日までに、月次報告として全スタッフがその月に達成したこと、子どものエピソードと気

づき、MBOの進捗状況を報告する機会を設ける。 

・２ヶ月に一回面談を行い、個人目標の達成に向けて相談・協力する体制を築く。  
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・施設長が年２回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次半期の目標設定」と併せて、次半

期の育成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域交流を通して、発達支援について知ってもらう機会をつくり、支援を必要とする人たちを発見

し、必要な支援へと繋げていく。地域との連携を図り、地域に根差した児童発達支援としての社会的

役割を担っていく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月１回   公園名：中原もみじ防災公園にて 

商店街ツアー 週１回 

世代間交流 老人施設訪問/どろんこ祭り/せいちょうてんI/せいちょうてんII 

異年齢交流 小学校交流/他園交流/中学生保育体験/異年齢クラスとの 

生活や遊びでの交流 

地域拠点活動 ちきんえっぐ/青空保育/園庭開放 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

国の指針に準じ、『職員間交流』と『子ども間交流』の両者を計画的に行い、小学校との連携を図

る。実施に際しては、年度初めまでに「５歳児と小学校１年生との年間連携系計画および報告書」を

作成して実施する。また、小学校教諭および保護者を交えた学習指導要領の読み解きを行う機会を設

け、就学後の子どもの姿を繋げた支援を提供できるようにする。 

① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 
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⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

保護者や自治体、就学先の学校と連携を取り、就学相談に関する情報や就学に向けて必要とする支

援を提供する。就学支援シートや児童連絡票を作成し、利用児が就学先で学ぶ環境が整えられるよう

必要な情報提供を行い、就学先と連携をとる。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を９月１日（金）より開始する。 

卒園予定児の就学先が決定次第、小学校と相談・協議を開始する。（未定） 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

６月頃 滝坂小学校  

1年 

２名予定 滝坂小学校 校庭 子ども間交流 

１０月頃 上ノ原小学校  

1年 

２名予定 上ノ原小学校 校庭 子ども間交流 

２月頃 滝坂小学校  

利用児就学先 

1年 

２名予定 幼保小連携 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 
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⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

個別支援計画は、子どもの強みに着目し、特性や特徴を理解した上で個々の発達過程に合った目標

を設定し、達成するために必要な具体的な支援内容が記載し、生活の質の向上を図るものとする。 

・ 計画には保護者の意向が含まれ、誰が読んでもわかりやすい文面で作成する。 

・ 新規利用児については、利用開始日までに第1期個別支援計画を提示する。 

・ 提示予定月の2か月前にモニタリングを行う。 

・ 可能な限り園訪問を行い、利用児の所属園や他事業所との連携を図る。 

・ 更新月の全月までに、支援計画の説明と提示を行い、保護者からの同意を得る。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：５名予定） 

保育園スタッフ３名つむぎスタッフ２名と共に、ケース会議を毎月第３金曜日に実施する。ケース

対象となる園児とつむぎ利用児について保育と療育からの視点で、意見交換をする。会議で話し合っ

た内容を全スタッフと共有し、子どもにとっての最善の利益を考えた人的・物的環境を整えていく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

保護者と連携をとり、就学相談や行動観察の依頼を積極的に受けていく。就学先を決定するにあた

り、保護者の意向を踏まえ、その子にとって最善の場所を選んでいけるよう必要な助言とサポートを

行う。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（未定）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月１日発行 

青空保育 月１回   公園名：中原もみじ防災公園にて開催 
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12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年７月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１７時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、スタッフアンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
子どもを真ん中にして、共に育ちあえる大きな家を目指します。 

 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 大きな家を目指し「共に認め合う」 

・併設としての多職種の専門性を尊重する関係性を構築する。 

・子ども一人ひとりの姿を捉え、安心できる環境をつくる。 

振り返り 子どもたちが安心して過ごせる大きな家を目指して、保育園・つむぎの連携

に努めた１年だった。思いを言葉で互いの思いを伝え合い、子どもの成長を

喜び合える場面も多く見られるようになった。子どもたちの最善の利益を考

え、子どもたちにとってより良い環境にするにはどうしたら良いか、スタッ

フ間で共有し合い、試行錯誤しながら進めてきた。互いを尊重し合える仲間

となれたことが１つの大きな成長となり、次年度に向けてさらに踏み込んだ

対話ができるようになることで、さらにインクルーシブな環境を作っていけ

ると考える。 

 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２０２３年度 目指

す姿 

「子どもを真ん中にした大きな家」安全・安心して過ごせる 

重点

施策 

・保育園・つむぎの壁を越えたゾーン保育の実現するために、言葉で伝え合

うことを大切にする。 

・マニュアルに頼らず、自分で考えて行動できるスタッフの育成 

・保護者がいつでも相談できる場所と時間を確保する。 
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２０２４年度 目指

す姿 

「子どもを真ん中にした大きな家」ワクワク・挑戦することができる 

重点

施策 

・子どもも大人も日課・労働・遊びを楽しむ環境を確保する。 

・子どもの思い、保護者の希望が叶えられる環境を設ける。 

・子ども・保護者と一緒に成長を楽しむことができる。 

・子ども大人も共に楽しみ、成長することを大切にする。 

２０２５年度 目指

す姿 

「子どもを真ん中にした大きな家」すべてが子ども主体 

重点

施策 

・子どもたちが話し合い、自分たちでやりたいこと、やるべきことを行う環

境をつくる。 

・大人も子どもも一人の人として、互いを尊重し、助け合い、認め合う関係

を構築する。 

・ 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム 施設長 ローズ 亜紀 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 宮下ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
【全力で遊ぶ！たくさん食べる！しっかり休む！】  

宮下どろんこ保育園と併設園として、一人ひとりの子どもとしっかりと向き合い、個を受容しながら

チームとしての子育てを展開する。「大きな家」の中で、子どもも大人も自由に発信、交流、活動で

きる場や空間を保障する。どの子も子どもらしく輝けるように、どきどきワクワクするような活動を

実践し、心と身体の健やかな成長につなげる。また、子どもの成長を心から楽しめる子育て集団とな

る。 

【自然を感じ、環境に触れる】 

食の循環を身近に感じられるような体験を積み重ね、命の尊さや食の大切さを学んでいく。畑仕事や

生き物の世話など、大人が率先して取り組むことで、子どもたちも自ら行動できるようにする。ま

た、コンポストの稼働や食材の加工を通して、食や環境への興味関心が持てるように関わる。 

 

【先を見据えた支援】 

就学後も必要とされる支援が途切れることの無いように、小学校や他事業所との連携を密に行い、見

通しを持った支援を行う。年に数回小学校を訪問し、就学を見据えた支援がしっかりと提供できるよ

うに、スタッフそれぞれが学びを深める。 

 

【最高の保護者支援】 

「美」への意識を高め、誰がいつ来ても気持ちの良い施設を目指す。来訪者に対する挨拶を徹底し、

満足いただける対応を心掛ける。日々の子どもの様子を丁寧に伝えること、ポートフォリオで活動掲

示をしたり、写真や動画を使ったりしながら振り返りを行う。 

 

【学び続ける】 

日々の日課や基本活動について、研修など学びの場を設け、しっかりと理解しスタッフそれぞれが自

分の言葉で伝えられることとする。個々の学びを止めずに、日々成長し続ける子育て集団となる。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

「生きる力」を育む保育を実践し、子どもたちの最善の利益を考慮して支援を行う。 

1 計画・ねらい 関わり合う。（人・物・地域） 

実践予定内容 様々な人や事象の中で生活をし、周りへと興味や関心を向ける気持ちを育

てていく。関わり合いの中から生じるerrorの経験を大切に、自分で考えて

伝えようとする力や、自己回避力、また人を頼ろうとする気持ちなど、生

きる力の土台となる「逞しさ」を育んでいく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿から、必要な支援を見極め、近づきすぎず、やりすぎず、適当

さを習得する。 

実践予定内容 日々の子どもの成長を振り返るとともに、今必要とする支援を適切に判断

し、過度な介入にならないように支援をする。一人ひとりの子どもと丁寧
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に向き合い、適切な距離感での関わりを心掛ける。 

3 計画・ねらい 日々の振り返りを充実させ、日々つながる保育を展開する。 

実践予定内容 毎日活動の振り返りを行い、日々の子どもの様子を共有することで、明日

の保育計画につなげ、継続した活動を展開する。子どもたちが好きな人と 

好きな場所好きな遊びに集中できる環境を常に構築する。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

子どもたちの成長を一緒に喜び、「わが子はかわいい」と笑顔で子育てができるように、最高のサポ

ートを行う。 

1 計画・ねらい 保護者が安心して相談できる関係を築く。また、必要に応じて事業所内相

談を提案し、しっかりと話せる時間を設けていく。 

実践予定内容 生活の中で生じる子育てに対する不安や疑問を気軽に相談できるような関

係性を構築する。保護者の気持ちに寄り添いながら、的確なアドバイスが

できるように専門的なスキルの学びも行っていく。 

2 計画・ねらい 迅速、丁寧、真摯な対応を行う。 

実践予定内容 来所時はお待たせすることがないように心掛ける。言葉使いや丁寧な対応

を意識し、日々の振り返りでは、写真や動画などを活用し、子どもの様子

をわかりやすく伝えていく。 

3 計画・ねらい 快適な環境を心掛け、選ばれる園を目指していく。 

（丁寧な送迎対応、清潔、安全な空間作り、活動の視覚化） 

実践予定内容 カフェ内含め園舎全ての清掃を怠らず、気持ちよく利用して頂けるような

空間作りを行う。また、子どもたちの作品提示やポートフォリオの作成を

行い、成長を伝える。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

誰もが安心して子育てができるように、様々な子育て情報や支援を発信し、地域の子育て支援拠点と

なる。 

1 計画・ねらい 他事業所等との連携を図る 

実践予定内容 併用されている園との連携を密に行い、子どもの様子や関わり方の共有を

する。地域の事業所との連絡を定期的にとり、必要な支援が行き届くよう

にする。 

2 計画・ねらい 子育て支援センター「ちきんえっぐ」と協力し、地域の子育て拠点となる

ように、イベントの実施や子育て情報の発信をする。 

実践予定内容 ちきんえっぐと協働でのイベントを立案、実施する。未就園児の子育てサ

ポートなど、誰もが気軽に利用、相談できる場を構築する。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

現在の小学校の授業をしっかりと学び、「主体的・対話的な深い学び」について探求する。 

子どもたちの最善の利益を常に考え、目標に向かって学び続ける姿勢をもつ。 

働き続けたいと思える職場作りを心掛ける。 
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1 計画・ねらい 報告、連絡、相談の徹底をする。 

（スタッフ間の共有や連携が当たり前に行える） 

実践予定内容 活動計画など、他スタッフと連携しながら進めていくなど、普段からコミ

ュニケーションが図れる雰囲気を作る。タイムリーな報告を意識し、記録

に残す。 

2 計画・ねらい インクルーシブ保育の展開と方法についての学びを深める。 

実践予定内容 保育園スタッフと共に、インクルーシブ保育を実践しながら、常に振り返

り、見直し行い、マンスリー支援の質を高める。積極的に研修参加を行

い、互いに学び会う場を設ける。 

3 計画・ねらい 専門知識やスキルの向上を目指す。 

実践予定内容 学びのための講座や、園長大学®保育士大学を積極的に受講する。また、専

門的な知識を得るために自ら学び続け、他スタッフへの共有を図る。園会

議の場を利用し、園と共に、併設園全体の専門知識の向上を図るため、研

修で得た情報を水平展開する。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

自然の事象に興味関心を高められるような環境作りを行い、子どもたちの主体的な活動を促す。「こ

うしてみよう」「どうなっているのかな」など思考力や感情を湧き立てる活動設定をする。 

1 計画・ねらい 畑仕事や生き物の世話に日々携わり、命の大切さや労働についての気づき

を深めていく。 

実践予定内容 子どもたちが自ら興味を持ち、主体的に取り組めるように、環境作りを行

う。種や実の不思議に気づいたり、作物の育ちに感動したりする心の育ち

を大事にし、図鑑や資料などを置き、更に興味を高められるような支援を

行う。 

2 計画・ねらい 自分たちで育てた植物や野菜を使った活動を充実させ、食の循環を学んだ

り、調理や加工したりし、楽しさを知る。（クッキング、表現活動など） 

実践予定内容 畑仕事を充実させ、収穫した野菜を自分たちで調理し、食することで、食

べる意欲の向上や、素材の変化への興味や楽しみを促す。野菜くずを利用

し、コンポストを作ることで環境への意識を持てるように関わる。 

 

 

〈６〉インクルーシブ保育 

一人ひとりの子どもをしっかりと捉え、どの子も主人公となる保育を行う。「この子の素敵なとこ

ろ」をみんなが話せるチーム保育の確立を目指す。 

1 計画・ねらい 記録の継続（エピソード、ポートフォリオなど） 

実践予定内容 写真を利用しながら記録を作成し、子どもたちの日々の様子をまとめる。

「素敵な瞬間」を逃さず、他スタッフや保護者と共有できる。つむぎの実

践を発信する。（ブログ、カフェ掲示物の充実） 

2 計画・ねらい 記録を読み解き、環境構成や遊びを考える。 

実践予定内容 保育園スタッフと話し合う場を設け、遊びの様子や日々の気づきを伝え合

い、継続した保育ができるように取り組む。途切れない活動実践ができる

ように、勉強会等を実践する。 
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3 計画・ねらい 子どものケース共有をする。（スタッフの共通意識） 

実践予定内容 一人ひとりの子どもをしっかりと捉え、その子の好きなことや強みをスタ

ッフ全員が話せるほど、個々のケースを伝え合う。送迎時の伝達をしっか

りと行い、家庭での様子も共有する。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

   

８時３０分～１７時３０分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

保育士3名 

機能訓練担当スタッフ3名（作業療法士2名、理学療法士1名） 

 

 

 

3. 運営方針 

 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 ・保育園と合同で行う。つむぎ及び保育園各クラスの様子、

行事進捗、園内研修 

給食運営会議 月1回 食育活動実施報告、喫食状況確認、配膳方法 

事故防止委員会 月1回 事故のケーススタディ、改善策、各月のヒヤリハット、イン

シデント分析 

支援計画策定会議 適宜 支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援管

理者が必ず参加する。 
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ルーム会議 月1回 利用児の様子、行事進捗、園内研修 

ケース会議 適宜 情報共有、支援内容の検討 

朝礼、昼礼、夕礼 毎日 その日の確認と振り返り、情報共有 

  

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 
マニュアル、レシピの見直し、ルームの取り組み発表、アレ

ルギー食検討 

保健会議 年4回 マニュアルの見直し、感染症対策、衛生管理 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

テーマに即した計画的な研究の遂行、どろんこ会内の施設同

士での情報共有と連携の推進 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月１回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、

近隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  園庭、玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案、畑の環境

整備 

生き物係 魚の飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案、ヤギや鶏の健

康管理、飼育環境改善 
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〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの企画、調整 

運動会係 運動会の企画、調整 

生活発表会係 生活発表会の企画、調整 

 

 

 

4. 支援方針 
 

基本方針 

マンスリー 0～2歳児 

 

・個々の発達に応じた支援を行うとともに、保護者の子どもに対

する障害特性の理解等に配慮しながら支援を行う。 

・家庭との連携を密に行い、情緒の安定や生活リズムの獲得を図

る。 

・身近な大人と安心した関わりの中で、人への基本的信頼関係を

築き、人間関係の基礎を養う。 

・自分でやってみようとする意欲を育む。 

・身振りや簡単な言葉等で気持ちを表現し、人と関わることに楽

しさを感じられるようにする。 

・様々な体験を通して、豊かな感性や創造性の芽生えを育てる。 

・友だちへの興味を広げ、一緒に遊べるように関わる。 

3～5歳児 

 

・1日の生活の流れを獲得し、自ら行動できるように関わる。 

・異年齢の友だちの中で、共に達成する喜びや楽しさを味わう経

験を保障し、協調性や思いやりの心、充実感を育む。 

・自然や生き物に触れる体験から、命の大切さや自然の不思議に

気づき、豊かな感性を育む。 

・自分で考え、工夫しながら取り組み、判断できる行動力を育

む。 

・集団生活の中でのルールやマナーを知り、習得できるようにす

る。 

ビジター 0～2歳児 ・個々の発達に応じた支援を行う。 

・家庭での子育てに寄り添い、保護者に対してのフォローを行

う。 

・様々な遊びを提案し、友だちや遊びへの興味関心を高められる

ように関わる。 

・信頼関係を構築し、安心して通える場となる。 
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3～5歳児 ・活動に見通しを持てるように関わり、不安のないようにする。 

・自然を取り入れた活動を実施し、様々な感性を養う。 

・子どもの主体性を基本に、子ども同士の関わりから生まれる共

同性や伝え合う力を養う。 

・自分で考え、工夫しながら取り組み、判断できる行動力を育

む。 

事業所内相談支援 随時 ・随時、希望する保護者に対し実施する。 

・「相談支援記録」を作成する。 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・随時、希望する保護者に対し実施する。 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用する。 

関係機関との連携 随時 ・ 就学、就園に関する各関係機関との連絡調整をする。 

・所属している保育園、幼稚園と連携を行い、自施設における支

援内容に調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

年間行事計画 

宮下どろんこ保育園、つむぎ宮下ルーム全スタッフがプロポーザル制度にて子どもに必要な活動を提案。 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し別紙「２０２３年度年間

スケジュール」に掲載 

 

 

給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 思いきり身体を動かし、「おなかがすいた」という延長上で、食事ができ

るようにする。 

実践予定内容 午前中いっぱい頭や身体を動かした活動を提案する。充実した活動内容の

実践。 

2 計画・ねらい 食事つくりや食事準備に関わり、日々食への興味関心を高める。 

実践予定内容 クッキング活動や日々の取り組みで、お米を研ぐことや、野菜の収穫、カ

ットなどを行う。食をテーマにした遊びを取り入れ、食に対する関心を高

める。 

3 計画・ねらい 食事時間を楽しいものとしてとらえられるように、孤食をさけ、食べる意

欲を養う。 

 実践予定内容 好きな人と、好きなものを、好きなだけ、「自分で食べる」を実践してい

く。「おいしいね」など会話をしながら、食の広がりを促す。 

 

 

 



20221215版 

保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 うがい手洗い指導、歯磨き指導、体力作り、湿度温度管理 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月頃･･･流行性胃腸炎  1月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

対象者なし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在6名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ1名については3月23日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。行政からのお

知らせ掲示、保健関係研修の受講。 

 

 

各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生点検チェックリスト 食育活動開始前【食育活動】活動別チェックリスト 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 身長体重測定 毎月1回／20日 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック及び虐待防止研

修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／９･２月 
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コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

環境整備 

1 計画・ねらい 子どもたちが自発的に行動できる環境を、常に考え工夫していく。 

実践予定内容 日々の子どもたちの様子から、遊びを読み解き、「こうしたらいい」とア

イデアを出し合い、子どもたちを真ん中にした環境作りを心掛ける。 

2 計画・ねらい 大人の意識の徹底、継続（整理整頓） 

実践予定内容 まずは大人が見本となり動くという意識を持ち、子どもたちの見本とな

る。整理整頓されていることでの、わかりやすさや気持ちの良さを感じて

もらえるように関わる。 

3 計画・ねらい 静かに過ごしたい空間の確保をする。（落ち着ける場を保障する） 

実践予定内容 気持ちを落ち着かせたり、静かに過ごしたりしたいという気持ちに寄り添

った環境設定をする。子どもの気持ちに寄り添いながら、安心して過ごせ

る場を提供する。 

 

 

手作り遊具安全点検計画 

手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 サークルベンチ 玄関前ホール 毎日 

2 L字パーテーション 玄関前ホール 毎日 

3 本棚 一時保育室 毎日 

4 タオルラック 幼児縁側 毎日 

5 スタッフ下駄箱 つむぎ支援室入口 毎日 

6 水槽棚 縁側 毎日 

7 トイレサンダル棚 幼児トイレ前 毎日 

8 ブランコ つむぎ支援室 実施前 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 非常災害時の対策として、消防計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消火

訓練実施 

2 実践予定内容 防災設備点検実施（自動火災探知機、煙感知器、誘導灯、排煙窓） 
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3 実践予定内容 年2回の不審者訓練実施 

オートロックでの外部侵入者の立ち入り防止 

警察との連携（不審者情報共有、交通安全教室） 

4 実践予定内容 ヒヤリハット、インシデント、事故防止記録記載による事故防止と、事故

防止委員会による検討会議 

リスクマネジメント研修 

5 実践予定内容 園内外のハザードマップによる危険個所の確認と安全確認の周知 

環境変化や状況によりその都度見直し、更新を図る。 

6 実践予定内容 光化学スモッグ発生時には、自治体などにより発信される情報をチェック

し、発声時には屋外での活動を控える 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生

を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現場

で活躍する人材を育成する。 

 

今年度の方針・テーマ 

実習生、中高生の職場体験、地域のボランティア等を積極的に受け入れ、次世代を担う福祉の人材

育成に尽力する。実習をきっかけに交流の場を創り、「働いてみたい」と思ってもらえるように、仕

事の魅力を伝えていく。 

 

1 実践予定内容 専門士の体験実習を継続して受け入れる 

2 実践予定内容 中高生の職場体験を行い、こんな仕事があるということを知ってもらう。 

3 実践予定内容 地域のボランティアを積極的に受け入れ、交流を図る 
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7. スタッフ育成と研修計画 

 

①施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法  

 や教材教具の活用、また一人ひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有する。 

②施設内テーマ別研修：「表現活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など施設内から学びを希望 

 する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、つむぎ施設内外から講 

 師を招くなどして、テーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を行う。 

➂ケース会議：個々の子どもの支援の現状や課題について、またはグループ支援の在り方についてな 

 ど、様々なケースを題材にし、支援の検証をする。 

④外部施設への見学：近隣の事業所や保育園、小学校、支援学校などへの見学に行く機会を設定し、  

 検知を広げるように努める。また、行政が行う研修に参加し、連携を深める意味でも、積極的に 

 学びの場を得る。 

⑤園長大学Ⓡ保育士大学の講座視聴：お勧めの講座の共有や、園会議の場において全スタッフが視聴 

し、学びの場とする。 

 

２０２３年度 施設内研修計画 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月22日 16:00～17:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  怪我対応、危機管理 

③ 人権チェック・虐待防止

研修 

 怪我の対応（ロールプレイ） 

5月27日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  日課について 

 法人の理念、日課、基本活動につい

ての学びを深める。 

6月24日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  インクルーシブ保育 
 子どもの遊びを読み解く 

7月22日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

② 遊びの広がり 

 発達段階に応じた関わり 

 （遊びの展開の作り方） 
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8月26日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  障害特性 
 基本的な障害特性を知る 

9月30日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  文章の書き方 
 様々な書類作成について 

10月28日 16:00～17:00 

②   コンピテンシー自己採点 

②   アプローチカリキュラム 

③   人権チェック・虐待防止

研修 

 小学校を知る、縦の連携 

11月25日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  感染症、嘔吐処理 
 嘔吐の対応（ロールプレイ） 

12月23日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  福祉サービスについて 
 福祉制度について 

1月27日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  虐待、人権擁護 
 虐待、権利擁護について 

2月24日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  今年度振り返り 

 今年度の振り返り、自己反省 

来年度利用枠、活動決め 

3月24日 16:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度サービスについて 
 次年度に向けての準備 

 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 
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ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育成

計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

する。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域子育て支援センター「ちきんえっぐ」と連携を図り、地域の子育て世帯が気軽に足を運び、子育

ての不安や悩みを相談できる窓口となる。親子遊びなどのイベントを企画、実施する。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：宮下公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事参加、高齢者施設訪問、運動会、園外保育 

異年齢交流 近隣小学校との交流、卒園児交流 

地域拠点活動 子育て相談、青空保育 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

①子どもの事故や怪我、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

②他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解するため、保護者の了解を得

た上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

➂就学後も必要な支援が途切れることのないよう、小学校や支援学校と連携し、子ども本人の発達の

状況や障害の特性、支援内容等について細かな情報共有を行い、円滑に支援が引き継がれるように

する。 

④放課後デイサービスの利用を希望する際は、学校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続

しながら、必要な情報提供や助言を行う。 
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〈１〉今年度方針・テーマ 

就学後も安心して社会生活、学校生活が営めるように、縦の連携を強化し、途切れない支援を目指

す。地域の福祉資源をまとめ、保護者へ情報として提供し、安心して福祉サービスの利用ができるよ

うにする。小学校に足を運び、就学後の学びを深め、学校で必要となる力は何かを知ることで、日々

の支援の向上につなげていく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 周南小学校  

1年1組 

20名予定 保育園探検（宮下どろ

んこ保育園内） 

子ども間交流 

2月頃 周南小学校  

1年1組 

20名予定 学校探検（周南小学校

内） 

子ども間交流 

7月頃 周南小学校 

1年生、支援学級 

2～3名予

定 

授業参観（周南小学

校） 

スタッフの学び 

未定 君津特別支援学校  

 

1～2名 授業参観（君津特別支

援学校） 

スタッフの学び 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 
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〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

個別支援計画をもとに、日々の支援を行うが、子どもの状況や様子に変化が見られた場合、その都

度、課題の見直しを行い、保護者への説明を行う。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：7名予定） 

 毎月1回、児童個人の支援の現状や課題について、またはマンスリー・ビジター支援のあり方につい

てなど、様々なケースを題材にし、支援の検証をする。ケース会議を希望するスタッフがいれば回

数を増やし随時開催する。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

各自治体と連携を図り、就学相談の流れに沿って進めていく。早期の段階で保護者の相談を受けな

がら、子どもたちが安心して就学できるように、適切な援助をしていく。就学先や放課後デイサー

ビス事業所などにしっかりとした引継ぎを行い、支援が途切れないようにする。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

10:00～12:00と13:00～16:00の計5時間は2名のスタッフを

配置とし、その他時間帯は自主事業として実施する。 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（火）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（木）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育 月1回   公園名：宮下公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 



20221215版 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年某日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：12時00分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、スタッフアンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 園スタッフと共に話し合う場を設定し、日々の保育の振り返りを行う。そこ

から見えた子どもの姿から、明日の保育を考え計画していく。子どもを中心

とした保育が展開され、今、子どもが興味のある遊びが展開できるような環

境作りを行っていく。 

保育の中に専門性を生かすことができる。 

振り返り 話し合いの時間は設けることができた。園スタッフとの連携は十分に確立で

きているとは言えず、発言に遠慮もみられた。効率的にかつ充実した話し合

いができるような仕組みを作っていく必要性を感じた。 

個々の発達に応じた遊びが十分提供されていない。個々の支援目標やねらい

を園全体で共有し、関わっていけると良かった。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 保育園、つむぎスタッフによるチーム保育の実践を楽しむ。 

将来の姿を見据え、必要な支援を提供できる。 

重点施策 スタッフ間での話し合いを充実させ、何でも話せる関係を構築し、子ども

を中心とした保育の中で、一人ひとりの発達をしっかりととらえることが

できるように、学びを深める。必要な支援が途切れることがないように、

縦の連携を強化する。 

2024年度 目指す姿 地域に愛され、選ばれるルームとなる。 

スタッフ一人ひとりが、自分の言葉でつむぎの支援を語ることができる。 

重点施策 インクルーシブ保育（宮下）の在り方を常に話し合い、追及していく。 

保護者や地域の方が行きかう園になっている。どのスタッフもやりたい支

援を計画、実行、反省まで行うことがスムーズにできる。子どもの成長を

皆が感じ、伝え合うことが当たり前となる。 

2025年度 目指す姿 大人も子どもも笑顔あふれる場となる。 

スタッフそれぞれが自信をもって働いている。 
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重点施策 日々楽しい活動が展開され、大人も子どもも主体的に活動している。地域

の方も気軽に寄れ、子育てのパワーをもらう場として確立している。 

スタッフ一人ひとりが自分の強みを生かし、自信を持って支援にあたるこ

とができている。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 宮下ルーム 施設長 小坂 美保子 
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２０2３年度 子ども発達支援センターつむぎ浦和美園 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
地域に開かれた施設を目標に、子ども発達支援センターとしての役割を担っていく。どろんこ会の

「学び直し、学び続ける園運営」「食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践」「小学校

１年生を見て知り、逆算した保育の遂行」の施設運営方針のもと、「生きる力を育む活動」「環境教

育」「関係機関との連携」を支援に織り込み、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問

支援、相談支援事業所が一体となって、子どもの最善の利益を保証する施設となっていく。地域の中

で育つ子どもたちが安心して過ごしていかれるように近隣施設との連携に努め、子どもたちが何を望

んでいるかを一緒に考え学び合えるチームを作っていく。スタッフは自己研鑽に勤しみ自身の学びを

拡げ、施設を訪れる全ての人がいつでも気持ちよくご利用していただけるよう、質の向上に努めてい

く。 

センターの支援方針、目標を全スタッフで決定し、子どもたちを真ん中に、関わる全ての環境

（人、物）を整えていくことに努め、成長を共に楽しんでいかれる施設を目指していく。 

 

《支援方針》 

○個々に寄り添い思いを受けとめる 

 

《支援目標》 

○全身で感じられる経験 

○心づくり・身体づくり 

 

安心できる環境の中で好きなことを十分に楽しみ、自己選択、自己決定の力を育んでいく。個々の

願いを基に多様な環境を提供し、人とつながる心地よさ、受けとめてもらえる安心感、自己実現に向

かう気持ちなどを支え、共に育ち合うセンターとなっていく。 

  

〈１〉支援内容の充実・質の向 

1 計画・ねらい 日課の充実 

・大人が背中を見せて一緒に行い、生きる力を培う 

実践予定内容 裸足保育、戸外活動、畑仕事、さくらんぼリズム、雑巾がけ、生き物の世

話などの日課に大人と一緒に取り組み、自身の力を育んでいく 

2 計画・ねらい 食から繋がる活動、環境教育の充実 

・ISO14001受審を経て、継続した実践を行っていく 

実践予定内容 放課後等デイサービスの田んぼ・畑仕事の充実を受け、日課を踏まえ施設

全体で食や環境への意識を高め、スタッフ研修を深め、実践へとつなげて

いく 

3 計画・ねらい 保育所等訪問支援の拡大 

・全スタッフが小学校含め関係機関との連携に努めていく 

実践予定内容 訪問先との連携強化を図り、全スタッフが地域へ出かけていく。実際の現

場を知っていくことでの気付き、具体的な支援の手立てを再考し、子ども
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の最善の利益の保証へ努めていく 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 

 

快適で清潔な施設づくり 

・接遇を学び、気持ちの良い環境を提供 

実践予定内容 季節を感じられるカフェの空間づくり 

気持ちの良い挨拶から訪れる人たちが安心できる場づくり 

2 計画・ねらい 丁寧な対応 

・施設を利用するすべての方がまた来たいと思える接遇を学び実践する 

実践予定内容 見学、電話対応のマナー研修を定期的行い、全スタッフの質の向上を目指

していく 

3 計画・ねらい 子育て相談・地域講座開催 

・保護者同士が繋がる場づくり、相談し合える場づくり 

実践予定内容 地域講座を定期的に開催し保護者同士が集える場を提供し、学び合いや知

りたい情報の発信を行っていく 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 

 

他園交流 

・地域の保育、教育機関との連携から同年代の子どもとの仲間づくり 

実践予定内容 青空保育や保育所等訪問支援を通して連携している近隣園とつながり、公

園やつむぎの園庭で異年齢交流を行う。近隣施設との連携を図り、地域社

会への参加・包容を担っていく 

2 計画・ねらい つむぎカフェ開催 

・保護者がくつろげる場、語り合える場づくり 

実践予定内容 保護者同士が繋がる場としてカフェを解放し、交流できる場を提供してい

く。子育ての悩みや相談、趣味や興味のあることなどを気さくに話せる場

となるようにおとながホッとできる空間を作っていく 

3 計画・ねらい 保育所等訪問支援の活用 

・地域における中核的な支援機関となる 

実践予定内容 必要な支援が届くように関係機関との連携に努め、訪問支援を通してパン

フレットや地域講座のご案内を行い、後方支援の役割を担う 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

１ 計画・ねらい 

 

学びの発信 

・保護者、関係施設、地域に向けて学習会を開催する 

実践予定内容 毎月の園会議内で施設研修を実施し、同内容を地域に向けての学習会を開

催していく。自身の言葉で外部に発信することで内容の精査、接遇マナー

等の向上、外部を受け入れることで施設全体の接遇環境の向上を図る。 
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2 計画・ねらい コンピテンシー活用 

・自身のMBOを含め目標を具体化、実践する 

実践予定内容 社会人としてどのように自己成長していくのかを見える化し、より良い支

援、接遇につなげてチーム力をあげていく。 

3 計画・ねらい 保育所等訪問支援との連携 

・小学校接続に向けて地域を知っていく 

実践予定内容 年間を通して全スタッフが関係施設に出向いていく。地域を知り、実際の

活動場面を見る機会を得ることで、より具体的な支援の手立てを立案し、

質の向上を図る。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

１ 計画・ねらい 身体づくり・心づくり 

・大人が背中を見せて、日課に取り組む 

実践予定内容 雑巾がけ、裸足保育、木登り、散歩、畑仕事、田植え、稲刈り等の戸外活

動など継続した実践を行う  

2 計画・ねらい 園庭緑化 

・安心で過ごしやすい園庭づくりを行っていく 

実践予定内容 芝生・クローバー養生、土入れ、木育活動、虫ハウス、ミスト、植物の育

生など、子どもと一緒に考え実践していく 

3 計画・ねらい 食の循環・環境教育 

・環境にまつわる学びを深め、豊かな環境づくりを行っていく 

実践予定内容 環境マネジメントマニュアルの読み合わせ、法的要求事項の理解、給食残

渣の見直し、コンポストの活用、畑仕事の充実など、大人が学びを深め、

より豊かな活動へと結び付けていく 

 

 

〈６〉地域に開かれた施設づくり 

1 計画・ねらい 学びのアウトプットから地域連携へ 

・定期的な講座開催を通して地域に開かれた場となっていく 

実践予定内容 青空保育・つむぎカフェが定着したことから、保護者のみに留まらず近隣

施設を巻き込んでの連携や学びを深める場の提供に努めていく 

2 計画・ねらい 地域交流 

・近隣施設とのつながりを拡げていく 

実践予定内容 散歩先での交流や保育所等訪問支援を通してのつながりを活かして、地域

における同年代の子どもたちとの仲間づくりの場に努めていく 

3 計画・ねらい 体験活動の充実 

・児発と放デイ、地域が交じり合って活動する機会の拡大 

実践予定内容 長期休業日に行われている交流活動をさらに充実させ、互いを知ってい

く。共通の活動を通して、年上に憧れを抱いたり年下の手助けをしたりす

る思いを育み、施設内でのインクルーシブを確立する。 

 



20221215版 

 

〈７〉実体験を通して自己選択、自己決定する力を育む 

1 計画・ねらい 

 

畑・戸外活動の充実 

・日課に取り組み、生きる力を育む 

実践予定内容 散歩・畑仕事・生き物の世話・雑巾がけ・座禅などの日課を通し必要な体

験、本当の力を身に付けていく 

2 計画・ねらい 園庭・室内環境整備 

・遊び込める環境のなかで、好きなことを見つけていく 

実践予定内容 園庭緑化計画を実践し、心地よい園庭づくりを目指す。子どもの発達に応

じて環境を変化させ、好きなことを実現していく環境構成を実施する。 

3 計画・ねらい 食育活動の充実 

・食べてみたいという気持ちを育む 

実践予定内容 畑仕事を通して作物が育つ様子に触れたり、縁側給食やみんなと食べたり

する経験などから、食への興味へつなげていく。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 4０人／日  

放課後等デイサービス １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 
   

9時0０分～１8時0０分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長1名 

副施設長１名 

児童発達支援管理責任者2名（児発、放デイ） 

事務スタッフ１名 

相談支援員２名 

用務１名 

 

保育士10名 

児童指導員３名 

看護師１名 

心理士3名 
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機能訓練担当スタッフ7名（言語聴覚士2名、作業療法士2名、理学療法士3名） 

社会福祉士、精神保健衛生士３名 

栄養士２名 

 

 

 

3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

 

 
頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマを設け、各専門分野の視点から内容を検討し研

修を行う 

・月の振り返り、次月の予定を確認する 

給食運営会議 月1回 食に関する子どもの共有、献立検討、代案の抽出、残渣など

の検証、畑仕事との連携 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデント、事故記録簿の検証（自園他

園）、改善 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する。 

ケース会議 月1 子どもの情報共有、支援計画、活動の検討、見直しをしてい

く 

リーダー会議 月1 各グループの共有、振り返り、環境等の見直し 

朝礼・終礼 毎日 子どもの様子、活動のねらい、内容、ヒヤリハット・インシ

デント、その他連絡事項等の共有 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月１回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 
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併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 給食改善検討・給食計画振り返り・実践報告等 

保健会議 年4回 衛生・感染症マニュアルの確認・検討、実践報告等 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 情報共有、実践報告、研修等 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

給食保健委員会（毎月） 

食に関する子どもの共有、献立検討、代案の抽出、残渣などの検

証、畑仕事との連携 

安全対策係 

（生き物・環境整備・畑） 

事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起、めだかの飼育管

理、動物や植物に触れる機会の検討立案、畑仕事の計画的な活動の

立案 

事故防止委員会（毎月） 

・インシデント、ヒヤリハット、事故記録簿（自園・他園）の検

証、改善 

防火管理者 

（防災係） 

 防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者 

（給食関係全般） 

 飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

地域交流係 

（実習生、OJT、地域交流） 

 見学、実習生、OJT等の受け入れ、青空保育、つむぎカフェ等の

地域交流、図書の管理、勝手かごの周知、整理、掲示物管理 

写真係 

 

どろんこだより（毎月）、写真販売（毎月） 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 計画の立案、開催 ・保護者、地域へのアナウンス 

体験学習係  策定会議に基づく体験活動の開催・保護者、地域へのアナウンス 



20221215版 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 

（２歳児～５歳

児） 

上半期 

 

・友だちとの関りから自分を知っていく気持ちを育む 

・安心できる場所から「やってみたい」を拡げていき、出会う人

たちと育ち合っていく 

下半期 

 

・安心できる環境の中で、実体験を通してさまざまな経験を重ね

ていく 

・保護者とともに成長発達を楽しみ、保護者同士が繋がる場とな

っていく 

児発 

土曜日グループ 

3～5歳児 ・小集団の関わりから、互いに思いを伝える経験を重ねていく 

・やりたいことの実現を目指し、戸外活動の充実から協同して物

事に向かう力を育んでいく 

個別支援 児発 ・実体験を通して感じた事を学びへとつなげていく 

・個々の成長発達を多角的に捉え、一緒に考えながら学びたい気

持ちを育んでいく 

個別支援 放デイ ・自分を理解することから他者理解や他者意識を拡げ、日常のコ

ミュニケーション力や生活につながる力を身につけていく 

放デイグループ 平日 

1～3年生 

・安心できる環境の中で、自分を認める気持ちを育んでいく 

・実体験を通してやりたい気持ち、やってみようとする探求心を

育んでいく 

・異年齢で関わることでさまざまな気持ちを知り、自分の気持ち

に向き合う力を育んでいく 

放デイ 

土曜日グループ 

土曜日 

1～３年生 

・小集団の中で自己表出と表現を繰り返し、やりたいことを実行

しようという意欲を育てる 

・継続した活動を通し、他児と一緒にさまざまな体験をしてい

き、コミュニケーション力を育んでいく 

・自分の役割を理解することで、学校などの集団生活や日常のさ

まざまな場面に活かせる力をつけていく 

保育所等訪問支援 児発 

放デイ 

・子どもや保護者が安心して過ごせるように、家庭、所属先、つ

むぎが一体となって支え合ってく 

・小学校との接続、連携の担い手となっていく 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 
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保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
 

２０2３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０2３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 大人と一緒に食を楽しむ環境づくり 

・温かく楽しい雰囲気で安心して食べられる場を作る 

実践予定内容 子どもたちの摂食状況を把握しながら、食べることが訓練、苦痛にならな

いように、場を楽しむことから始められる空間を作っていく 

 

2 

計画・ねらい 収穫物を味わう 

・畑仕事を通して自分で収穫した野菜を食べてみる 

実践予定内容 その場で食べたり、加工したり、献立を考えることを子どもと一緒に取り

組んでいき、食への興味関心の幅を拡げていく 

3 計画・ねらい 縁側給食の充実 

・季節を感じながら自主的に食に向かう環境づくり 

 実践予定内容 戸外活動を十分に楽しんだ後に空腹を感じ、においや目で見て食べたいと

思う気持ちを育み、盛り付けや配膳などの経験を積んでいく 

 

 

〈４〉保健計画 

児童健康診断 年2回（6月・12月） 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 手洗い・うがいの伝達を個々に応じて行う。 



20221215版 

密にならない環境設定、体力づくり、食育活動、湿温度等環境管理 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６～8月頃･･･手足口病・流行性結膜炎 

11～2月頃･･･流行性胃腸炎 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

エピペン･･･1名より預かり済み／薬ポケットにて保管 

 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在31名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては5月までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在31名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては5月までに受講予定 

その他保健に関する取組 関係機関からのお知らせの掲示 

玄関での検温、うがい、手洗い、消毒、換気徹底 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 年2回／6･11月 
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運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック、虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

「施設虐待防止委員会 年２回/９月・２月」 

施設内虐待防止委員会 年2回／９･２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 遊び込める環境づくり 

・自己選択・自己決定・自己実現につながる環境整備 

実践予定内容 子どもたちの成長発達を中心に、毎月室内外の環境構成の見直しを行う。

月の振り返りを基に、継続、変更等を検討し、ハザードの見直し等を行う 

2 計画・ねらい 園庭緑化 

・季節を感じながら好きな遊びを見つけていく 

実践予定内容 築山や園庭に芝生やクローバーを育生し、土との違いに気付いたり、足裏

の感覚を育んだりしながら、安心して遊び込める環境を作っていく 

3 計画・ねらい 全身で感じられる経験 

・戸外活動の充実を図り、実体験からさまざまな経験を得る 

実践予定内容 畑仕事や散歩、戸外活動を繰り返し、季節ごとの変化を五感で感じ、好き

なこと得意なことを自由に表現できる環境づくりを行っていく 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 
手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 園庭/室内 毎日 

2 配膳台 室内 毎日 

3 机 室内 毎日 

4 下駄箱 玄関 毎日 

5 荷物棚 2階 毎日 

6 ベンチ 園庭 毎日 

7 虫ハウス 園庭 毎日 

8 竹玩具 園庭 毎日 

9 ヤギ小屋 園庭 毎日 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 設 備 点 検 チ ェ ッ

ク 

年４回/４,７,１０,１月の25日 

2 事故防止チェッ

ク 

年４回/４,７,１０,１月の25日 

3 防災自主点検 

備蓄品点検含む 

年２回/6,１２月の25日 

4 避難訓練（消

火） 

毎月1回/15日 

5 不審者侵入訓練 年2回/6,１２月の25日 

6 事故防止委員会 毎月１回/15日 

 光化学スモッグ さいたま市からの発令共有 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 
 地域における役割を担う施設であることを踏まえ、施設全体の質の向上を図り、学生が安心して学

べる環境を整え積極的に受け入れていく。他職種が存在する利点を生かし、それぞれの視点から実習

生を支えていく体制を構築し、次世代を担う学生のより良い実習環境になっていく。 

ボランティアを受け入れることで地域機関との連携を図り、地域で過ごす子どもたちが安心して暮ら

せるように施設の理解へとつなげていく。 

1 保育実習 大学、短大、専門学校生の保育士科の実習生の受け入れ 

2 言語聴覚士実習 言語聴覚士科の実習生の受け入れ 

3 ボランティア 地域ボランティア、社会科体験学習の受け入れ 
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7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

〈１〉２０2３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 人権チェック・虐待研修 

③ 保育所等訪問支援 

 ・子どもの人権の保障 

・虐待に対する意識を合わせていく 

・地域講座へ向けての園内研修 

5月26日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② マニュアル研修 

③ 相談支援事業所 

 ・マニュアルを学び合うことで支援

の見直し、どろんこ会を知っていく 

・浦和美園の業務を発信していく 

6月23日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② インクルーシブを学ぶ 

③ 児童発達支援 

 ・異年齢が交じり合って生活するこ

と、地域との連携を図っていくこと

を学ぶ 

・保護者や地域へ活動発信していく 

7月21日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 事 故 防 止対策 （ 水 の 事

故） 

③ 放課後等デイサービス 

 ・夏季活動に向けての事故防止を学

ぶ 

・保護者や地域へ活動発信していく 

8月25日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 接遇研修 

③ 作業療法士から学ぶ 

 ・自身の振り返りを行い、質の高い

サービスを実践していく 

・テーマに沿って研修実施 

9月22日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 危機管理、災害時の対応 

③ 保育士から学ぶ 

 ・毎月の避難訓練を振り返り、大規

模災害、水害の対応についてロール

プレイ実施 
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・テーマに沿って研修実施 

10月20日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 利用者アンケートの分析 

③ 人権チェック・虐待研修 

④ 言語聴覚士から学ぶ 

 ・アンケート結果を共有し、改善策

の検討、学びへとつなげていく 

・振り返りを行い人権、虐待につい

て学び合っていく 

・テーマに沿って研修実施 

11月24日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 環境構成 

③ 社会福祉士から学ぶ 

 ・活動の意図、環境構成の見直し、

実施 

・テーマに沿って研修実施 

12月22日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 今年度振り返り 

③ 児童指導員から学ぶ 

 ・今年度の振り返りから次年度の方

針、目標検討 

・テーマに沿って研修実施 

1月26日 17:30～19:30 

① コンピテンシー自己採点 

② 次年度について 

④ 理学療法士から学ぶ 

・次年度に向けて内容検討、自身の

振り返り 

・テーマに沿って研修実施 

２月 

 
18:00～21:00 策定会議① 

 次年度事業計画 

方針・目標 

３月 9:00～18:00 策定会議② 
 次年度事業計画 

畝づくり・環境整備 

 

 

〈２〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

〈５〉地域公開講座の講師 
 毎月のセンター会議内で研修実施を行う。スタッフ全員が講師となり地域講座を開催し、保護者や

関係機関への発信を担う。自身の言葉で伝えるために、学びを深め、スタッフ間で相談し、内容の検

討を図り、接遇等を学んでいかれるチームになっていく。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
 青空保育、つむぎカフェの定着を図るとともに、地域講座を開催し、保護者や地域との連携を図っ

ていく。園庭解放を実施し近隣施設との交流を行い、地域に開かれた施設を目指していく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：美園台公園にて 

商店街ツアー イオンスタイル、駄菓子屋えーる、浦和美園駅前交番 

世代間交流 地域の方や家族を招き畑仕事や遊びの伝承を行う 

異年齢交流 園庭解放、近隣施設の受け入れ 

地域拠点活動 つむぎカフェ、地域講座開催 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
 スタッフ間交流として、保育所等訪問支援での小学校訪問を充実させていく。実際の訪問を通して

学校での様子を知り、児童発達支援、放課後等デイサービスのスタッフが小学校を学んでいく。 
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地域公開講座を開催し、近隣施設との連携を図っていく。小学校の情報共有を行い、接続が円滑に行

われるように実践していく。 

散歩を通して近隣施設との子ども間交流を行う。園庭解放等を実施し、同年代の仲間づくり、地域に

開かれた施設を目指す。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

通年 美園小学校  

支援学級 

2名予定 保育所等訪問支援 スタッフ間交流 

通年 新和小学校  

支援学級 

2名予定 保育所等訪問支援 スタッフ間交流 

通年 美園北小学校 

支援学級 

2名予定 保育所等訪問支援 スタッフ間交流 

通年 きらり保育園 10名予定 園庭解放 子ども間交流 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
ひとりひとりの状況に即した児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の個別支援

計画を作成し提示する。保護者とのモニタリング、策定会議を計画的に行い、子どもの特性や成長に

合わせた支援計画の作成に努め、子ども自身の生きる力が育まれるように内容を充実させていく。 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：27名予定） 
定期的に会議を開催し子どもの状況の共有、支援計画の検討、支援の内容の見直し等を行ってい

く。児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が連携を図り、センター全体で目の前

の子どもたちの状況を多角的に捉え、より良い支援につなげていく。 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が一体となって、子ども、保護者を支え

ていく。進級時には、潤いファイルの作成や就学支援シートを活用し小学校への円滑な接続を行い、

入学後は、保育所等訪問支援の継続や放課後等デイサービスの利用を含め、小学校との連携を図って

いく。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 
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実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：美園台公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

実施時期未定だが、「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：8時30分 

自己評価終了予定時刻：18時00分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２3年8月に利用者アンケートを実施し、２０２4年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、スタッフアンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 
3 月 末 ま

でに目指

した姿 

重点施策 実体験から学び・生活に向かう力、人と関わる力を育む環境づくり 

地域における施設となる～施設活動内容の周知と理解 

施設全体業務の整理、改善を行う。環境整備～必要なものを残す。 

振り返り 活動の目標、ねらいを明確にしたことで、日々の支援が具体的な内容にな

り、朝礼終礼を通して子どもたちの成長発達の共有が行われた。 

青空保育、つむぎカフェ開催の定着により、保護者交流の場となりつつあ

る。次年度は地域を巻き込んでの取り組みになることを目標にする。 

清掃や施設内環境について利用者アンケート等で高評価をいただいたが、継
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続した実践を徹底し、いつ来ても快適な環境を提供し続ける施設を目指す。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 
2 0 2 3 年

度 

目指す姿 

 

・生活、遊びの充実から自身を育む環境を意識していく。 

・小学校等への保育所等訪問支援を拡大し、児童発達支援からの連携、接続

の充実を図る。 

・学習会を開催し地域へ発信していく。 

重点施策 ・子どもたちが選び取りやりたいことの実現につながるように遊び込める環

境づくりを行っていく。 

・保育所等訪問支援の充実を図り、小学校との連携、接続を担っていく。 

・毎月の会議内で研修を行い、地域講座を開催する。 

 

2 0 2 4 年

度 

目指す姿 ・自己選択自己決定を通して生活力を充実させていく。 

・地域施設との子ども間交流を図り、互いを知る環境を作っていく。 

・関係施設との連携を充実し、スムーズな移行支援を図っていく。 

重点施策 ・毎日の日課への取り組みを安定し、身体づくり、心づくりを充実する。 

・園庭解放を通して地域施設との交流から、同年代の仲間づくり、地域での

つながりを図っていく。 

・近隣施設との連携を図り、情報共有、移行の際の連携等を円滑に行ってい

く。 

2 0 2 5 年

度 

目指す姿 ・生活力の充実を図り、自ら学びたくなる環境づくりを行っていく。 

・子ども間交流から学び合える環境づくりを行う。 

・関係機関との連携から質の高いサービスを展開していく。 

重点施策 ・子どもたちが主体となって生活していかれるように、おとなが学びを深

め、子どもたちの成長発達を支えていくチームとなる。 

・近隣施設との定期的な交流を行い、子どもたちが安心して過ごせるように

体制を整えていく。 

・児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、相談事業所が

一体となって業務に勤しみ、地域を支えていく施設となることを目指す。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：子ども発達支援センターつむぎ浦和美園 橋本千穂 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 八山田ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

保育所保育指針、児童発達支援ガイドラインに則りどろんこ会グループの理念「にんげん力・育て 

ます」「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」を基盤に地域に根ざした児童発達

支援事業所になっていく。 

保育園と併設された児童発達支援事業所としてインクルージョンの実践、一人ひとりが受け止めら、

多様性を互いに認め合い、活かしあえるようなインクルーシブ保育を行っていく。 

 

① 基本としている異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操、散歩9時出発・ 

畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・青空保育を実施する。 

② 異年齢の関わりの中でホンモノの経験・体験をもとに他者との協働や感情のコントロールを繰 

り返し積み重ねていき、他者との思いや考えを共有する中で目標達成ができる環境を作ってい 

く。 

③ 併設している八山田どろんこ保育園と混ざりながら共に過ごし、「やってみたい」という気持 

ちを大切にして、自然・物・人・事・生活に積極的、意欲的に関り生きる力を育む。 

④ 開園3年目になり、現在よりも地域の方々とコミュニケーションを豊かにしていき、スタッフ 

一人ひとりが地域の一員である自覚を持ち、地域に根差した事業所となるよう努めていく。 

⑤ 日頃の挨拶や振る舞い気配りを大切にし、保護者、利用者、来訪者、誰が見ても綺麗な環境、 

気持ちの良い空間造りをしていき、地域に愛され選ばれる施設を目指していく。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 
法人の大事にしている日課、基本保育活動を理解し実践していく中で、つむぎ八山田ルーム・八山田

どろんこ保育園が協働し、戸外活動や遊び、生活を通して子ども同士のかかわり、大人とのかかわり

を通して、生きる力を身に着けていく。 

1 計画・ねらい インクルーシブな環境を充実させていく。 

実践予定内容 日課や保育活動から、子どもの主体性を考え、個々に合わせて配慮、支援

をしていき、全ての子どもが受け入れられながら生活をしていく。 

2 計画・ねらい TRIAL＆ERRORを繰り返し、一人ひとりの成長を保障した支援を展開し

ていく。    

実践予定内容 戸外活動、火・水・土の活動の充実を図っていく。 

一人ひとりの「やってみたい」を大事にし、様々な葛藤や試行錯誤をして

いける環境や配慮をしていく。 

３ 計画・ねらい スタッフ同士の語り合う風土を作り、支援の質を高め、子どもにとって最

善な環境を構築する。 

 実践予定内容 生活の中での子どもの様子を語り合い、ポートフォリオ・ドキュメンテー

ションを用いて子どもが何に気づき、何を学んでいるのか、何を支援すれ

ればよいのか環境や手立てを言語化する。 
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〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 
保護者が安心して利用ができるよう、コミュニケーションを取り、悩みや課題を一緒に考え、保護者 

に寄り添った支援をしていく。関係機関との連携を図り、地域全体での支援をしていく。 

1 計画・ねらい 支援内容から子どもの姿を捉え、成長への手立てや支援の方向性の理解を

深め、フィードバックに繋げていく。 

実践予定内容 子どもの様子を写真、動画やエピソードで話していき、その日その日のフ

ィードバックではなく、連続した支援の中での成長や課題を保護者様に伝

える力をつけていく。 

2 計画・ねらい 利用者のニーズを深めていく中で、保護者にも寄り添い支援していく。 

実践予定内容 保護者の意向や気持ちを受け止め、障害の特性や発達の各段階に応じて 

「育ち」や「暮らし」を安定させることを基本に保護者支援を行い、利用

者、保護者と支援していく。 

3 計画・ねらい 関係機関との連携を密にしていき、地域資源を活用しながら、地域全体で

支援を考えていく。 

実践予定内容 相談支援事業所、保育園、幼稚園と他機関との連携を図り、地域全体で支

援をしていく。 

小学校、放課後等デイサービスなど就学に向けてのアプローチもしてい 

く。 

 
 

〈３〉地域の子育て支援事業 
保護者が安心して子育てができるよう、日頃から保護者とのコミュニケーションを豊かにする。日々 

の支援を外部に発信し、保護者や地域の方に知ってもらい子育て支援の拠点となる。 

1 計画・ねらい ＳＮＳ・ブログによる配信 

実践予定内容 活動内容や取り組みを地域に発信。つむぎから子育てのヒントになる。 

2 計画・ねらい ＴＳＵＭＵＧＩカフェの周知・園庭開放 

実践予定内容 地域の方が気軽にカフェや園庭に集い繋がる場を提供する。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  
子どもの最善の利益を考え、サービスとスキルの向上 

1 計画・ねらい 保育所保育指針、児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイ 

ドラインの理解。 

実践予定内容 研修会を開き、それぞれの理解を深め、再確認する場を設ける。 

また、自ルームでの支援のあり方を考えていく。 

2 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが目標設定をしていく中で、自己分析、自己研鑽をし 

ていき、プロとしの自覚を持つ。 

実践予定内容 コンピテンシーの追及、ＭＢＯにて目標の設定をする。また、都度振り返 

り面談を行い、目標に対して進捗確認を行う 
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3 計画・ねらい 学び続ける集団。 

実践予定内容 積極的にスキル講座や勉強会に参加していき自身のスキルアップを目指し 

ていく。園長大学・保育士大学の視聴をしていく。 

 
 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

実践予定内容 畑仕事・食材加工・命を頂く活動を行う 

2 計画・ねらい 食材の循環サイクルの実行 

実践予定内容 給食調理における廃棄を減らす、残渣の再利用など捨てるではなく有効活

動をする。 

 

 

〈６〉インクルーシブ保育の実践 

1 計画・ねらい 多様な子どもたちとのかかわり、受け入れられる経験を積む。 

実践予定内容 多様な子ども、大人との関わりの中で生活や遊びから受け入れられる経験

を積んでいき、自己肯定感を高めていく。 

2 計画・ねらい 多様性を認め合い、一人ひとりの成長に合わせた支援をしていく。 

実践予定内容 その子の最善の利益を考え、その子に必要な配慮を考えていく。 

3 計画・ねらい 併設園の機能の充実を図る。 

実践予定内容 保育園・つむぎ両機能の充実を測り連携の拡充を図っていく。 

専門性を生かし実践していく。 

 

 

〈７〉食の循環への直接体験 

1 計画・ねらい 子ども自らが食材や食の循環・環境への意識を身につける活動の実行を進

めていく 

実践予定内容 食育3大方針「調理・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる」「噛む力

を育て、素材を味わえる状態で提供」「子どもが自分たちで盛り付け・配

膳して食べる」ことの実践をしていく。 

2 計画・ねらい SDGSを考える場をつくる。 

実践予定内容 子ども自らが食材や食の循環・環境への意識を身につける活動の実行を進

めていく。 
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2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 
   

８時３０分～１７時３０分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長１名 

児童発達支援管理責任者１名 

社会福祉士１名 

保育士３名 

言語聴覚士１名 

  

 

 

 

3. 運営方針 

 
〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・保育園と合同で行う。つむぎ及び保育園各クラスの様子、

行事進捗、園内研修 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 危機管理・安全対策・検証・研修・ヒヤリハット・インシデ 

ント 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

ルーム会議 適宜 利用者の様子・行事進捗 

ケース会議 適宜 情報共有・支援内容の検討 
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〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議  障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 グループ全体で給食業務改善を目指し開催する 

保健会議 年4回 
グループ全体で園児健康管理業務改善を目指し、各園が園会 

議で検討した事項をもとに開催する。 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 テーマに即した実践と成果報告 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  屋上、玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 計画の立案・調整・実施 
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運動会係 計画の立案・調整・実施 

生活発表会 計画の立案・調整・実施 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・1日の生活に慣れ、安心して生活を送れるようにする。 

・戸外活動を通して異年齢や友だちとやり取りを楽しみ、遊びを 

見つけられるように環境を作り、丁寧にかかわっていく。 

・興味関心をもったことに、主体的にかかわり発見を楽しんだり 

考えたり遊びにとりいれる。 

下半期 

 

・異年齢のかかわりの中で、生活や遊びに達成感や充実感を味わ 

う経験を保証する。 

・様々な体験を通して感性を豊かにし創造性の芽生えを育てる。 

・友だちへの興味を広げ、遊びの中で共に育ちあう。 

ビジターグループ 上半期 

3～5歳児 

・環境に慣れ、安心して過ごせる場を作る。 

・見通しを持てるようにかかわり、身の回りの事を自分で行う。 

・興味関心をもったことに、主体的にかかわり発見を楽しんだり 

考えたり遊びにとりいれる。 

下半期 

2～5歳児 

・集団の中での簡単なルールや約束を守れるようにしていく。 

・遊びを通して興味関心を広げ、友だちとのかかわりを増やす。 

・友だちの様々な考えに触れる中で、自ら判断したり、考えたり 

し新しい考えを生み出す。 

個別支援  ・個々の発達課題に合わせ、就学に向けてアプローチをしてい 

く。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 
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〈２〉年間行事計画 
 

２０２3年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２3年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 調理員・保育士・施設長とこどもと一緒に食べる 

実践予定内容 身近な人と食べて美味しいと思う子を育む 

2 計画・ねらい 食べたいもの、好きなものが多い子を育てる 

実践予定内容 食に旬があることを知り、季節を感じながら様々な地域の産物を生かした 

食事を体験する 

3 計画・ねらい 様々な伝統食や行事食を体験する。 

実践予定内容 食の循環野菜等の栽培や収穫し自ら食べる。 

 
 

〈４〉保健計画 

保健だより 月1回（25日）発行 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 うがい手洗い指導、歯磨き指導、体力作り、湿度温度管理 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

1月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

2月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

ダイアップ･･･預かり無し。 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在3名が、研修受講し、修得済み 

未受講の職員4名については4月6日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

AED設定なし 
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その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

年2回／4･10月 

身長体重測定 毎月1回／20日 

児童健康診断 年2回／6･11月 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／9月・2月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 
安心・安全で活動しやすい環境を整え、その中で一人ひとりが遊び込める場を大切にする。 

室内の整理整頓を心掛け、清掃・消毒・換気を丁寧に行うことで、安全に過ごせるようにする。 

1 計画・ねらい 居心地の良い場を創っていく 

実践予定内容 安心でき居心地の良い空間から隣り合う空間(０歳から５歳)の行き来を大 
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切にする。夢中になる場・空間・時間・他者との共有を保障する。ありの 

ままを受け止められている環境を考える 

2 計画・ねらい 遊び込む場の見直しを図る。 

実践予定内容 夢中になる場・空間・時間・他者との共有を保障する。再構成できるスタ

ッフの育成。 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 
手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーティション 各クラス 毎日 

2 丸テーブル 地域の窓 毎日 

 
 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災対策 防災：消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施。震 

度５弱以上の際は、園が情報を発信安否・施設状況・避難先・を情報共有 

する体制をとる。また、帰宅困難者対策をふまえ災害に備える。マニュア 

ルの徹底 

2 ケガ、事故防止 

対策 

ケガ事故防止 事故防止チェックリスト年４回設備点検年６回を行い事故 

防止の徹底を図るまた、マニュアルにある園外保育・遊具等の保育士行動 

指針の徹底を図る 

インシデント・ヒヤリハット報告の分析 

グループ内で状況を共有し日々の保育の中で事故防止策を探る 

3 防犯対策 防犯：年２回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者訓練を実施 

する。また、訓練は避難訓練確保・不審者撃退・通報の訓練でスタッフ全 

員を対象とする 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグ・光化学スモックが発生しやすい気象条件・影響・光化学 

スモッグ注意報を把握し発令があった場合は、内容にあった看板・貼紙等 

を提示する。園児・スタッフは室内で過ごす 

5 危機管理 リスク管理委員会によるリスクマネジメント 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
〈１〉今年度の方針・テーマ 
児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生

を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現場

で活躍する人材を育成する。近隣中学校および高等学校、大学校、専門学校などから実習受け入れ依
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頼が来るよう、自治体や学校 に周知していく。 

1 実践予定内容 実習生の受け入れを継続していく。 

2 実践予定内容 積極的に職場体験を受け入れる。 

 
 

7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月1４日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

人権チェック 

虐待防止研修 

基本理念を据える 

自園の事故から 

虐待の定義について 

5月12日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

乳児の遊びのとらえかた・環境の捉 

え方 

指示をしない保育の意識  

人数確認・アレルギー確認・ヒヤリ 

ハットから 

6月９日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

生活を子ども達が創るとは 

自己記録簿からの検証 

7月14日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

遊びの子どもへのまなざし・子ども 

の育ち ヒヤリハットからの検証 
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8月11日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

子どもにとって安心できる場・伝え

る場から引き出す場へ 他園の事故記

録簿から 

9月8日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

時間・場・空間・仲間から据える マ

ニュアルの再確認子どものエピソー

ドを保護者への伝え方 火・水・土を

道具として使う意義の 再確認 他園

の事故記録簿から子どものエピソー

ドを保護者への伝え方 火・水・土を

道具として使う意義の 再確認 他園

の事故記録簿から 

10月13日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

人権チェック 

虐待防止研修 

子どものエピソードを保護者への伝

え方  

火・水・土を道具として使う意義の 

再確認  

他園の事故記録簿から 

虐待に関して再確認する。 

11月10日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

環境を支えるスタッフの眼差し 他園

の事故記録簿から 

12月8日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

チームとして・同僚性と専門性  

災害の対応・ヒヤリハット分析・他 

園事故分析と要因 

1月12日 18:00～20:00 

コンピテンシー自己採点 

探求する子どもの姿 

リスクマネジメント研修 

保育の中で目指している理由を再考 

する 

ヒヤリハット分析・他園自己分析と 

要因 

2月22日 18:00～20:00 来年度の運営方針 策定会議 

3月10日 18:00～20:00 策定会議 策定会議 

 

 

エリア研修予算内訳（八山田どろんこ保育園合同開催） 

開催日 予算 予算の内訳 自園負担 

11月2日 25000円 講師代（交通費含む） 25000円 25000円 

合計 25000円   25000円 

 



20221215版 

 

〈２〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
核家族化や地域のつながりの希薄化、子育ての負担や不安、孤独感が高まっているため、保育園・ 

地域・家庭が一体となって、子ども子育て支援を行い、子どもの健やかな成長を保障できるよう取り 

組む。地域の方が自由に園を利用し地域の相談しあえる仲間でいられるようにとの思いから、月１回 

「ちきんえっぐ」を発行し、年間計画のもと地域交流を行う。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 
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青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：八山田子ども広場公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 老人施設訪問 

異年齢交流 青空保育・体験活動参加・小学校交流 

地域拠点活動 子育て相談・地域拠点活動 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 
２１世紀の教育の在り方が模索され「小学校学習指導要領」「保育所保育指針」が改訂された。ま 

た、子どもの生活の連続性を踏まえ小学校と連携が円滑にいくように連携・接続していく。キーワー 

ドになっている「主体的・対話的学び」とへの教育のありかたを具体的に小学校の教諭と共に要領・ 

指針の相互理解を図っていく。 以下計画について、小学校と相談・協議を４月１日（土）より開始す

る。小学校との交流活動（小 学校見学・運動会未就園児プログラムへの参加）を通じて小学校との交

流を図る。また、幼保小連絡 会議への参加を通じての情報交換を行う。また、小学校へのスムーズな

接続を実現するために、保育 所保育要録送付児童情報申し送りの面談を実施する。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を３月１日（水）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 行健第二小学校  

1年 

3名予定 交流会（行健第二小校

庭） 

子ども間交流 
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9月頃 行健第二小学校  

1年 

3名予定 交流会（当園幼児保育

室） 

子ども間交流 

12月頃 行健第二小学校  

1年 

3名予定 授業参観（行健第二小

教室） 

スタッフ間交流 

 

 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
児童発達支援管理責任者が、保護者の意向を聞き、子どもの適正、特性を踏まえて適切な支援内容 

を検討し作成する。また、６カ月以内に１回以上のモニタリングを保護者に実戦し、子どもの様子や 

保護者のニーズ、それに伴う適切な支援を提供する。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：５名予定） 
策定会議だけでなく、ケース会議を実施することで、子どもへの理解をスタッフ全員で深め、支援

の内容を充実させていく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
各自治体、関係機関と連携を図り、就学支援シートを作成し小学校への接続をスムーズにすると共 

に放課後等デイサービスへの接続にも円滑に行う。 
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11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（火）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（水）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育 月1回   公園名：八山田子ども広場にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
受信予定なし 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２４年３月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：9時00分 

自己評価終了予定時刻：12時00分 

自己評価実施予定者：阿久津祐太 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 
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3 月 末 ま

でに目指

した姿 

重点施策 インクルーシブ保育の実践。子ども一人ひとりが受け入れられ、安心して過

す中で様々な葛藤を味わいながら成長していける環境。 

振り返り 初年度に引き続き、併設している保育園と共にインクルージョンを実践して

いく中で、個々に必要なアプローチを考えていった。また、経験や葛藤を味

わう中で子どもも大人も試行錯誤しながら、その子にとっての最善の利益を

考えて行った。 

 

 

 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 
2 0 2 3 年

度 

目指す姿 法人内でのインクルーシブ保育、併設園のモデル化。 

関係機関との連携を密にしていき、地域に開かれた事業所を目指していく。 

重点施策 保育、子育て、支援、就学に向けての学びの基礎を固め、生きる力を育むた

めの日課・基本保育活動の実施。 

インクルージョンの理解を深め、個々に合わせたねらい目標に沿い支援をし

ていく。 

法人内でアウトプットをしていき併設園のモデル化を目指す。 

自事業者だけの支援に留まらず、地域と連動しながら支援を行えるよう他機

関との連携をしていく。 

2 0 2 4 年

度 

目指す姿 外部への発信を積極的に行う。地域に受け入れられた施設を目指し、県内で

のインクルーシブ保育、併設園のモデル化にしていく。 

重点施策 併設園での実践を外部に発信していき、インクルーシブの重要性を地域に知

ってもらう。 

インクルーシブな環境の中で、TRIAL＆ERRORを子どももスタッフも繰り

返し、支援の内容を充実させる。 

2 0 2 5 年

度 

目指す姿 国内でのインクルーシブ保育、併設園のパイオニア。 

重点施策 PDCAサイクルの意識を定着させ、学び続ける集団にする。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 八山田ルーム 施設長 阿久津祐太 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 新羽ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

児童発達支援事業所として、児童発達支援ガイドラインに基づき法人理念である「にんげん力。育

てます。」および保育方針である「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」を鑑み

て、併設された新羽どろんこ保育園と共に生活を送る。 

国の方針に則り、新羽どろんこ保育園と発達支援つむぎ新羽ルームは一つの組織として、共に協力

し合いながらインクルーシブ保育を推進していく。 

２０２３年度施設運営方針である「学び直し、学び続ける園運営」「食材や食の循環・環境への意

識を育む環境教育の実践」「小学１年生を見て知り、逆算した保育の遂行」および、運営本部Mission

である「続・原点回帰」「小１を知る」「大人のにんげん力UP」「接遇★神対応」を指針として運営

していくものとする。 

子どもが大人になった時に主体的に仕事や趣味を選び、意欲的に行動することを目指す。そのため

に戸外活動を通して五感を刺激し、様々な直接体験（畑仕事や調理活動）を通して、豊かな感性と表

現力を育む。そして他者との協働を通して、他者に自分の気持ちを伝えることや自分の気持ちをコン

トロールする力を育む。また近隣の小学校を訪問し、授業の様子や子どもの姿を知る。小1の姿を見据

えて、今何が必要かを考えながら支援をしていく。 

 

★主体的・意欲的に行動できる子ども、大人 

★豊かな感性と表現力を発揮できる子ども、大人 

★コミュニケーションをとることが大好きな子ども、大人 
 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

１ 計画・ねらい 戸外活動の充実をはかり、子どもたちが主体的に活動に参加する。 

実践予定内容 子どもたち自身が散歩先を選べるよう、公園の写真カードやおもちゃの実

物、デザインマップを活用し、行きたい場所・遊びたいものを選べるよう

関わる。 

２ 計画・ねらい 他者とコミュニケーションをとることが好きになり、自ら関わろうとする

意欲を引き出す。 

実践予定内容 子どもの発達に合わせ、指差しやサイン、絵カードや文字などの様々なコ

ミュニケーション手段を活用し、自発的な発語を促す。他者と気持ちを共

感する経験を重ね、相互的なコミュニケーション能力を向上する。 

３ 計画・ねらい 他者と過ごす時間を深め、子ども同士のやりとりが広がる。 

実践予定内容 子どもが安心して活動できるよう子どもに寄り添った関わりを行う。子ど

もの様子に合わせて距離感を調整し、時には見守りながら子ども同士のや
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りとりを深める。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 同じ年齢や同じ地域の保護者同士で関わりを持てるよう保護者同士の交流

を深める場所を提供する。 

実践予定内容 月に１度は保護者参加行事を実施し、保護者同士の交流を深める機会を設

ける。同じ年齢や同じ地域の保護者同士で関わりを持てるよう話す機会を

つくる。 

2 計画・ねらい 子育ての悩みや不安を相談しやすい場所となるよう事業所内相談支援を必

要に応じて実施する。 

実践予定内容 保護者の悩みや不安に寄り添い、必要に応じて事業所内相談支援を行う。

年に３回おはなし会を実施し、保護者同士で話ができる機会をつくる。 

3 計画・ねらい 地域の中で生活をするため、保育園・幼稚園への移行支援、小学校との連

携を行う。 

実践予定内容 今の姿から想像できる将来の姿を保護者と共に考え、将来を見据えた生き

る力を育む。保護者の同意のもと、保育園・幼稚園見学を実施し、子ども

の様子の共有や困りごとへの相談を行う。また地域の小学校に訪問し、小

学１年生の姿を見て知り、就学相談につなげていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子育て支援事業所として地域に開かれたルーム運営を行う。 

実践予定内容 青空保育や園庭開放などのポスターやちらしを作成し、地域のスーパーな

どに掲示する。散歩で出会う地域の方にも発信していき、参加者を増やし

地域からの理解や新規利用者の獲得を目指す。 

2 計画・ねらい 誰が見ても気持ちの良い環境を目指すため、清掃や整理整頓・挨拶に努め

る。 

実践予定内容 来園者には手を止めて挨拶をし、丁寧で親切な対応を心がける。掃除・整

理整頓は第三者目線で確認をし、誰が見ても気持ちの良い環境を意識す

る。 

3 計画・ねらい 新規利用者の獲得に向けて支援のねらいをブログで外部に発信する。 

実践予定内容 ドキュメンテーションを作成し、子どもの様子やスタッフの関わりを整理

し、ねらいや今後の展開を明確に記入し、ブログの内容を深める。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 子どもの気持ちに寄り添い、子どもに必要な言葉かけ、関わりを見極める

ことができるスタッフを目指す。 

実践予定内容 子どもが今何を感じているかをまず初めに考え、子どもの気持ちに寄り添

った関わりをしていく。スタッフが指示するのではなく、子どもがやりた
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い気持ちになるよう言葉かけや環境の工夫をする。 

2 計画・ねらい よりよいインクルーシブ保育を行うため、保育実践の学びを深める。 

実践予定内容 保育所保育指針と児童発達支援ガイドラインの内容の理解を深め、実践す

る。保育実践の研修動画を視聴し、保育の質の向上を目指す。 

3 計画・ねらい 来園者がまた来たいと思えるよう接遇マナーを向上する。 

実践予定内容 保護者や地域の方が来園した際、笑顔で挨拶することや丁寧な対応を心が

け、気持ちの良い環境を目指す。日々のフィードバックや面談で保護者に

合わせた伝え方を意識する。 

 
 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環、環境への意識を高める 

実践予定内容 日課として畑仕事やヤギ小屋の掃除を行い、食物の成長や堆肥の使用を通

して、食の循環を学ぶ。 

2 計画・ねらい 給食では自分で食べられる量を理解し盛り付け、残渣を減らす取りくみを

行う 

実践予定内容 苦手なものを伝えることや食べられる量を調整することができるよう、必

要に応じて言葉かけを行う。栄養素やエネルギー源の話をし、食べる意欲

を高める。残渣量を調理スタッフと確認し、増減の確認をしながら進めて

いく。 

3 計画・ねらい 調理活動を通して食材加工を知る 

実践予定内容 畑で育てた食材を使用した調理活動を行い、食材の加工を学ぶ。土づくり

から食して廃棄をするまでの一連の流れを行い、食の循環への学びを深め

る。 

 
 

 

〈６〉チーム保育の充実 

1 計画・ねらい 子どもの興味関心が広がるよう遊びの充実を深める 

実践予定内容 子どもが何に興味を持ち、どんな道具や環境から遊びが広がるか、子ども

の様子を観察し、情報の共有を行う。子どもを第一に考え、子どもの興味

関心から遊びを広げる。 

2 計画・ねらい すべての子どもを全員でみるために保育園スタッフと振り返りを行う 

実践予定内容 子どもの様子を保育園スタッフと振り返り、次回の支援内容を共に考え

る。お互いの子どもの様子を把握し、連携して保育を行う。 

3 計画・ねらい 併設園として園と共に行事の計画を行い、園行事の参加方法を検討する 
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実践予定内容 園行事への参加の仕方、子どもの配慮点を事前に共有し、保育園スタッフ

と共に計画を行う。 

 

 

〈７〉真のインクルーシブ保育に挑戦する 

1 計画・ねらい 子ども同士のやりとりが広がるよう自然と関わり合える環境作りをする 

実践予定内容 １日を通じて保育園・つむぎスタッフが分け隔てなく関わり、連携しなが

ら保育を行う。保育園・つむぎの子ども同士が自然と混ざり合い関わる中

で子ども同士のやりとりを広げる。 

2 計画・ねらい 保育園スタッフと情報共有を密に行い、子どもの理解を深める。 

実践予定内容 クラスごとに担当者を決め、クラス担任との情報共有を支援の前後に実施

する。つむぎ利用児と保育園児の情報を共有し、日々の支援に生かす。 

 計画・ねらい 将来を見据えたねらいについて保育園スタッフと共通認識を持てるよう目

指したい姿について考察を深める。 

実践予定内容 支援計画作成時に保育園スタッフと将来の目指したい姿について話し、共

通の認識を持つ。子どもたちのよりよい未来のために就学後の姿などを見

据えてねらいを決める。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 
   

８時３０分～１７時３０分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

保育士1名 

児童指導員１名 

機能訓練担当スタッフ3名（言語聴覚士1名、作業療法士2名） 
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3. 運営方針 
〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園・つむぎ会議 月1回120分 ・行事などの振り返り、各係の進捗確認、情報共有を行う。 

・コンピテンシーの振り返りを行う。 

給食運営会議 月1回 給食内容、食事形態などの意見交換を行う。 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット報告書の共有、インシデント・事故報告書加全

点を検討する。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

ケース会議 月１回 要支援児のケース検討を行う。 

  

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 各部門からの伝達、情報共有、運営状況の見直しなど 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議  障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年４回 食育の促進、意見交換、取りくみの共有。 

保健会議 年4回 健康増進、アレルギー、感染予防 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 ミドルリーダーとしての質上げ、園全体への質上げの研修 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 
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食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  畑・玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 ヤギ・ザリガニの飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案 

体験学習係  毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者と協働的に準備・進行を行う。 

運動会係 併設園スタッフとして準備・進行を行う。保護者にも参加していた

だき子どもの日々の成長を見てもらう。 

生活発表会係 併設園スタッフとして準備・進行を行う。保護者にも参加していた

だき子どもの日々の成長を見てもらう。 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 

（乳児） 

上半期 

 

・保育園児と生活を共にする。 

・戸外活動を通して身体の土台作りを行う。 

・スタッフとの愛着形成を行う。 

・他者への興味・関心を育てる。 

下半期 

 

・他者と関わる楽しさを味わう。 

・自分の気持ちを他者に伝えようとする意欲を育む。 

マンスリー 

（幼児） 

上半期 

 

・戸外活動を通してルールの理解や他児とのやりとりを深める。 

・保育園と共に過ごす中で他児と遊ぶことを楽しむ気持ちを育む 

・自分の気持ちを表現しようとする意欲を育む。 

下半期 

 

・戸外活動を通して豊かな心と体を育てる。 

・自分で選び、考え、行動できるようになる。 

・着替え、手洗い、給食の生活の流れを一人で行えるようになる 

グループ支援 １年間 ・見立て遊び、ごっこ遊びを通して、他児との関わりを深める。 

・畑仕事、調理活動、木工活動などの体験活動を行う中で、役割
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分担をしながらやるべきことに主体的に取り組む。 

・帰りの会で座禅を行い、静の活動で心と体を休ませる。 

ロンググループ支

援 

１年間 ・戸外活動を通して自然と触れ合い、豊かな心と体を育てる。 

・集団で過ごす中で、ルールの理解や他児とのやりとりを深め

る。 

個別支援 １年間 ・良いところを伸ばし苦手を少なくする。 

・大人との応答的なやりとりを通して、応じる力・応答性を高め

る。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施する。 

・「相談支援記録」を作成する。 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施する。 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用する。 

関係機関との連携 随時 ・就学、就園に関する各関係機関と連絡調整をする。 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 畑仕事を通して、食べ物への興味を広げる 

実践予定内容 種を植え、水をあげ、成長を観察し、育ったものを収穫し、調理をして食

べる一連の流れを体験し、食べ物への興味・関心を広げる。 

2 計画・ねらい 他児と共に食事をする中で、食事への意欲を高める 

実践予定内容 他児と共に食べる楽しさを味わい、相手の食べている物への興味や食具の

使い方、椅子の座り方などへの関心を高める。 

3 計画・ねらい 食育活動を通して、五感を刺激し、感性を豊かにする 

実践予定内容 調理活動の中で味覚・嗅覚・触覚を使い、様々な感覚を感じる。食材の加

工を通して、形や色の変化などに気づき、感性を豊かにする。 
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〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 外出後や飲食前の手洗い・うがいの習慣づけを行う。 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６～９月頃･･･手足口病・咽頭結膜炎・ヘルパンギーナ・とびひ 

１１～３月頃･･･インフルエンザ・ウイルス性胃腸炎・RSウイルス感

染症・ノロウイルス 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

ダイアップ･･･預かりなし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在５名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員１名については４月１日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在５名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員１名については４月１日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 
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検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック・虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／9月・2月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 子どもがやりたいこと・遊びたい場所、ものを選び主体的に戸外活動に参

加する。 

実践予定内容 近隣公園のデザインマップを作成し、やりたいこと・遊びたい場所・物を

選びやすいようにする。自分で遊びたいことを選ぶことで自発的に環境に

関わることを目指す。 

2 計画・ねらい 戸外活動と室内活動で連続性のある遊びが行えるよう室内環境の充実をは

かる。 

実践予定内容 季節に合わせた自然物遊びを取り入れ、自然物への興味関心を高める。自

然物を使用した遊びの環境を設定し、戸外活動と室内活動のつながりをつ

くる。室内遊びについてウェブマップを作成し、子どもの遊びの振り返り

を行う。月に１回室内環境の見直しを行い、子どもの興味関心が広がる環

境を考える。 

3 計画・ねらい 自分でできることを自分で行えるよう生活動作の意欲を高める。 

実践予定内容 散歩の準備、手洗い、着替え、食事、排泄など一連の生活動作を自ら行え

るよう環境設定を工夫する。スタッフの言葉かけではなく、自ら気づいて

行動することを目指す。 

 
 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 
手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 パーテーション 幼児室・乳児室・縁側・玄関 毎日 

2 帽子入れ 幼児室・乳児室 毎日 

3 ロフト 乳児室 毎日 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 非常災害時の対策として、消防計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消火

訓練実施 

2 実践予定内容 防災設備点検実施 

3 実践予定内容 年２回の不審者訓練実施 

4 実践予定内容 ヒヤリハット、インシデント、事故記録簿記載による事故防止。事故防止

委員会による検討会議 

5 実践予定内容 園内外のハザードマップによる危機箇所の確認と安全確認の周知 

6 実践予定内容 光化学スモッグ発生時には、自治体などから発信される情報を集約し、戸

外での活動を控える 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 
児童発達支援事業所として次世代育成の観点から、積極的に受け入れを実施し、実習生に応じて保

育・福祉の現場で活躍する人材育成を実施する。また地域に根付いた、開かれた事業所となるよう、

積極的に受け入れを実施する。 

 

1 実践予定内容 中高生の職場体験の受け入れを行い、施設を知ってもらう。 

2 実践予定内容 保育養成校・専門士養成校の学生の実習を受け入れ、学びを深める場とす

る。 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
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子どもの様子を共有し、振り返り、考察する。一人で考えずに、チームで意見交換をすることで考

察を深めていく。保育園とも情報共有を行い、お互いに理解を深めていく。 

活動に対するねらい、子どもたちに期待する育ちを言葉で伝えられるようにする。保護者へのフィー

ドバックでは子どもの様子を細かく丁寧に伝える。保育園スタッフにねらいを提示し、共通認識を持

ち支援を行う。クラスごとに担当者を設け、保育園スタッフとの情報共有をこまめに行う。連絡事項

だけではなく、子どもの情報共有、意見交換を行っていく。 

 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月２８日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  基本方針に向かって 

③ 虐待防止研修 

子ども主体の保育・教育とは 

子どもの人権について  

5月２６日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの気持ちを考える 

③ 地域の小学校を知る 

 リフレクションの意義 

 小学校訪問の内容共有① 

6月２３日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  応答的な関わり 

 子どもへの応答的な関わり① 

 小学校訪問の内容共有② 
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③ 地域の小学校を知る  就学相談について 

7月２８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  遊びの広がり 

 子どもの意欲・興味・関心から捉え

た夏の遊びの工夫 

8月２５日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境構成 

 環境構成（戸外遊びと室内遊びの連

動、共主体の観点から） 

9月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  チーム保育 

 チーム保育から子どもの育ちを検証

する 

つむぎ児ケースカンファレンス 

10月27日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  事業計画進捗確認 

③ 虐待防止研修 

 事業計画進捗確認 

11月24日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  応答的な関わり 
 子どもへの応答的な関わり② 

12月22日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  チーム保育 
 チーム保育の課題と今後の取り組み 

1月26日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  振り返り 
個人のMBOと施設目標の連動性① 

2月23日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  振り返り・次年度計画 
 個人のMBOと施設目標の連動性② 

 

 

〈２〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 
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全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
地域に開かれた子育て支援事業所として、併設園である新羽どろんこ保育園と共に地域に根付いた

支援を実施していく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：新田公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域にある高齢者施設との関わりを設定 

異年齢交流 併設園と共に異年齢児保育を行う。 

地域拠点活動 近隣商店街や近隣保育園との関わりを実施。 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
就学支援シートを活用し、児童発達支援が行ってきた支援内容、子どもの特性や状況、配慮事項な

ど小学校生活がより豊かになるように情報提供に努める。放課後等デイサービスを利用する際には、

保護者の同意を得たうえで、放課後等デイサービス計画が適切に計画されるよう、必要な情報提供や

助言を行う。地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機

関、団体等と連携して、地域支援体制を構築することに努める。 

 

 

 



20221215版 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を４月２５日（火）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

５月頃 新羽小学校  

綱島小学校 

２名予定 小学校へスタッフが訪

問する 

地域の小学校を知る 

６月頃 箕輪小学校 

折本小学校  

２名予定 小学校へスタッフが訪

問する 

地域の小学校を知る 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
６か月に１度のモニタリングを保護者と行い、保護者や子どもの希望や困りごとなどを聞く。児童

発達支援管理責任者が中心となり、策定会議で作成・見直しを行う。 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：５名予定） 
担当者が話し合いたいケースを選び、スタッフ間で子どもの状況を話し合い、考察をする機会をつ

くる。一人で考えずにチームで考えることで子どもに対する考察を深め、広い視野で支援していく。 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
保護差の同意を得たうえで、進級する幼稚園・保育園・小学校等の関係機関に必要な情報提供を行

う。必要に応じて関係機関への見学・相談を行い、助言を行う。 
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11. 子育て支援事業 
 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育 月1回   公園名：新田公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２３年５月１日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：10時00分 

自己評価終了予定時刻：11時00分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 
3 月 末 ま 重点施策 保護者支援の充実、支援の質の向上 
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でに目指

した姿 

振り返り 保護者の悩みに寄り添い話をする意識が高まった。必要に応じて面談を実施

し、保護者一人ひとりと話をする機会を設けた。フィードバックではその日

の様子だけではなく、今後の対応や支援方針など見通しを持って話をした。 

また、遊びのWEBマップやドキュメンテーションを作成し、振り返りを実

施した。子どもの様子が具体的にみえたことで、子どもへの言葉かけや道具

の種類を意識するようになった。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 
２３年度 目指す姿 支援の質の向上 

重点施策 併設園スタッフと子どもを中心とした振り返りを行い、次回の支援内容を共

に計画する。お互いの子どもの様子について把握し、すべての子どもを全て

のスタッフで見る意識を高める。 

２４年度 目指す姿 よりよいインクルーシブ保育 

重点施策 併設園スタッフと共通認識を持ち、共に子どもの育ちを支える。障害の有無

に関わらず、すべての子どもたちが過ごしやすい環境を整える。 

２５年度 目指す姿 子育て支援事業所として地域に根付く 

重点施策 地域に開かれた相談会を開催し、地域の方の子育て相談、発達相談を行う。

地域との交流をさかんに行い、開かれた事業所となる。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 新羽ルーム 施設長 浅田 沙貴 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 生田ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

当法人の理念「にんげん力、育てます」、基本方針「センスオブワンダー」「人対人コミュニケー

ション」を前提として、２０２３年度の運営本部ミッションを指針として運営する。児童発達支援事

業と放課後等デイサービスの多機能型として２０２２年６月に開所して以来、「生活の延長線上で支

援をする」「１０より１００の経験」「子ども自ら選び思考して行動する」この３点を自当施設の支

援の軸として、子どもの全体発達を鑑みながら支援を行ってきた。２０２３年度は保育所等訪問支援

事業も開始し、子どもの母集団の場で直接支援及び間接支援を行うなど、より多角的な支援を展開す

る。以下、今年度の基本方針を述べる。 

 

1 子どもの生きる力を育むために、子どもの発達年齢に応じた方法で日課活動を行う。 

当法人の日課活動として戸外活動、畑仕事、生き物の世話、座禅、さくらさくらんぼリズム体操

がある。スタッフが日課活動の発達的視点を理解して、子どもたちが日課活動に関心を持ち、自

ら関わることができるような環境を用意する。 

 

2 食の循環や環境への意識を育み、SDGs17の目標のうち、12、13、15の実践を行う。 

SDGsという言葉は今や特別な響きではなくなった。次世代を担う子どもたちにSDGsを教えてい

くことは大人の責任でもある。調理活動後の廃棄物として扱われている皮や種などの利用、可能

な限りゴミを出さない生活、そして、いろいろなモノの再利用を通して、循環する社会と環境を

発達支援という枠組みでできることを考えながら、大人も子どもも共に取り組む。 

 

3 小学１年生を知り、小学校での生活や学びを見通した支援を行う。 

小学校は教育が基盤となって過ごす環境である。その教育というフィールドに子どもたちを送り

出すにあたって、実際の小学生の姿を知ることは保育と教育を繋ぐという視点で重要である。近

隣の小学校に子どもと出向き、子どもたちにとっては近い未来の姿を感じる機会を用意する。ま

た、支援内容にアプローチカリキュラムの視点を取り入れ、幼小接続を丁寧に行う。 

 

4 スタッフ自身の学びを深め、大人のにんげん力を培う。 

昨今、「人生１００年時代」「リスキリング」「VUCAの時代」などの言葉を耳にするようになっ

た。２０２３年度から始まる園長大学®保育士大学の講座をスタッフの自主的な学びとして、また

施設内研修で共通して受講することでスタッフ自身の関心が広がり、新たなチャレンジや深い学

びに繋がるよう、大人の学びを深める。 

 

5 利用者の気持ちに寄り添った接遇を行う。 

当法人は接遇を大切にしている。利用者の気持ちに寄り添って、子どもの成長や発達を保護者と

共に感じることは、利用者の安心感や満足感に繋がる。多角的視点から接遇を学び、そのスキル

を得て、利用者の気持ちに寄り添った接遇を行う。 
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〈１〉支援内容の充実・質の向上 

子どもたちがより多くの経験ができるように支援内容を充実させ、支援の質を高める。日課活動や地

域での活動を通して、全体発達や個々の発達課題への支援を行う。子どもの日常生活の中で支援が般

化されるよう、切り取った空間ではなく、生活の延長線上で遊びを中心とした支援を行う。また、階

層構想図を作成して日課活動の発達的効果を知り、支援の奥行を知ることで支援の質を上げる。  

 

1 計画・ねらい 【計画】日課活動の階層構想図作成 

【ねらい】日課活動が支援として成り立つことを知る。また、日課活動を

保育所保育指針の5領域や幼児期に育ってほしい10の姿と照らし合せ、発

達との関連性を知る。 

実践予定内容 戸外活動、畑仕事、生き物の世話、雑巾がけ、座禅、そして調理活動や異

年齢支援の階層構想図を作成する。作成担当を決め、毎月のルーム会議で

発表、再考、修正をする。「何が」「どのように」「支援に繋がるの

か」、階層構想図を利用しながら実際の支援の中で日課活動の発達的視点

を知り、日課活動を安定的に支援で行う。 

2 計画・ねらい 【計画】養護的支援と教育的支援 

【ねらい】対象児の発達年齢やその日のコンディションによる物的及び人

的環境の適正化 

実践予定内容 発達段階表を用いて発達年齢を見立てる。支援前の打合せ、支援後の振り

返りを充実させ、支援のねらいや目的を明確にする。そして、支援の先に

得られる発達的効果を見立てる。 

3 計画・ねらい 【計画】地域の中での支援 

【ねらい】地域の方々と関わり、社会性やコミュニケーションの向上をね

らいとして、子ども自身が地域の一員であることを知る。 

実践予定内容 商店街での買い物、地域の公園でのゴミ拾い、小学生との交流などを行

い、挨拶や振る舞い方を学び、コミュニケーションを深める。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

利用児の保護者の中には「子どものことを気軽に友達に相談できない」「子どもの発達が遅れている

ことを自分の両親に相談できない」などの声がある。保護者との日頃のコミュニケーションを豊かな

ものにして、育児や発達への不安や悩みを抱えている保護者の気持ちに寄り添い、誠実さと謙虚さを

持って対応し、保護者が安心して利用できる施設を目指す。また、各種サービスの案内を適宜行い、

保護者ニーズを把握して利用者の満足度へと繋げる。 

  

1 計画・ねらい 【計画】事業所内相談の実施 

【ねらい】保護者の不安感の軽減、子どもの発達の共通理解を深め、保護

者とのコミュニケーションを豊かにする 

実践予定内容 事業所内相談を含め、発達支援事業で提供できるサービス内容を利用者に

周知する。また、３～４か月ごとに保護者に事業所内相談の提案を行う。 

2 計画・ねらい 【計画】母集団、進学先、併用先事業所及び関係機関との連携 

【ねらい】子どもの姿を多角的に知り、連携による共通理解を図る 
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実践予定内容 保護者の許可のもと所属母集団と連携を行い、その内容を個別支援計画に

追記して保護者に同意を得るとともに、他機関と連携しながら子どもの全

体発達を支援する。 

3 計画・ねらい 【計画】保護者交流会の実施 

【ねらい】利用者同士及び保護者とスタッフとのコミュニケーションの充

実 

実践予定内容 利用者にアンケートを実施して、利用者のニーズを把握する。そのうえで

保護者交流会を企画する（年3～4回実施予定）。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

子どもを連れて気軽に行ける場所、気軽に子育て相談や発達相談ができる場所、そして地域向け企画

の参加を通して保護者同士の繋がりが増える場所となるような、地域の子育て世帯にとって身近な施

設を目指す。 

1 計画・ねらい 【計画】SNSによる発信 

【ねらい】当施設の活動内容を広く社会に伝え、つむぎへの関心度の増加

へと繋げる。 

実践予定内容 自施設の紹介、活動内容、利用者の様子、行事のアナウンス、利用の空き

状況、そして発達に関するヒントなどを月１回のブログ、月3～4回のSNS

で発信する。 

2 計画・ねらい 【計画】青空保育の実施 

【ねらい】地域の子育て世帯へ「青空保育」をいう体験の提供、発達相談

のきっかけ作りと相談のハードルを下げる。 

実践予定内容 毎月第４土曜日の午前11：00～11：30に生田緑地で行う。絵本の読み語

り、パネルシアター、さくらさくらんぼリズム体操、季節の製作などを行

う。また、参加者に当事業所のパンフレットを渡して、随時、発達相談や

カフェ利用のアナウンスを行う。 

3 計画・ねらい 【計画】地域向けの企画（チャイティの会） 

【ねらい】保護者自身のリラックスを感じる機会となる。また、企画参加

によって、つむぎカフェの利用が身近になる。 

実践予定内容 チャイティの会は年４回、また、随時地域向け子育て支援企画を立て発信

する。 

4 計画・ねらい 【計画】勝手籠の設置 

【ねらい】勝手籠の周知及び利用の促進 

実践予定内容 勝手籠を利用者や地域の方に利用していただけるよう、設置の仕方や周知

の仕方を試行錯誤する。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

２０２３年度から始まる園長大学®保育士大学の講座受講をスタッフの自主的な学びとして、また施設

内研修として受講することで、スタッフ自身の関心を広げ、新たなチャレンジや深い学びに繋げる。

また、支援において１０より１００の経験を用意するにあたり、「危険だからできない」「危険だか

ら排除する」ことのないように、研修等に参加して危険管理能力を培い、安全とリスクの両面が捉え

られるようになる。 
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1 計画・ねらい 【計画】小学校学習指導要領の学び 

【ねらい】小学校の学び、特に小学１年生の生活及び学習を知る 

実践予定内容 2023年5月のルーム会議で小学校学習指導要領を学ぶ。2023年6月のル

ーム会議で利用児の自治体のアプローチカリキュラムおよびスタートカリ

キュラムを学ぶ。利用児の発達年齢に応じて、適宜、個別支援計画書にア

プローチカリキュラムの視点を入れながら、小学1年を見据えた支援を行

う。 

2 計画・ねらい 【計画】普通救命講習の受講 

【ねらい】救命を学び、リスク管理の能力向上を目指す。 

実践予定内容 勤務外ではあるが、普通救命講習を順次計画的に受講する。AEDの使い

方、心肺蘇生、応急手当の仕方を覚える。 

3 計画・ねらい 【計画】園長大学®保育士大学の講座からの学び 

【ねらい】大人のにんげん力を高める 

実践予定内容 興味関心がある講座を各自で受講する。適宜、ルーム全体にアウトプット

して学びを深める。また、昼礼時およびルーム会議など、スタッフ全員で

同じ講座を受講して共通テーマでの学びを深める。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

改めて「なぜ環境に取り組むのか」「大人も子どもも、自分たちでできることは何か」を考え、身近

なところから取り組む。また、スタッフ自身も支援においては「人的環境」であることを鑑みて、自

分たちの健康にも配慮した施設の環境に取り組む。 

1 計画・ねらい 【計画】SDGsの環境に関連する分野の基礎知識を知る 

【ねらい】環境への意識を高め、支援の中でどのようにSDGsの視点を取

り入れていくか、継続していくかを考える。 

実践予定内容 月に1回、スタッフミーティングでSDGsの時間を設ける。SDGsの基礎知

識を学び、支援の中でどのように実施するか、および支援以外でも何がで

きるか考え実施する。 

2 計画・ねらい 【計画】子どもと一緒にゴミ拾い 

【ねらい】子どもと一緒に環境問題を考える。 

実践予定内容 いつも利用している生田小学校下校庭のゴミ拾いを支援中に行う。また、

子どもたちに「ゴミ拾い」の意義を伝え、利用児の発達に応じた環境への

意識を育てる。 

3 計画・ねらい 【計画】施設内の緑化 

【ねらい】緑の増加によるスタッフの疲労感の軽減 

実践予定内容 観葉植物やプランター、植木、寄せ植えなど緑化を積極的に行う。 

 

 

 

2. 施設運営  
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〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

放課後等デイサービス １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

   

９時００分～１８時００分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士1名 

機能訓練担当スタッフ２名（言語聴覚士1名、心理士1名） 

児童指導員３名 

 

 

 

3. 運営方針 

 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・アイスブレイクとして手遊び、身体遊びを学ぶ。 

・コンピテンシーの先月振り返り及び当月の自己採点を行

う。また、当月の取組目標を決める。 

・事例検討（ケース会議）を行い、発達的課題や支援内容な

どの課題を整理して、支援方法を検討する。 

・毎月のテーマに沿った研修及び勉強会を行う（7.スタッフ

育成と研修計画 参照） 

事故防止委員会 月1回 ・当月に起きた事故、インシデント、ヒヤリハットの原因分

析と対策を検討する。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・グループ支援の担当者と児童発達支援管理者が必ず参加す

る。 

虐待防止委員会 ９月 ２月 ・虐待の定義（法人の定義を含む）を知り、虐待防止に向け

た支援員としての行動を考える。 
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〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育計画の振り返り、実践報告 

保健会議 年4回 衛生、感染症マニュアルの確認、検討、実践報告 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

コンピテンシー実践の共有、テーマに即した実践の共有と振

り返り、エリア内での情報共有 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係 年間畑仕事の計画立案及び実施、調整  

読売ランド前保育園の畑の整備、管理、読売ランド前保育園との畑

仕事の連絡調整 

プランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 動物や植物に触れる機会の検討立案 

広報係 SNS及びブログの発信、外部への発信 

環境実施及び備品管理係 環境取組みの実施、美観取組み、備品及び在庫管理 

外部連携調整係 外部機関への挨拶回り、当事業所の宣伝 
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〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

体験学習係 体験学習の立案、計画、実施、振り返り 

保護者会係 保護者会の立案、計画、実施、振り返り、 

読売ランド前保育園主催  

どろんこ祭り係 

読売ランド前保育園との連絡調整、稟議申請、計画及び準備、実

施、振り返り 

地域向け企画係 青空保育、チャイティ会、地域向け企画の計画、実施、振り返り 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

放課後等デイサー

ビス 

午後支援及び長期

休暇支援 

上半期 

小1～小３ 

・学校での疲れを癒しながら、子どもが自分のしたいことに没頭

できる安全な場所としての役割を果たす。 

・日課活動やおやつ作りを行い、活動が選択できる環境の中にお

いても「自分ですること」の意識を持つ。 

下半期 

小1～小３ 

・学校とは異なる小さな集団の中で、児童発達支援利用児との関

わりを通してリーダー的存在であることを知り、自己肯定感や達

成感を育む。 

・日課活動やおやつ作りなど「自分ですること」に対して主体的

に関わる。 

放課後等デイサー

ビス 

不登校児支援 

上半期 

小1～小３ 

・自分の楽しさを見つけながら、安心して過ごす場所としての役

割を果たす。 

・日課活動やおやつ作りなどを行い、日中の活動レベルを上げ、

生活習慣を整える。 

下半期 

小1～小３ 

・別室登校や給食登校など、利用児とって無理のない範囲で登校

に向けて、学校や関係機関と連携を行う。その一方で、当施設が

安心して過ごすことができる場所としての機能を保つ。 

・利用児の主体性を受け止めながら、地域の方や他児者との関わ

りを増やし、豊かなコミュニケーションを育む。 

児童発達支援 

午前グループ 

上半期 

０～5歳児 

・「楽しい」「できた」を重ね、遊びに没頭する時間が増えるよ

うな環境を用意する。 

・遊びの場を共有することで他児の存在を感じることが増え、他
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児への関心を育む。 

下半期 

０～5歳児 

・物の貸し借りなどのやり取りが増え、他児を意識した遊びが増

えるような環境を用意する。 

・日課活動を通して、自然の中で遊ぶことや植物や生き物の世話

をする経験を重ね、個々の発達課題を含む全体的な発達を育む。 

児童発達支援 

午後グループ 

上半期 ・小集団活動の中で日課活動を行い、「やってみたい」という関

心や意欲が育まれる環境を用意する。 

・できることや好きなことを重ねながら自己肯定感を育む。 

下半期 ・日課活動や自分が提案した活動に意欲的に取り組むことができ

る環境を用意する。 

・自分の気持ちや意見を表現できる環境を保障して、伝えあう喜

びを知る。また他児者との意見の相違において、折り合いをつけ

る力を育む。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園と連携して、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・ご意見について苦情対応マニュアルに従い「ご意見ご提案シー

ト」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度活動計画」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

食材を見るという視覚、調理の音を聞く聴覚、食材に触れる触覚、嚙むことや味わうことによる味

覚、食材や調理過程での匂いを嗅ぐ嗅覚など、食の五感の育ちを調理活動やおやつ作りを通して行

う。食に関わる多様な経験を用意して食に関心を持つことを育む。 

1 計画・ねらい 【計画】放課後等デイサービス利用児のおやつ作り 

【ねらい】「食は与えられる」ことではなく「主体的なこと」であること

を知る 

実践予定内容 おやつメニュ―は自施設で事前に作成するが、場合によっては子どもたち

の提案を受け入れ、おやつ作りを行う。おやつを作る過程での食材の変化
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（科学的な視点）や準備する、片付けるなどの役割分担（協同性の視

点）、自分で作った達成感など、食を通して多様な発達的視点を持つ。 

2 計画・ねらい 【計画】児童発達支援利用児の料理活動 

【ねらい】食の五感に触れる 

実践予定内容 「食材がある」という状態から、調理過程を経て食するまでの「食の五

感」を得られるよう、利用児の好きな場面から調理活動に参加する。ま

た、食することを最終目的とはせず、全行程の中から利用児の発達的視点

を拾い上げ、保護者にフィードバックする。 

3 計画・ねらい 【計画】畑仕事の日常化 

【ねらい】野菜が育つ過程に関心を向け、野菜の世話を労働として捉える 

 実践予定内容 読売ランド前保育園の畑仕事、プランターでの畑仕事を行う。種植え、世

話、収穫、食する、畑の後始末という一連の過程が食に繋がることを伝え

ながら、畑仕事をする。 

 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～8月頃･･･手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱（プール熱）、

流行性角結膜炎（はやり目）、伝染性症軟属腫（水いぼ）、伝染性

膿痂疹（とびひ）、アデノウイルス感染症など 

11～２月頃･･･溶血性連鎖球菌感染症、ウイルス性胃腸炎、RSウイ

ルス感染症、インフルエンザなど 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

預かりなし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在7名が研修受講し、修得済み 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

AED設置なし 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 
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〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

虐待防止研修 年2回／4月･10月  

施設内虐待防止委員会 年2回／９月･２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

「自分で考え、自分で行動する力」「他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する力」「子どもの

表現力」を育むための環境を用意する。施設内環境を整えると共に、地域を「子どもが育つ環境」と

定と捉え、より豊かで多様な戸外活動を展開するため、地域資源の活用を活性化する。 

1 計画・ねらい 【計画】必要な教材及び遊具を揃える 

【ねらい】主体的に遊び込む環境の整備 

実践予定内容 適宜、遊具や教材を見直し、季節や活動に応じて入れ替えを行う。 

子どもが自分で選び、主体的に遊ぶことが出来るよう、子どもの発達に応

じて、適宜、遊具や教材の配置を行う。 

2 計画・ねらい 【計画】定期的な廃材の用意 

【ねらい】SDGsの視点を持ちながら「捨てるもの」が表現として生まれ

変わる体験 

実践予定内容 定期的に廃材を集め、それを使った表現活動や作品の展示を行う。廃材で

の表現活動を通して環境について子どもと一緒に考える。 

3 計画・ねらい 【計画】地域という環境資源の活用 
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【ねらい】より豊かな戸外活動の展開 

実践予定内容 地域に出向き、新たな活動場所としての公園、施設などを調べる。また、

商店街に積極的に働きかけ、商店街ツアーの実施や職業体験受け入れなど

の基盤を作り実施する。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

 

該当なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災への対応 地震や火災、河川の氾濫などを想定して月1回の避難訓練を行う。訓練の

実施前計画、実施後の反省、次回の課題などを話し合い、スタッフ全員が

防災の意識を高める。また、防災に関する活動を支援内で行うなど、子ど

も及び保護者も防災への意識が高まることを期待する。 

2 ケガ事故防止へ

の対応 

活動前にはミーティングを適宜行い、予想されるケガやその対応について

話し合う。また、ヒヤリハットをスタッフで出し合い、事故を未然に防ぐ

物的及び人的環境や活動場所の検証を行う。 

3 防犯防止への対

応 

不審者訓練を年2回行う。笛の所持、インターホンの確認、ドアロックの

解除、施設周辺の点検、合言葉の確認を適宜行う。 

4 光化学スモック

への対応 

光化学スモックの知識を身に着け、自治体からの注意情報を把握する。ま

た、光化学スモック注意報が発令された場合は室内で活動する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスは地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でも

あるため、実習生・研修生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世

代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成する。 

種類）中高生の体験学習及び職場体験の受入／保育養成校・専門士養成校・近隣大学の学生の実習受

け入れ／一般および学生の各種ボランティアの受け入れ 

  

〈１〉今年度の方針・テーマ 

実習受け入れやボランティア活動ができることをSNSや地域向けの企画、カフェ利用の方々に周知

する。「一度、体験してみたい」などの声に応じるなど福祉に関心を向けるきっかけ作る。 

1 中高生の体験学

習及び職場体験

の受け入れ 

近隣中学校、高等学校などの体験学習や職業体験の受け入れが可能である

こと、カフェ利用ができることを伝え、保育や支援など福祉に関心を向け

る学生の育成に努める。 

2 実習生の受け入

れ 

近隣大学校、専門学校などに実習生の受け入れが可能であること、カフェ

利用ができることを伝え、福祉業界を担う次世代育成に努める。 
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3 ボランティアの

受け入れ 

青空保育など地域向け子育て支援企画への参加を発信する。地域の福祉が

より豊かになるようボランティアの養成に努める。 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

スタッフが自分自身の「育ち」や「学び」に関心が向くような一年とする。支援や保育、子育てに関

してのみならず、ルームを運営していく視点を持ち合わせ、スタッフ一人ひとりが自立した思考を持

つ。そのために、定期的なルーム会議をスタッフ育成の場としてコンピテンシーやケース会議などを

充実させ、保育の質を上げる会議や園長大学®保育士大学の受講を通して、スタッフ自身の「大人のに

んげん力」を高める。 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 
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⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月3日 18:00～20:00 

① アイスブレイク  

② コンピテンシー自己採点 

③ ケース会議及び事例検討  

④ 人権チェック・虐待防止

研修 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 人権及び虐待について考える。 

5月1日 18:00～20:00 

①  アイスブレイク 

② コンピテンシー自己採点 

③ ケース会議及び事例検討 

④ 小学校学習指導要領 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 小学校の学習、特に小学1年生

の学びを知る。 

6月1日 18:00～20:00 

① アイスブレイク 

② コンピテンシー自己採点 

③ ケース会議及び事例検討 

④ アプローチカリキュラ

ム、スタートカリキュラ

ム 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 利用児の自治体のアプローチカ

リキュラム、スタートカリキュラム

を知り、小学校に向けての逆算した

支援を考える。 

7月3日 18:00～20:00 

① アイスブレイク  

② コンピテンシー自己採点 

③ ケース会議及び事例検討 

④ 戸外活動の階層構想 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強
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みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 戸外活動の発達的視点を考え、

自分の言葉で説明できるようにな

る。 

8月1日 18:00～20:00 

① アイスブレイク 

② コンピテンシー自己採点 

③ ケース会議及び事例検討 

④ 畑仕事の階層構想 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強 

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 畑仕事の発達的視点を考え、自

分の言葉で説明できるようになる。 

9月1日 18:00～20:00 

① アイスブレイク 

② コンピテンシー自己採点 

③ ケース会議及び事例検討 

④ 生き物の世話の階層構想 

⑤ 上期事業計画の振り返り 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 生き物の世話の発達的視点を考

え、自分の言葉で説明できるように

なる。 

⑤ 上期を振り返り、課題を整理し

て下期の運営等に繋げる。 

10月2日 18:00～20:00 

① アイスブレイク 

② コンピテンシー自己採点 

③ ケース会議及び事例検討 

④ 雑巾がけの階層構想 

⑤ 人権チェック・虐待防止

研修 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 雑巾がけの発達的視点を考え、

自分の言葉で説明できるようにな

る。 

⑤ 人権及び虐待について考える 
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11月1日 18:00～20:00 

①   アイスブレイク  

② コンピテンシー自己採点 

③   ケース会議及び事例検討 

④ 座禅の階層構造 

⑤ 環境問題 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 座禅の発達的視点を考え、自分

の言葉で説明できるようになる。 

⑤ 環境への取組みを振り返り、未

実施の課題を整理して実施計画を立

てる。 

12月1日 18:00～20:00 

①  アイスブレイク 

②  コンピテンシー自己採点 

③  ケース会議及び事例検討 

④  調理・食育の階層構想 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④  調理・食育の発達的視点を考

え、自分の言葉で説明できるように

なる。 

1月4日 18:00～20:00 

① アイスブレイク 

② コンピテンシー自己採点 

③  ケース会議及び事例検討 

④  異年齢支援の階層構造 

⑤  ミッションについて 

①  手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④  異年齢支援の発達的視点を考

え、自分の言葉で説明できるように

なる。 

⑤ 来期ミッションを確認する。 

2月1日 18:00～20:00 

①  アイスブレイク 

②  コンピテンシー自己採点 

③  ケース会議及び事例検討 

④  日課活動の振り返り 

① 手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、
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支援方法などを検討する。 

④ 日課活動の発達的視点の理解度

を確認する。 

3月1日 18:00～20:00 

①  アイスブレイク 

②  コンピテンシー自己採点 

③  ケース会議及び事例検討 

④  今年度の振り返り 

① 手遊びや身体遊びを知り、支援

の中でできるようになる。 

②  コンピテンシーを通して自身の

職業的有能感を振り返り、課題と強

みを整理する。 

③ 利用児１名を対象として発達課

題や支援内容などの課題を整理し、

支援方法などを検討する。 

④ 今期の支援、運営を振り返り、

来期の課題を整理する。 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

今年度の地域交流のテーマは「新しい交流」である。未就学児間の異年齢交流を法人内外の複数保

育園と行うとともに、地域の児童発達支援事業という横の繋がりを生かしての交流、また近隣大学の

ボランティアサークルとの連携による大学生との交流など「新しい交流」の基盤作りの一年とする。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 月1回 第４土曜日  公園名：生田緑地 

商店街ツアー 月1回 

異年齢交流 週1回程度 読売ランド前どろんこ保育園の園児との交流 

8月 読売ランド前どろんこ保育園でのどろんこ祭り参加 

年4回程度 メリーポピンズ登戸ルームの園児との交流 

世代間交流 8月 明治大学生田キャンパスボランティアサークル 

（小学生を対象とした体験など） 

地域拠点活動 年2回（夏・春）コペルプラス向ケ丘遊園教室との合同活動 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 
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〈１〉今年度方針・テーマ 

本年度は積極的に学校公開や学校見学を行い、「小1を知る」とともに地域連携を深め、地域支援体

制を構築する。 

 

① 学習指導要領を学ぶ。 

② 小学1年生を見て知り、逆算した支援を行う。 

③ アプローチカリキュラムやスタートカリキュラムを知り、小学校を見据えた支援を充実させる。 

④ 放課後等デイサービスの利用者が在籍する小学校及び年長児の進学先小学校と連携及び情報共有を

行う。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を6月1日（木）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 川崎市立生田小学校  

1年1組 

2名予定 放課後での園庭遊び

（生田小校庭） 

子ども間交流 

６月頃 川崎市立宿河原小学校 ２名予定 小学校1年生の授業見学 スタッフ間交流 

10月頃 川崎市立生田東小学校  

2年1組 

2名予定 放課後での園庭遊び

（生田小校庭） 

子ども間交流 

10月頃 川崎市立生田東小学校  

1年1組 

2名予定 授業参観（特別支援学

級） 

スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別的支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて

行う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 
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〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

原則６か月以内に１回以上のモニタリングを保護者に実施する。目標及び支援方法、見立てなどを

策定会議にて話し合い、個別支援計画書の作成を行う。個別支援計画書の内容を保護者に説明をして

同意を得てから、計画書に沿った支援を提供する。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：7名予定） 

毎月のルーム会議の中でケース会議を行う。子どもや保護者の困り感が強いケース、支援が難しい

ケース、また、支援が良好なケースや発達が良好なケースなども含め会議を行い、スタッフ間の情報

共有とともに、適切な支援を再考する。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

就学支援シート及び電話、来訪にて進級引継ぎまたは小学校への引継ぎを行う。自施設での子ども

の様子、提供した支援内容、必要と思われる配慮事項などを伝える。また、子どもの発達過程を踏ま

え「できること」「得意なこと」などの児の強みを積極的に伝え、進学先及び進級先での新しい生活

における見通しとなるように引継ぎを行う。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

つむぎカフェ （月）～（土）9:30～17:00 

子育て相談 （月）～（土）随時 

勝手籠設置 （月）～（土）９:00～17:00 

青空保育 月1回 第４土曜日  公園名：生田緑地 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年９月１０日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 
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自己評価開始予定時刻：１０時００分 

自己評価終了予定時刻：１３時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
２０２２年度に開所して様々なことを試行錯誤しながらの一年であった。その中でも生田緑地での青

空保育実施やSNS発信、地域施設へのパンフレット配布などによって、徐々にではあるが自施設の存

在が地域に伝わった。今後も地域に向けて情報を発信するとともに、発達支援及び子育て支援施設と

して「地域に浸透する」ことを目指す。そのためにも質の高い支援の提供と、支援者自身の「大人の

にんげん力」を高める。 

 

〈１〉昨年度の振り返り 

3月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 ・SNSでの発信や地域に出向くなど、つむぎ生田ルームの存在を地域に周知

する。 

・法人マニュアルや保育所保育指針や各種ガイドラインなどを用いて、保育

や子育て、発達支援や危機管理などの基礎知識を得る。 

振り返り 自当施設単独でSNSアカウントを取得して、月2～4回のペースで活動の紹

介などを発信した。また、地域の療育を豊かにする会議（和になろう会主

催）への毎月の参加、生田緑地での積極的な活動（支援及び青空保育など）

及び自治体や保育園、幼稚園、子育て支援関連施設、同業者等に行き、パン

フレットやチラシなどの配布を行い、当施設の紹介や情報共有を行った。そ

の結果、「SNSを見た」「チラシを見た」など、当施設が発信した情報を見

てカフェ利用の来客があった。また、地域の方から活動資源の情報提供があ

るなど、地域の方から当施設へ発信があった。 

・基礎的な知識を得るための勉強会を行った。保育所保育指針、児童発達支

援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドラインを担当して勉強会を行

った。改めて確認したこと、知識が深まったなどの新たな気づきがあった。

基礎知識を学ぶことによって、支援や子育て支援の本質、リスク管理の重要

性を知ることができた。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

２３年度 目指す姿 ・日課活動における階層構想の理解 

畑仕事、生き物、座禅、さくらさくらんぼリズム体操などの日課活動の支

援における意義を理解して、各スタッフが自分自身の言葉で説明できる。 

・小学校1年生を見て知り、逆算した支援 

利用児の自治体のアプローチカリキュラムを理解して、実際の小学生と関

わることで、幼小接続を視野に入れた支援ができる。 

・スタッフの学びの拡大 



20221215版 

スタッフの興味関心が広がり、スタッフ自身が学びを得て、自身の豊かな

生活に繋がる 

重点施策 ・ルーム会議で取り組む。 

担当を決めて、各日課活動の階層構造図を作成し、ルーム会議にて理解の共

有を行う。また、理解に止まらず、日課活動を支援で行い、日課活動の発達

支援的視点を保護者に説明する。 

・放課後等デイサービス利用児が所属している学校と定期的に連携を行う。

また近隣の小学校に学校訪問を行い、年長児と小学生の交流やスタッフと教

職員の交流を通して、幼小接続的に向けた支援を行う。 

・園長大学®保育士大学の講座を受講する。受講者は昼礼などで講座内容を

共有することでアウトプットを行い、非受講者は共有を受けることでインプ

ットを行う。他者の関心事にも触れ、視野を広げる。 

２４年度 目指す姿 ・「つむぎ生田ルームの支援の特徴」としての安定的な調理・食育活動 

・関係機関との定期的な連携強化 

・学びのアウトプットの拡大 

重点施策 ・どの支援においても調理・食育活動を行う。利用児が食に触れることで食

に関心を持つことや食を五感で感じることが増え、調理を通しての対人意識

の向上や集中力などを育む。また、スタッフが食材などの知識を深め、食べ

物と体内循環、栄養、発育の関係を知り、自施設の支援の特徴をより明確に

していく。 

・川崎市多摩区を中心として、療育センターや地域子育て支援センターなど

関係機関に定期的に連絡を取り、地域の情報を共有する。地域との関わりが

増え、子育て関連施設と合同企画を立案、計画、実施する。 

・他園の会議や保育の質を上げる会議などで講座を担当する。 

自施設内の勉強会にとどまらず、同課内の園会議に参加して、勉強会や講座

を行う。また、自施設内での勉強会などを法人に発信し、それによって学び

をより深める。 

２５年度 目指す姿 ・生活の延長線上での支援が広く一般の理解を得られている 

・自治体との良好な関係の強化 

・スタッフ一人ひとりの自立 

重点施策 ・SNSの更新頻度を高め、自施設及びつむぎの支援方針や支援内容を発信す

る。問い合わせや利用児が増えると共に、他施設や関係機関からの関心度が

高まるよう、外部発信を多角的に行う。 

・自治体から利用紹介が来る、自治体から相談を受けることが増えるよう、

定期的な連携を継続する。地域向け子育て支援活動や発達支援活動に積極的

に参加、あるいは合同企画などを提案する。 

・各スタッフが支援の質を上げ、また施設運営に関する各種業務が行えるよ

う、役割分担や担当の循環を行い、積極的に支援及び施設運営に関わる。ま

た、施設長及び児童発達管理責任者を育成して、スタッフの次のステップに

繋げる。 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 生田ルーム 施設長 辻 美怜 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 武蔵野ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
理念「にんげん力。育てます」 

目標「センス・オブ・ワンダー」「人対人 コミュニケーション」 

を基本とし、様々な人々との触れ合いを通して、自身で考え行動判断し、成長していける環境を構

築していく。地域社会へ参加し、人との関りから学びを増やすために、地域、関係機関、保育園、幼

稚園、就労等と連携し「ひとつに」を目指し、地域に根差し認められた存在となり、インクルーシブ

社会へと繋げられるよう努めていく。 

児童発達支援では、園とのインクルーシブ保育を活かすと共に、子ども同士での交流の中から、他

者との協働、感情のコントロール、達成感を感じ、遊びから学びを深め、「生きる力」を育んでい

く。 

放課後等デイサービスでは、「ホンモノの経験」を提供し、保育園、就労、地域と連携を取り、人

との繋がりを意識しながら、働くことへの意欲を高め、利用者の未来へと繋げることを意識し共に育

んでいく。 

2023年度施設運営方針である「学び直し、学び続ける園運営」「食材や食の循環・環境への意識を

育む環境教育の実践」「小学1年生を見て知り、逆算した保育の遂行」を達成していくため、日々の支

援、業務を常に振り返り、改善し、常に前進していける組織作りを行っていく。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：児童発達支援と放課後等デイサービス共に、武蔵野どろんこ保育園

との交流。 

ねらい：園児との交流を通して、周りを意識しながら行動し戸外活動を通

して社会性を身に着けていき、学びを深めていく。 

実践予定内容 武蔵野どろんこ保育園で園児と共に過ごしていく環境を用意し、関わりを

多く持つ中で、お互いに意識しあい共に学び、経験を通して成長を促して

いく。 

土曜活動でも友だちとの関りをもち、自分の意思を伝えられる環境を作

り、主体性を大切にしていく。 

放課後等デイサービスでも、園との交流を通し、子どもと楽しめる環境を

用意し、人のために役立つ場面や様々な経験から達成感を味わえるように

していく。 

2 計画・ねらい 計画：支援内容の充実。日課の充実。 

ねらい：遊び、労働を通した支援を中心に、協働性、自立性へと繋げてい

く。 

実践予定内容 主体性を大切にしたプログラムを展開し自立性を促していく。 

畑仕事を通して、土作りから収穫まで経験し、収穫した物を調理や販売な

どに繋げることで、食への意欲、食の循環、作物の成功、失敗経験を通し

て自立心を養っていく。 
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動植物の世話を通して、生死の原体験を培っていく。 

就労支援つむぎ武蔵野と協働し、放課後等デイサービスのプログラム内で

就労が行っている支援の補助をするなど、労働の機会を提供していく。 

3 計画・ねらい 計画：地域交流 

ねらい：地域と繋がり構築し、仕事の楽しみを見出していく。 

実践予定内容 製作物等をその場で終わりにするのではなく、作ったものを配布するなど

し、繋がりをもったプログラムを実施。 

地域との繋がりを意識し、地域行事への参加、ゴミ拾い活動、園児と一緒

に行う活動などを取り入れていく。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：関係機関との連携 

ねらい：保育園及び幼稚園、関係機関、他事業所、学校などへの訪問等に

よる連携を通して、保護者に伝えていく。 

実践予定内容 園、学校を知ることで就学、就労への繋がりを意識していくとともに、連

携を深め、支援に繋げていく。地域情報を伝えることにより保護者の不安

軽減へと繋げていけるようにする。 

2 計画・ねらい 計画：ポートフォリオの作成、掲示 

ねらい：日々の活動状況を掲示し保護者によりわかりやすい報告を行って

いくと共にスタッフの支援への意識を高めていけるよう努めていく。 

実践予定内容 活動内容の記録を掲示発表していき、子どもの成長を伝えられるようにす

ることで、保護者にとって頼れる事業所となる。 

またフィードバック時に写真を活用し、より親切丁寧を心掛ける。 

毎月ポートフォリオを作成、発表をすることで、支援を振り返り、保護者

へのフィードバックにあて、保護者に寄り添った支援を提供する。 

3 計画・ねらい 計画：保護者の気持ちに寄り添った接遇 

ねらい：保護者にとって安心でき、学べる空間づくり 

実践予定内容 フィードバックを通して保護者の不安を取り除くだけでなく、不安や悩み

に気づき、相談支援にも繋げていき、保護者の不安解消とスタッフのより

良いコミュニケーションへと繋げていく。 

ルーム内の整理整頓（落ち着ける空間づくり）、外部への情報発信（SNS

やブログ等） 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：毎月発達相談室開催 

ねらい：利用者だけでなく、地域の根付くために、一般向けの相談会を開

催し、つむぎを知ってもらう機会を作る。 

実践予定内容 地域に向けた相談室を開催する。話を聞き、受け答えをしていくことで、

地域との繋がりにしていく。定期的に相談室を設けることで、保護者が安

心できる場を作る。 

2 計画・ねらい 計画：支援内容の発信 

ねらい：つむぎ武蔵野の認知度をあげる 
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実践予定内容 園との青空保育やゴミ拾い活動などを通して、つむぎを知ってもらう場を

作っていく。 

ブログを通して、地域に発信していく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 計画：スタッフの支援の質向上、園長大学®･保育士大学講座を活用した学

び 

ねらい：毎月園会議にて、発達について研修発表。講座を通して、支援の

質だけでなく、大人のにんげん力upへと繋げていく。 

実践予定内容 自身で学んできたことをインプットだけでなく、アウトプットに繋げ、自

身の学びと他スタッフの学びにも繋げていく。園長大学Ⓡ・保育士大学に

参加しアウトプットの場を設けていく。 

2 計画・ねらい 計画：小学校、中学校、高等学校、就労先を知る。 

ねらい：地域を知ることで、就学、就労へと繋げていけるようにする。 

実践予定内容 学校公開や施設の見学を打診し、全員が就学、就労先を知り、情報共有を

していく。小学校のカリキュラムを把握し、アプローチカリキュラムへと

繋げていく。 

3 計画・ねらい 計画：毎月事故防止委員会を開き、危機意識を高める。 

ねらい：危機管理能力向上 

実践予定内容 毎月行う事故防止委員会にて、前月の事故、インシデント、ヒヤリハット

の共有及び分析を行い、日頃の支援内での視野を広げてみていけるように

する。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：畑環境の整備 

ねらい：整備することで、使い勝手をよくする。またつむぎの畑だけでな

く、園の畑、就労の畑も一緒に整備管理していき、全員で意識して整備を

行っていく。 

実践予定内容 ２０２２年度に畑を整備し、食に対しての質の向上をしていくため、児童

発達支援、就労支援、保育園と協力をしながら、畑の管理をしていき、よ

りよい畑を作っていく。 

畑を通して、食の循環を学ぶとともに、作物を通して四季を感じる調理体

験などにも繋げていく。 

2 計画・ねらい 計画：地域資源開拓 

ねらい：地域資源を開拓することで、地域交流だけでなく、つむぎの認知

度を上げる。 

実践予定内容 地域との繋がりを創っていく中で、地域を知ること、知ってもらうため

に、プログラムで地域に赴き、挨拶だけでなく、取り組み内容のお伝えや

イベントの企画提案を行っていき、地域との連携を構築していく。 
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2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 ５人／日 

放課後等デイサービス ５人／日 

 

 

〈２〉開所時間 

 

８時３０分～１７時３０分 

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

保育士1名 

児童指導員2名 

機能訓練士1名 

 

 

3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回60分 ・施設長会議共有 

・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食など）を設け、資料を

使った研修を行う。 

事故防止委員会 月1回 ・法人内及びつむぎ全体の事故、インシデント、ヒヤリハッ

トの共有、検討を行う。 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する。 

園会議 月1回 ・保育園の懸案事項、園内研修、コンピテンシー、行事内容

の確認、ディスカッションなど、武蔵野どろんこ保育園と共

に行う。 
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〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育計画作成など 

保健会議 年4回 感染症対策などの情報共有 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  畑整備、玄関、ベランダでのプランターの整備、計画的な活動の

立案 

生き物係 動植物の飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案 

写真管理係 社用携帯の写真および動画管理、パソコンフォルダ内写真および動

画の管理 

広報係 ブログ管理 

環境整備及び在庫係 施設建物内外の環境整備、月1回の清掃計画、備品在庫管理 
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〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 園と一緒に準備、進行を行う。 

運動会係 子どもの日々の成長を、会を通して保護者に見てもらう。園と協力

して実施する。 

生活発表会係 子どもの日々の活動を伝える場として実施する。 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 通年 ・散歩や雑巾がけなど、日課と日々の子どもとの生活の中で力を

育てるために、武蔵野どろんこ保育園と協力し共に生活し、物事

の共有、場の共有を介して、友だちとの関りからの学びを大切に

していく。 

・友だちを意識することでの、遊びや興味の幅を広げていく。 

・遊びや体験を通して、目、耳、鼻、口、手の五感の感覚を育

む。 

異年齢グループ 通年 

 

・戸外活動をメインとし、子ども同士の関係構築、地域交流、イ

ンクルージョンを推進する。 

・主体性を大切にしながらも協働性を学び、相手の気持ちを知る

経験を増やしていく。 

・自分の気持ちを表出する場面を増やしていく。 

・子ども同士での話し合いの場を増やし、コミュニケーション力

を上げる。 

・自己表出場面や成功体験を増やすことで自己肯定感を育てる。 

放課後等デイサー

ビス 

通年 ・地域とのコミュニケーション機会を増やしていく。 

・就労を意識していくなかでも、原体験、地域交流を大切にしな

がら支援をしていく。 

・学校、就労先と連携をしていき、引継ぎをスムーズに行ってい

き、本人の気持ちに寄り添った支援を行っていく。 

・労働の経験を提供していく。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 
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保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 園児・スタッフ共に食を楽しむ。 

実践予定内容 午前活動でしっかり体を動かしていき、給食が楽しみな時間となれるよう

取り組む。 

バイキングや園側での給食、様々な友だちと共に食べる楽しみを経験して

いく。食事を通して溢れる言葉や身振り・手振りでの表現のやり取りを大

切にする。 

土曜には、お弁当を持参のうえ、子どもと食べる機会を提供していき、他

者と一緒に食べる楽しみを見出していけるよう取り組む。 

調理体験の場を設け、自分で作り食べる楽しみを見出していく。 

2 計画・ねらい 畑仕事を通した食育 

実践予定内容 畑仕事で一連の流れを学び、食べるだけでなく、収穫、調理にも繋げてい

く。また販売にも充て地域との繋がり、触れ合い場面を大切にする。 

収穫した物を使って、何を作りたいかを友だちと話し合い調理体験へと繋

げる。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 正しい手洗いの実施方法をわかりやすいようにイラストを活用した

ものをトイレに掲示し、保護者にも合わせて実施していただけるよ

う保健だより等を活用して伝えていく。また、体作りを食育と併せ

て伝えていく。 



20221215版 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～9月頃･･･手足口病、はしか、プール熱 

11～3月頃･･･インフルエンザ、ノロウイルス 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

該当児童なし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在4名が、研修受講し、修得済み 

未受講の職員1名と新入職員については3月23日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

未設置 

その他保健に関する取組 感染予防のため、衛生管理に努める 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 調理時のみ 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年２回／９月・２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 
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利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 自己選択できる環境作り 

実践予定内容 やりたいと思ったことが出来る環境設定を行っていく。 

友だちとやり取りが生まれ、人とのコミュニケーションを楽しいと思える

環境作りをしていく。 

地域との繋がりが持てるプログラムを複数用意し、選択肢を持って取り組

めるようにする。 

2 計画・ねらい 地域を知る 

実践予定内容 誰にとっても、つむぎが過ごしやすい環境になれるよう、地域情報、学校

情報、就労情報など様々な情報をあげていく。 

地域の社会資源及び活用できる安全な環境をスタッフを知るため、積極的

に戸外活動に出向いていく。 

3 計画・ねらい 室内環境（心地よく過ごせる環境整備） 

実践予定内容 保護者や地域の方々にとっても心地よい環境にするために、適宜室内整備

を行っていく。 

本を定期的に見直し、新しい情報を伝えていく。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

該当なし 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災対応 地震や火災を想定して月1回の避難訓練を行う。訓練の実施前計画、実施

後の反省、次回の課題などを話し合い、スタッフ全員が防災の意識を高め

る。また防災に関する活動を支援内で行うなど、子ども及び保護者も防災

への意識が高まることを期待する。 

2 ケガ事故防止へ

の対応 

活動前にはミーティングを適宜行い、予想されるケガやその対応について

話し合う。あた、ヒヤリハットをスタッフで出し合い、事故を未然に防ぐ

物的および人的環境や活動場所の検証を行う。 

3 防犯への対応 不審者訓練を年2回行う。笛の所持、インターホンの確認、ドアロックの

解除、施設周辺の点検、合言葉の確認を適宜行う。 

4 光化学スモッグ 光化学スモックの知識を身に着け、自治体からの注意情報を把握する。ま

た光化学スモック注意報が発令された場合は室内で活動を行う。 
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6. 実習生・中高生の受入 
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスは地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でも

あるため、実習生・研修生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世

代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成する。 

 

 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

地域に根付き、地域全体を通して見守りを行っていくうえでも、地域の方につむぎを知ってもらう

必要がある。ボランティアや実習生の受け入れを行っていく中で、つむぎを知ってもらうきっかけ作

りを行っていく。 

 

1 実践予定内容 ボランティアの受け入れを行う。ボランティアセンターと繋がり、子ども

に様々な方との触れ合い場面を提供し学びに繋げる。 

2 実践予定内容 実習生の受け入れを積極的に行う。 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他
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施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、見地を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 「園長大学®・保育士大学」への参加と企画：社内で企画される園長大学®・保育士大学講座に積極

的に参加する（全スタッフが半期に一度の参加）また、つむぎ間での連携で講座の企画に関わる機

会を持ち、情報発信していく。 

⑧ 朝礼や施設内研修の中で、スタッフが研修で得た知識を全体に共有する機会を持つ。 

⑨ コンピテンシーを行っていくうえで毎月面談を行い、自身が深めていきたい内容を決め、実施、振

り返りを行い、自身の成長へと繋げていく。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 保育運営マニュアル 

④ 人権チェック・虐待防止

研修 

保育についての学び 

児童発達支援ガイドラインについて 

マニュアル読み合わせ 

虐待についての学び 

5月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 児童発達支援・放課後等

デイサービスガイドライ

ン 

保育についての学び 

保育所保育指針について 

ガイドライン読み合わせ 

6月23日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 保育所保育指針 

保育についての学び 

保育所保育指針から発達の視点を考

える 

7月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 水難事故研修 

保育についての学び 

水遊びの危険性を知る 

8月25日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 保育品質マニュアル 

保育についての学び 

マニュアルの再確認 

9月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 感染症について 

保育についての学び 

感染症の学び 
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10月20日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 人権チェック・虐待防止

研修 

保育についての学び 

学習指導要領の学び 

虐待についての学び 

11月24日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 学習指導要領について 

保育についての学び 

12月22日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 人権研修 

保育についての学び 

人権について 

1月19日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 発達研修 

③ 事故について 

保育についての学び 

年間の事故・インシデント・ヒヤリ

ハットからの学び 

2月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② ２０２３年度振り返り 

2023年度の振り返りから、次年度

に向けての話し合い 

3月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 来年度事業計画について 
新年度のルーム目標について 

 

外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈２〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 
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〈３〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域に開かれた子育て支援事業所として、併設園である武蔵野どろんこ保育園と共に地域に根付い

た支援を実施していく。 

放課後等デイサービスで、保育園、地域施設と連携をしていき、繋がりを意識したプログラムを実

施していく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回  公園名：おおぞら公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設に行き交流 

異年齢交流 小学校体験、中高生交流、就労支援利用者との交流 

地域拠点活動 実習生の受け入れ 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障害

の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動する

機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得た

上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障がいの特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、学

校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 
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⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等と

連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

小学校、中学校、高等学校、就労支援事業所と連携を持ち、支援がよりスムーズに引継ぎが出来る

よう連携体制を深めていく。連携を深め、地域全体で見守れるよう努めていく。 

また保育所保育指針、学習指導要領の読み込み、中身を理解し、就学に繋げていけるよう努めてい

く。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月３日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

9月頃 田無特別支援学校 

石神井特別支援学校 

1名予定 学校公開 

（田無特別支援学校） 

（石神井特別支援学

校） 

スタッフ間交流 

９月頃 武蔵野市立第二中学

校（こぶし教室） 

若干名 学校見学 スタッフ間交流 

11月頃 上向台小学校 若干名予

定 

学校体験（上向台小学

校） 

子ども間交流 

11月頃 向台小学校 若干名予

定 

学校体験（向台小学

校） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行
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う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

子どもに合わせた支援の目的、内容を児童発達支援管理責任者、担当者とケース検討し、6ヶ月に１

回以上モニタリングを行い、支援計画を更新し、子どもまたは保護者の同意のもと作成を行う。 

また相談支援事業所との連携、他事業所、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、保育園等での様子、

家庭での様子を含め、連携を密に取りながら作成していく。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：7名予定） 

毎月ケース検討会議を行い、利用者にとっての最善の利益を考え、より良い質のある支援を提供で

きるようスタッフ全員で検討していく。園のケース会議にも参加し、子どもにとって必要な支援を考

えていく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

就学先には就学支援シートを活用し、児童発達支援が行ってきた支援内容、子どもの特性や状況、

配慮事項等、小学校生活がより豊かになるように情報提供に努める。就労先も同様、特性や状況、配

慮事項を伝えられるよう努めていく。 

学校体験や交流会などを通して、安心して進級できるよう連携を取っていく。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（金）9:00～17:00 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 随時 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（土）12:00～13:00 

青空保育 月1回 公園名：おおぞら公園にて開催 
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12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

 受診予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年度上期、下期に1回ずつ「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り自己評価を実施予定

である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１８時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉昨年度の振り返り 

3 月末ま

でに目指

した姿 

重点施策 武蔵野どろんこ保育園とのインクルーシブ保育の実践 

武蔵野どろんこ保育園との連携（研修、ケース会議等） 

子どもが安心安全に取り組める環境構築 

地域の方々へのつむぎ周知、関係機関連携 

就労を意識した連携構築など 

振り返り 武蔵野どろんこ保育園とのインクルーシブ保育実践にむけての関係構築は出

来てきている。まだ全員でお互いの子を見守っていく点で弱さがあるため、

次年度に向けてコミュニケーションをとりながら取り組んでいく。 

関係機関との連携、地域へのつむぎ周知など、まだ連携が取れていないこと

は多々ある。就労とも連携がまだ取れていないため、来年度に向けた課題と

する。 

 

 

〈２〉当年度以降の3カ年計画 

23年度 目指す姿 支援の質向上 

重点施策 園との連携を深め、お互いの専門性を学びあい、より子どもが学び成長でき

る環境構築を目指す。 

地域と関係機関との連携を深めていく。戸外活動を行い、地域を知り繋がっ

ていく。またブログ、ちきんえっぐ等を通して地域への発信を行い、存在を
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知ってもらう。 

つむぎ武蔵野（就労）や就労支援先、地域との連携を深め、放課後等デイサ

ービスのプログラムをより良いものへと構築する。就労でのプログラムを放

課後等デイサービスでも体験し、交流へと繋げていく。 

また不登校児の安心できる居場所作りを継続して行っていく。 

施設開放等を介して、利用者以外の地域の方にとっても居心地のよい場にな

る。 

24年度 目指す姿 園、地域、関係機関との連携強化 

重点施策 23年度に取ったエビデンスを元に更なる質向上へと繋げ、より良い関係構

築が出来るよう取り組んでいく。また地域から安心できる、頼れる、落ち着

ける場所になる。 

25年度 目指す姿 ひとつになる 

重点施策 23年度質の向上、24年度で連携を強化し、つむぎだけでなく、全体を巻き

込みつつ共に子どもたちを見守っていき、子どもだけでなく、地域の方も含

め信頼できる場となる。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 武蔵野ルーム 施設長 御殿谷 雄二 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 内箕輪ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

２０２３年度運営本部Missionに基づきDoronkoが構想する社会を目指していく。 

内箕輪どろんこ保育園と併設する児童発達支援事業所として、インクルーシブな環境の中、園児と 

つむぎの利用児が一緒に生活し、多様性を認め合う子育てを提供していく。政府のインクルーシブ重

点視点からも保育園とつむぎが混ざり、互いの領域を超えて保育と支援を行う併設園としてインクル

ーシブ保育に力を入れていく。 

子どもの「生きる力を育む」ために、法人の日課・基本保育活動をマンスリー、ビジター共に実施す

る。大人が背中を見せ、子どもたちが楽しみ取り組むことができる環境を創っていく。 

また、園を取り囲む豊かな自然環境を存分に活かし、食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育

を年間で計画し、実践していく。 

 

児童福祉法、保育所保育指針、児童発達支援ガイドラインをすべての基盤に君津市の子ども・子育て

支援計画やどろんこ会グループ理念・方針運営本部ミッションに沿って、常に子どもの最善の利益と

真に必要な体験を追求しながら、保育を行って行くことを保育者一人ひとりが前提としたうえで、以

下の保育目標を達成する。 

 

保育目標：「環境を通して主体的に遊び・生活に取り組める子ども」 

子ども自身が生活を創っている実感を得られているかを、振り返りの基準とする。また、初めての環

境の中で一人ひとりが自己を発揮することができるよう、安心できる空間やかかわり、人間関係を育

む。 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

保育に携わるスタッフすべて（保育士、調理師、看護師、事務員、用務員、療法士など）を保育者と

し、それぞれの専門性を高めると同時に連携を図り、子どもがいきいきと、園に来ることを楽しみな

がら生活や遊びを繰り広げられる環境を構成する。 

 

1 計画・ねらい 計画：園とつむぎ共に連携し、日々の保育・行事を計画実行していく 

ねらい：園、つむぎスタッフの連携を深める。 

PDCAサイクルを通して業務の改善をし、質の向上へと繋げる。 

実践予定内容 ねらいを明確化し、保育週案を園と共に立てていく。 

行事の役割分担等も園と共に行い、誰もが成長を楽しみ参加できる行事の

企画・運営を行っていく。 

2 計画・ねらい 計画：日課・基本保育活動の充実 

ねらい：さくらんぼリズムや畑仕事、雑巾がけなどの活動を通して「生き

る力」を育んでいく。 

実践予定内容 マンスリー、ビジター共に畑仕事やさくらんぼリズム、雑巾がけなどの日

課の経験を重ねていく。 
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園内だけでなく、園外での散歩を通して自然の豊かさを感じることができ

る継続した活動を取り入れていく。 

3 計画・ねらい 計画：好きな場所を選び、行き来できる「大きな家」づくり 

ねらい：遊びを通してTrial&Errorを経験する。 

実践予定内容 園と連携しながら、園庭・１階・２階の園全体を使ったゾーン保育を日々

行って行く。 

一人ひとりがじっくりと遊び込める場所、時間を大切にし、環境構成を行

う。日々の振り返り・園会議の時間を活用し、その都度遊びの設定・環境

構成を見直し、共有する。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

思いやり・誠実さ・謙虚さ・感謝を忘れず、おもてなしの心を込めたサービスを提供していく。 

また、園全体が安心安全、清潔な環境を作っていく。 

 

1 計画・ねらい 計画：保育・支援の可視化 

ねらい：支援内容の意図やどんな成長に繋がるかを明確化し、保護者の理

解促進に繋げる。 

実践予定内容 ポートフォリオ、エピソード記録などの書面や写真を用いて、生活・遊

び・活動の共有を積極的に行う。 

2 計画・ねらい 計画：迅速、誠実、丁寧な対応 

ねらい：保護者の立場に立ち、懸命かつ丁寧に、安心・信頼ができる対応

を心掛ける。 

実践予定内容 活動の様子を迅速かつ丁寧にお伝えする。 

フィードバックの際に子どもの様子や育ち、行った支援について分かりや

すく伝えていく。落ち着いた動作や声の大きさ、抑揚など安心感を持って

もらえるような関わりを行う。 

3 計画・ねらい 計画：整理整頓、常に清掃が行き届いた園内環境 

ねらい：必要・不必要な物を精査し、誰が見ても心地良く感じるような美

観を意識した環境をつくる。 

実践予定内容 掃除等清掃の役割分担を明確化し、園内全体が常に整理整頓、清掃が行き

届いている安心安全な環境を作る。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

日々の支援や保育を地域に発信し、地域の子育て支援の核となることを目指していく。 

縦・横の連携を深め、地域全体で子育て支援ができるよう環境調整していく。 

 

1 計画・ねらい 計画：地域の事業所との連携を図る 

ねらい：地域の児童発達支援事業所との情報交換、支援の質向上を図るた

めの連携を深める。 

実践予定内容 市役所・相談支援事業所・児童発達支援事業所・児童発達支援センターと

の関わりを深める。子どもにとって最善の支援・環境を追求し、連携を図

りながら地域全体で支援が行えるようにしていく。 
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2 計画・ねらい 計画：放課後等デイサービスとの連携を図る 

ねらい：円滑な接続を行い、就学後の不安を軽減できるようにする。 

実践予定内容 子どもの発達支援の連続性を図るため、円滑に支援が引き継がれるよう保

護者に承諾を得た上で支援内容など情報共有を行う。 

3 計画・ねらい 計画：ちきんえっぐとの共同企画の実施 

（青空保育・芸術学校・寺親屋等） 

ねらい：地域の方が気軽に足を運ぶことができる場所となり、つむぎにつ

いて認知度を高める。 

実践予定内容 PDCAサイクルを意識し、ちきんえっぐと共同イベントの企画し実施す

る。地域の子育て家庭のニーズを理解し、ニーズに応じたイベントを提案

していく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

子どもの最善の利益を考え、目標を持ち取り組める保育者を育成していく。 

保育・支援の在り方について現状に満足せず、問いを持ちながら学び続ける文化を創り上げていく。 

 

1 計画・ねらい 計画：子どもの人権をテーマにした園内研修の実施 

ねらい：研修を通し日々の保育の振り返りを行う。子どもの人権について

理解を深める。 

実践予定内容 子どもの人権・虐待防止・権利擁護についての講義を行い、理解を深め

る。グループワークを行い日々の保育・支援を見直し、振り返りを行う。 

2 計画・ねらい 計画：アプローチカリキュラムをテーマにした園内研修の実施 

ねらい：アプローチカリキュラムについて理解を深め、就学前に必要な経

験について対話し、スタッフ間で共通認識をもつ。 

実践予定内容 アプローチカリキュラムについての講義を行い、乳幼児期、就学時までに

必要な経験・力について知り逆算した保育・支援を行っていく。 

3 計画・ねらい 計画：建設的に対話ができる関係性の構築 

ねらい：子どもだけでなく、スタッフ間での互いの理解を深める 

対話を通して、学び直し学び続ける施設運営を行う。 

実践予定内容 保育・支援についての研修だけでなく、リーダーはファシリテーションな

ど、職員同士のコミュニケーションについてのアクティビティを研修に取

り入れる。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

法人子育て目標のセンス・オブ・ワンダーの基、大いに自然に関わりながら様々なことへの好奇心や

興味をもてる環境を構成する。また、循環を意識した畑仕事を計画的に実践し、子どもたちが生命・

食の循環について知ることができる機会を創っていく。 

 

1 計画・ねらい 計画：循環を意識した環境教育の実施 

ねらい：自らの体験を通して食材や食の循環・環境への意識を身に付け

る。 
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実践予定内容 日課である畑仕事を通し、食や循環について興味を持つことができる環境

づくりに取り組む。野菜の収穫だけでなく、種の収穫を行い、翌年植える

など連続した活動を行う。循環を意識した畑作りを行う。 

2 計画・ねらい 計画：自然の豊かさを感じられる活動・行事の実施 

ねらい：ホンモノの体験を通して自然との関わり方を知る。 

実践予定内容 川や山など近隣の自然と関わり、自然の豊かさや面白さを感じることがで

きる戸外活動を計画的に行っていく。 

3 計画・ねらい 計画：食と生活の繋がりを意識した活動の実施 

ねらい：食と生活の繋がりについて活動を通し知る。 

実践予定内容 畑仕事、給食の下準備、米とぎなどを生活の一部とし、食に関わることを

日常的に行う。また、戸外の畑だけでなく、室内での水耕栽培やプランタ

ー栽培など園環境を豊かにしていく。 

 

 

〈６〉インクルーシブ保育 

内箕輪どろんこ保育園・つむぎ内箕輪ルーム両スタッフが共に子ども一人ひとりと丁寧に関わり必要

な保育・支援を行う。また、両施設の相互の関係や協働が十分に発揮される土台作りを行う。 

 

1 計画・ねらい 計画：自然に協働する関係性の構築 

ねらい：PDCAサイクルを意識し、対話しながら園、つむぎ連携し 

行事・研修の企画運営を行う。 

実践予定内容 普段の保育に留まらず、行事・研修・会議体・園内整備などの施設内おお

むねの物事において共に協力し合う体制をとり、互いの専門性を活かしな

がら地域に必要とされる施設になる土台を築く。 

2 計画・ねらい 計画：共に関わりあう保護者支援 

ねらい：双方のスタッフが双方の保護者と関わり、園・つむぎの垣根を越

えて保護者支援を行っていく。 

実践予定内容 つむぎ・園の保護者共に関わりあう関係性の構築。 

行事を通して、園保護者とつむぎスタッフが関わりを持つ場をつくる。 

専門士の視点から、子育て相談を行う等、専門性を活かした保護者支援を

相互に行っていく。 

 

 

〈７〉豊かな感性と表現 

日課である戸外活動を通して、見つけた心動かす事象や、考えたことを表現できる活動を日常の保育

に取り入れていく。子ども同士で表現する過程を楽しんだり、表現する喜びを味わうことができるよ

うな環境を創っていく。 

 

1 計画・ねらい 計画：様々な本物の素材・画材に触れることのできる場づくり 

ねらい：ホンモノの素材に触れ、思いを表現する楽しさを知る。 

実践予定内容 様々な素材に触れ五感を使い、表現遊びを楽しむことができる環境を構成

する。季節や子どもの興味に合わせて素材を用意し、園内研修の際に環境

構成の振り返りを行う。 

2 計画・ねらい 計画：音に触れ、音に親しむことができる活動の実施 
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ねらい：身近な音に興味を持つ。歌を通して四季を感じる。 

実践予定内容 身近な音に興味を持ち、本物の楽器に触れる機会をつくる。 

また、素材を組み合わせ、音を作る活動を取り入れる。 

保育の中で四季の歌を歌い、歌の楽しさを感じられる機会をつくる。 

3 計画・ねらい 計画：振り返りサークル対話の実践 

ねらい：自分の気持ちを言葉や身振りで表現する経験を重ねる。 

実践予定内容 その日の活動について子ども同士で対話できる場をつくる。 

主体的な対話ができるよう、保育者が仲介に入り実践していく。 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 

   

８時３０分～１７時３０分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 

 

施設長１名 

児童発達支援管理責任者１名 

保育士１名 

機能訓練担当スタッフ１名（心理士１名） 

社会福祉士１名 

 

 

3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 ・保育園と合同で行う。行事進捗共有。 

・テーマを決め、資料を使った園内研修を行う。 

給食運営会議 月1回 ・食育活動実践報告、喫食状況の確認、配膳方法 
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事故防止委員会 月1回 ・事故のケーススタディ、各月のインシデント・ヒヤリハッ

トの共有、改善策の検討 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する。 

ケース会議 適宜 ・情報共有、支援内容の検討 

朝礼・昼礼・夕礼 毎日 ・その日の確認と振り返り、情報共有 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月１回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 
マニュアル、レシピの見直し、ルームの取り組み発表、アレ

ルギー食検討 

保健会議 年4回 マニュアルの見直し、感染症対策、衛生管理 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

テーマに即した計画的な研修の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月１回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、

近隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 
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畑係  園庭、玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案、畑の環境

整備 

生き物係 ヤギの飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案、飼育環境の

改善 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 どろんこ祭りの企画、調整、どろんこサポーターとの連携 

運動会係 運動会の企画、調整 

生活発表会係 生活発表会の企画、調整 

卒園・入園式係 卒園式・入園式の企画、調整、卒園アルバムの作成 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 0～2歳児 

 

 

 

 

 

・受容的、応答的な関わりの下で、何かを伝えようとする意欲や

身近な大人との信頼関係を育て、人と関わる力の基盤を培う。 

・五感を使い感覚の発達が促されるよう環境構成を行う。 

・一人ひとりの発達の理解を図りながら、子どもが育とうとする

力を見極めて適切な環境を用意する。 

・身振りや簡単な言葉などで、経験したことや考えたことを表現

する力を養う。 

3～5歳児 

 

・１日の生活リズムをつくり、健康な心と体を育て、自ら健康で

安全な生活をつくり出す力を養う。 

・異年齢の関わりの中で、共に達成する喜びや楽しさを味わう経

験から協調性や思いやりの心、充実感を育む。 

・身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味関

心をもつことができるようにする。 

・集団生活の中でのルールやマナーを知り、習得できるようにす

る。 

・感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、

豊かな感性や表現する力を養い、想像力を育む。 

ビジター 0～2歳児 ・様々な興味関心をもつことができる環境づくりを行う。 
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・受容的、応答的な関わりの下で大人との信頼関係を育て、安心

して通える場となる。 

・見る・聞く・触るなどの経験を通し、感覚の働きを豊かにす

る。 

3～5歳児 

 

 

 

・役割分担、ルールを守って遊ぶ共同遊びを通して、社会性の発

達を促す。 

・遊びや生活の中で数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を

重ね、興味関心を高める。 

・活動を自ら選択し、主体的に様々な人・物に関わる環境を設定

する。 

・見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すこ

とができるようにする。 

事業所内相談支

援 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」を作成 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連

携 

随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への

対応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

好きな人と好きな場所でテーブルを囲み、コミュニケーションを取りながら楽しむ「食事の時間」は

子どもの意欲を育てるうえで最も重要な時間であることを意識し、「食を営む力」の育成に向け、そ

の基礎を培うことを目標とし保育・支援にあたる。 

 

1 計画・ねらい 計画：好きな人と好きな場所で食べることができる場づくり 

ねらい：食べる時間が楽しい物になるよう、四季に合わせた環境設定を行

う。 

実践予定内容 スタッフ間で連携を図り、クラスの枠を超えて異年齢で好きな人と食べる

ことができる環境を作っていく。場所も縁側に限らず、時には園庭など四

季を感じながら食事を楽しめるようにしていく。 

2 計画・ねらい 計画：日常にかかわる食育の推進 

ねらい：食との関わりを身近に感じる。 
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実践予定内容 毎日の野菜の下処理の手伝い、米とぎ、調理活動など直接的に食に関わる

体験だけでなく、コンポストなど循環を意識した食育を実施する。 

五感から、給食の時間であることに気づき、自ら手洗い、配膳ができるよ

うな動線を意識した環境設定を行う。 

3 計画・ねらい 計画：戸外で目一杯遊び、空腹の延長で食事の時間を迎える 

ねらい：戸外で体を動かし、お腹が空き食事をとり、午睡を行うなど生活

リズムの安定を図る。 

 実践予定内容 長距離散歩・畑仕事・生き物の世話など日を浴び、体を動かす活動を午前

中目一杯行う。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

児童への保健指導・取組等 うがい、手洗い指導、歯磨き指導、体力作り、湿度温度管理 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

6月頃･･･手足口病 

12月頃･･･流行性胃腸炎 

1月頃･･･インフルエンザ 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

対象者なし 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在5名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

行政からのお知らせの掲示、保健関係研修の受講 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 
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不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

身長体重測定 毎月1回／20日 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

虐待防止研修 年2回／4月・10月 

施設内虐待防止委員会  年2回／9月・2月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

一人ひとりが、安心して過ごせるインクルーシブな環境を保育者・子ども共に対話しながら創り上げ

ていく。子ども同士が協同する中で、Trial&Errorを経験できる環境を意図的に創っていく。 

 

 

1 

計画・ねらい 計画：園内全体を通し、静と動を意識した環境づくり 

ねらい：個々の発達を理解し、誰もが安心し過ごすことができる環境を創

っていく。 

実践予定内容 体を動かせるスペース、落ち着いて休むことのできるスペースなど、その

日の気持ちによって、自ら選択し安心して過ごせる環境を創る。 

2 計画・ねらい 計画：園庭、室内の整理整頓された環境をつくる 

ねらい：子ども自らが片付けたいと思える環境を創る。 

実践予定内容 大人も子どもも視覚的に分かりやすく、片付けやすい環境づくりを行う。 

玩具等の点検も毎日実施し、安心安全で清潔に整えられた環境を創る。 

3 計画・ねらい 計画：連続性のある遊びを行える環境づくり 

ねらい：明日やりたいことなど期待を持ち登園できるような保育環境を創

っていく。 

実践予定内容 協力し、作ることの楽しさや面白さを実感できるような環境を創ってい

く。子どもたちからの遊びの発信を大切にし、実現できるよう子ども・大

人共に対話しながら遊びや環境を創っていく。 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 非常災害時の対策として、消防計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消火

訓練の実施 

2 実践予定内容 防災設備点検の実施（自動火災探知機、煙感知器、誘導灯、排煙窓） 

3 実践予定内容 年2回の不審者訓練実施 

オートロックでの外部侵入者の立ち入り防止 

警察との連携（不審者情報共有、交通安全教室） 

4 実践予定内容 ヒヤリハット、インシデント、事故防止記録記載による事故の防止 

事故防止委員会による検討会議 

リスクマネジメント研修 

5 実践予定内容 園内外のハザードマップによる危険個所の確認と安全確認の周知 

環境変化や状況によりその都度見直し、更新をはかる 

6 実践予定内容 光化学スモッグ発生時には、自治体などより発信される情報をチェック

し、発生時には屋外での活動を控える 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

次世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材の育成に尽力する。 

ボランティア、専門士の実習・職場体験を通し、インクルーシブ保育の理解を深める。 

 

1 実践予定内容 保育士・機能訓練士の受け入れを行う。 

受け入れのマニュアルを元に、受け入れ側の配慮を学ぶ 

2 実践予定内容 中高生の職場体験を行い、保育・福祉の仕事について知ってもらう 

3 実践予定内容 地域のボランティアを受け入れ、地域におけるインクルーシブ保育の推進

をはかる 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
毎月全体会議の中で園内研修として６０分以上は設け、テーマに沿ってアクティビティを用いながら

討議を行い、スタッフ全体で意見を出し合い、スタッフ自らOODAに即して子どもの観察から大切に

したいことを見出せる力をつけていく。また、その場限りで話が終わることなく、次の日からの保育

に活かし、実践の経過を翌月の園内研修の場で振り返るといった流れの中で、通年通して連続性のあ

る園内研修の運営をつむぎと内箕輪どろんこ保育園が協働し行って行く。 
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〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 虐待防止研修 

③ 接遇 

・人権・権利擁護 

・接遇面での理解 

5月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② インクルーシブ保育 

③ 日課・６つの力について 

・ 要支援児対応について 

・インクルーシブ保育における共通

認識、課題の抽出 

・日々の日課の意図を考える。 

理解を深める 

6月16日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  「環境」～環境構成～ 

・園内環境の振り返り 

必要に応じて環境の見直しを行う 

7月21日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  発達と遊び 

・感覚統合の視点から遊びを考え、

発達に応じた遊びを知る 

8月18日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②10の姿(保育所保育指針) 

・保育所保育指針における10の姿に

ついて理解を深める 

9月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  アプローチカリキュラム 

・小学校の連携について 

・就学時のアプローチカリキュラム

について理解を深める 

10月20日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  虐待防止研修 

「子どもの人権」 

・虐待の早期発見 

・子どもの人権に関する理解を深め

る 



20221215版 

11月17日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  「環境」～表現～ 

・園内環境の振り返り、見直し 

・表現に重点を置いた環境構成につ

いての理解 

12月15日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  振り返り① 

・事業計画の振り返り 

・次年度に向けての課題抽出 

1月19日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  振り返り② 

・組織目標、園目標の振り返り 

・保育、環境構成の振り返り 

2月22日 18:00～21:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議① 

 ・次年度の行事役割分担 

今年度の振り返りをもとに次年度の

計画を行う 

3月3日 9:00～18:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  策定会議② 

 ・目的・ねらいをもとに、次年度の

行事、遠足の行き先を決める。 

畝作り研修の実施 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 
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8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域子育て支援センター「ちきんえっぐ」と連携を図り、保護者向け、親子向けのイベントを計画し

実施する。地域の子育て世帯が気軽に足を運べる場として認知してもらえるよう地域に活動の様子を

発信していく。 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：内箕輪運動公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事参加、高齢者施設訪問 

異年齢交流 近隣小学生と交流、卒園児交流 

地域拠点活動 青空保育、子育て相談 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

職員間交流を通し、就学までに必要な力について知り、逆算し保育・支援内容を工夫していく。 

子ども間交流を年２回以上実施し、小学校就学に対して期待を持てるようにしていく。 

縦の連携を深め、情報共有を図り円滑に支援が引き継がれるようにしていく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

5月頃 八重原小学校  20名予定 運動会見学 

（八重原小校庭） 

子ども間交流 

10月頃 八重原小学校  20名予定 小学校見学 

（八重原小校内） 

子ども間交流 

3月頃 八重原小学校  

 

1～2名 

予定 

年長児引継ぎ 

（八重原小校内） 

職員間交流・連携 

未定 

 

八重原小学校 

支援学級 

1～2名 

予定 

授業参観 

（八重原小学校教室） 

スタッフの学び 
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未定 君津特別支援学校 1～2名 

予定 

授業参観 

（君津特別支援学校教

室） 

スタッフの学び 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

個別支援計画書をもとに、日々の支援を行うが、子どもの状況や様子に変化が見られた場合、 

その都度、課題の見直しを行い、保護者への説明を行う。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：４名予定） 

毎月１回、児童個人の支援や現状や課題について、またはマンスリー・ビジター支援のあり方につい

てなど様々なケースを題材にし、支援の検証をする。 

ケース会議を希望する職員がいれば回数を増やし随時開催する。 

 

また、内箕輪どろんこ保育園と連携しながら、共に子どもを見る中で要支援児の個別支援計画書、課

題の整理表を作成し、多様な人との関わりの中で子どもの姿の変化を職員同士で共有し、多様な視点

から子どもを援助していくようにする。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

各自治体と連携を図り、就学相談の流れに沿って進めていく。早期の段階で保護者の相談を受けなが

ら、子どもたちが安心して就学できるように、適切な支援をしていく。 

就学先や放課後デイサービス事業所などにしっかりとした引継ぎを行い、支援が途切れないようにす
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る。 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（金）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（月）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：内箕輪運動公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

受審予定なし 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年某日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１２時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 安心して園で過ごすことができる 

重点施策 大人も子どもも、心地良く過ごせる静と動を意識した環境構成を行う。 
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日課を日々実践し、遊ぶ・寝る・食べる等生活リズムを整える。 

職員会議を活用し、スタッフ同士の対話の時間を設け保育を振り返り、そ

の都度保育の見直しを行う。 

2024年度 目指す姿 つむぎ・保育園スタッフの連携を深め、質の高い保育行う 

重点施策 つむぎ・保育園スタッフ共に対話し今必要な経験を考え、子どもと共に保

育を創っていく。また、立場を超えて対話できる関係性を構築する。 

法人の日課、６つの力の意図やねらいを理解し、自分の言葉で語れるよう

になる。 

インクルーシブ保育の様子、変化などを可視化し保護者、スタッフ、子ど

もが見て理解できる機会をつくる。 

2025年度 目指す姿 心地よいコミュニケーションをとって活動の幅を広げられる 

重点施策 地域の小学校・園・他事業所と円滑に連携を行える。 

法人内だけでなく、地域に対してインクルーシブ保育を発信していく。 

ちきんえっぐと連携し、地域の保護者・子どもに対してのイベントの実

施。保護者や地域の人が「また来たい」と思える地域の拠り所となる。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 内箕輪ルーム 施設長 榊原 里紗 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 海老名ルーム 

事業計画書 
 

 

1. 基本方針 
 

つむぎ海老名ルームスタッフは併設園利用児全員がお互いにぶつかり合い、支え合い、学び合う

家族と考え、全ての子どもの成長が互いに繋がっている事を意識する。 

既存の支援の在り方に囚われず、自ら併設園の環境に立ち、子どもの成長の為に何が出来るのか

専門性を活かし、挑戦を繰り返していく。 

園で起きる全ての支援が全部、自分事として保育園スタッフと一緒にインクルーシブな環境を作

り出していく。 

 

1 続・原点回帰 

①子どもの「生きる力を育む」ために、日課・基本保育活動を全施設で実施する 

日課・基本保育活動を利用児全員が経験する。特に長距離散歩は健康な体作りという単一的な成

長の場と捉えず、公共という社会と触れ合う経験、自然環境と触れ合い感性を育む場など健康な

体作り以上に子どもの成長に繋げる。 

②食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

畑仕事と田植え、稲刈りを全員が経験する。食の循環・環境への意識を身に着ける為、循環の一

部を切り取った活動は行わない。動植物を自らが役割を担い育む中で、命への視点や尊さを感じ

る。また、「食す」までの活動を通し「命をいただく」機会を用意する。 

2 小1を知る：小学校1年生を見て知り、逆算した保育を遂行する 

地域の教育機関へ出向き、教育現場を知る機会を得る。学習だけに目を向けずに「そこで生活す

る」ことをイメージし、就学準備を行っていく。 

3 大人のにんげん力UP：学び続ける文化の醸成 

「大人も子どもも失敗と経験の中で成長する」を念頭に置き、スタッフは常に目標を持った一年

を過ごす。また、施設長はスタッフの「やりたい想い」を大事にし、どろんこ会の理念に沿いな

がらチャレンジする経験をサポートする。スタッフ自身が自ら考え、答えをもち、挑戦し続ける

背中を子どもに見せられる人となる。 

4 接遇★神対応：相手の気持ちに寄り添い、「もう最高に幸せ！」と思っていただけるように接す

る 

対応：利用者目線に立ち、「自分ならこうして欲しい」という接遇をスタートラインとし、月間

の目標を年12回達成する。 

環境：利用者目線に立ち、園の全エリアをスタッフが実際に使用する。「自分が使ってみて」と

いう使用感が伴った上で改善点を考え、「かゆいところに手が届く」と思ってもらえるよう、ル

ームの全ての場所にスタッフがこだわりを持つ。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 

 

【計画】 

併設園の生活環境を活かし、支援は園の生活を共にする中で実施する。 

【ねらい】 

利用児全員が生活を共にする中で成長する姿をスタッフが支援し、その為
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に自分は何が出来るかを常に考える。 

実践予定内容 日課・基本保育活動・行事等を併設スタッフ全員で考えていく。園から切

り取った支援を作るのではなく、併設園児全員で遊び、生活をするための

支援を実施する。 

2 計画・ねらい 【計画】 

生活環境に専門性を活かし、子ども一人一人の理解を園と一緒に深める。

【ねらい】 

作られた園の流れにつむぎを入れるのではなく、作る時点から利用児全員

を想定して生活環境をスタッフ全員で作っていく。 

実践予定内容 月案・行事計画など園で作成する内容を共にし、そこに専門職としての視

点も共有していく。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 【計画】 

「安心して子どもを預けて仕事に行ける」「今日もがんばった」と一日の

始まりと終わりを気持ちよく送迎時に感じてもらえる。 

【ねらい】 

関りの始まりは常に挨拶から。送迎という短い時間に気持ち良い接遇を感

じていただく。 

実践予定内容 送迎時の短い時間の接遇にこだわり、気持ちの良い挨拶・表情・対応・言

葉がけを行っていく。特に挨拶はルームのどこにいても全スタッフが心が

け、明るくはっきりと聞こえる声を意識する。 

2 計画・ねらい 【計画】 

併設園を利用する全ての保護者を支援対象とし、園と連携した保護者支援

を行う。 

【ねらい】 

併設園として多角的な視点から子育て相談を受け、保護者支援をおこなっ

ていく。 

実践予定内容 発達の遅れやその他、育児に関する相談内容は園と共有しながら意見を交

わし、支援に繋げる。また、平日に相談が難しいご家族が多いので定期的

な土曜の相談日を設置していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 【計画】 

専門性を活かした情報発信や地域の子どもと交流を持てる場を持ってい

く。 

【ねらい】 

スタッフ全員がルーム内だけでは無く、地域の子育てという広い視野で自

分の専門性を活かしていく。 

実践予定内容 地域保育園へ公開型の勉強会（遠隔参加可）や青空保育を実施していく。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 【計画】 

併設園という環境下の支援をスタッフが自分の言葉で語れるようになる。 

【ねらい】 

併設園という環境の強みにこだわった支援を考え、実践できる人材に成長

していく。 

実践予定内容 専門的視点を活かし、子ども達同士の体験を保障していく。集団から切り

離すのではなく、マンスリー共に集団の中で支援を行う。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 【計画】選ばれる園になる為、法人で求められる基準に到達する。また、

ルーム内で環境構成における園長大学動画を各位スタッフが視聴し、遊び

のエリアにそれぞれに子どもたちが遊びこめる環境を整えていく。 

【ねらい】園環境のすべてがサービスの対象と捕らえ、全スタッフが内部

監査項目で求められる視点と繋がる支援について理解する。また、環境が

子どもの遊びになぜ重要かを自分で考え作っていけるルームになる。 

実践予定内容 内部監査の指摘項目は5項目以内を目指す。また、継続的にルーム内の整

理整頓の機会を持つ。内部監査項目に関しては全スタッフに共有し日頃か

ら意識してルーム環境を整える。 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

〈２〉開所時間 
   

８時３０分～１７時３０分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者１名 （施設長兼務） 

保育士３名 

機能訓練担当スタッフ２名（作業療法士１名、理学療法士１名） 
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3. 運営方針 
 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・利用児童情報の共有 

・マニュアル読み合わせ 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う。 

給食運営会議 月1回 ・食育会議の策定 

・食育活動実施の内容 

・喫食状況（残食記録）の確認 

・給食簿指摘事項の改善 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット、インシデントの分析 

・ハザードマップの見直し 

・自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ及び改善策

の策定 

・全事故防止委員会での内容共有 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議  障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 

・献立の内容改善、提案 

・給食提供マニュアル及び運用ルールの作成見直し 

・食育計画策定 

保健会議 年4回 
・感染症対策やガイドラインの作成、改善 

・保険計画策定 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 ・子どもの理解を深める。 
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〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  室内の水耕栽培、計画的な畑仕事や田植えの立案 

生き物係 めだかの飼育管理、ビオトープ作成の指揮、動物や植物に触れる機

会の検討立案 

体験学習係  毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保護者の協力を仰ぎながら、準備、活動を共に行う。 

運動会係 行事の計画、立案、実施 

生活発表会 行事の計画、立案、実施 

  

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・園と生活を共にし、日課・基本保育活動を通して一日の流れに

少しずつ慣れていけるよう支援していく。 

・子どもが活動を選択できる環境を整え、安心して過ごすことが

出来るよう支援していく。 

・子ども一人一人の理解を深め、スタッフと関係性を構築してい

けるよう支援していく。 
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下半期 

 

・選択できる環境、見守られる環境の中で自分の興味を広げ、遊

びに没頭できるよう支援していく。 

・併設園児が互いに関わり合い、人と関わる中で集団性や社会性

を養っていけるよう支援していく。 

ビジター 上半期 

 

・母園とは違う集団の中で生活を共にし、日課・基本保育活動を

マンスリー同様に経験していけるよう支援していく。 

・子どもが活動を選択できる環境を整え、安心して過ごすことが

出来るよう支援していく。 

・子ども一人ひとりの理解を深め、スタッフと関係性を構築して

いけるよう支援していく。 

下半期 

 

・選択できる環境、見守られる環境の中で自分の興味を広げ、遊

びに没頭できるよう支援していく。 

・互いに関わり合い、人と関わる中で集団性や社会性を養ってい

けるよう支援していく。 

個別支援  ・個別支援は１対１の時間ではなく、集団に繋げる為の個人に必

要な経験を評価し提供していく時間とする。 

・個別支援は選択の1つであり、利用時間を個別支援だけに制限

することはしない。個別に配慮しながら集団に繋げていけるよう

支援していく。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい ・自ら食べ物に食らいつく。食べる事が大好きな子どもを増やす。 

実践予定内容 ・大人も子供も午前中にしっかり体を動かして、空腹状態でお昼を迎え

る。 
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・気持ちよく食事をとれるよう、食事中であっても床や机を清潔に保つよ

う心掛ける。 

2 計画・ねらい 食の循環を知り、命を頂いていることを感じる。 

実践予定内容 利用児全員が畑仕事や田植えの経験を通し食の循環を学ぶ。普段食べてい

るものは育まれ、実り、収穫され食卓に並んでいる事。また、それぞれの

過程に「仕事」という人の関りが存在している事を知り、自らがそれを担

い「ものを食べる」ということへ子どもが考える機会を設ける。 

 

 

〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6月頃･･･ウイルス性胃腸炎 

12月頃･･･インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

ダイアップ･･･0名 

エピペン･･･0名 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在3名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ2名については5月1日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在3名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフ2名については5月1日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 
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衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック・虐待防止研修 

年2回／4･10月の施設内会議時 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 「ほっ」とくつろげるカフェスペースを常に用意する。 

実践予定内容 利用者がいつ来てもくつろげるように、カフェは清潔に保ち、整理整頓が

されている状態にする。 

2 計画・ねらい 子どもたちが毎日、自発的に遊びを選択し、遊びこめる環境を整える。 

実践予定内容 子どもたちが自ら届く高さに遊具が設置され、自発的に遊びを選ぶことが

出来る環境を整える。また、選択した遊びをその場で遊びこめるように

机、いす、棚などの環境を整える。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 
該当無し 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 安全管理 安全管理マニュアルの内容をスタッフと共有し、マニュアルに基づいた運

営管理を行う。 

2 危機管理 事故発生時に危機管理マニュアルの内容をスタッフと共有し、マニュアル

に基づいた危機管理を行う。 

3 救命講習会の実

施 

脱水症状、大きなけが、心臓マッサージなど応急処置に関する基礎的な知

識を学び、事故発生時に適切な対応が出来るようにする。 

4 防火管理 防火管理者の選任と所轄消防署への届け出の提出 

消防計画を作成し、内容をスタッフと共有する。 

法人が定めた防災訓練のスケジュールに沿って訓練の実施を行う。 

5 光化学スモッグ 横浜市からの情報を確認し、スタッフへ共有する。戸外活動中であった場

合は日陰への誘導や帰園など適切に判断し、対応する。 



20221215版 

 

6. 実習生・中高生の受入 
〈１〉今年度の方針・テーマ 

東海大学大学院から受け入れ予定 

併設園という環境下で、子どもたちが障害の有無に関わらず、互いに関わることで成長する姿から

子どもたちを発達という知識で捉えるのではなく成長を考える機会をもってもらう。 

 

1 実践予定内容 支援の基礎知識を知ると同時に生活の中で子どもたちの成長を支援するこ

とを一緒に生活する中で学ぶ。 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月７日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ケガケーススタディ 

③  マニュアル読み合わせ 

④ 担当クラス振り返り 

⑤ 保護者対応・接遇 

⑥ 虐待防止研修 

⑦ 人権チェック 

マニュアルの共有  

5月１２日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  日課について 

③ 熱中症の危機管理 

日課の意図を確認 
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6月９日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  水遊びの事故と対応 

③  食材・食循環 

水遊びの注意共有  

7月７日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  小学校１年生を想像して

逆算した保育 

 就学を意識した時に今必要なほいく

についての学び 

8月１８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育勉強会 
子どもを見る視点  

9月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  遊びの環境 
子ども達が遊ぶ環境の見直し  

10月１３日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  薄着と裸足 

③  リズム体操 

④ 虐待防止研修 

⑤ 人権チェック 

身体と保育 

養護の観点から関わりへの振り返り 

11月１０日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  感染予防 
成長が繋がる姿の確認  

12月８日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  ６つの力 

③ MBOの評価 

④ 全体保育の見直し 

感染症の予防や消毒方法の確認 

1月１２日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  「子どもの生きる力」 
社会を鑑みた求められる保育とは 

2月９日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  年度の振り返り 
一年を振り返って、策定鍵に臨む  

3月８日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  次年度、方針設定 
課題の共有と目標の設定  

 

 

〈２〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
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業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
近隣の保育園や幼稚園、商業施設との関わりを持ち、コミュニケーションを大切におこなってい

く。海老名ルームが保護者や地域に開かれた講座や座談会などを開催し、地域に貢献できる事業所を

目指す。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 

（保育園と共催） 

月1回  公園名：海老名駅周辺の公園にて 

絵本・紙芝居等 季節や天候に合わせて内容を実施していく。 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との交流（ケアプラザ訪問） 

大学生のボランティア受け入れ 

異年齢交流 小学校訪問 

地域拠点活動 インクルーシブ保育の有効性 体や環境に関する専門性を活かした勉強

会を地域への一般公開や近隣園の保育園に展開していく。 
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9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
近隣小学校への訪問を通して連携を始めていく。就学支援シートによる引継ぎのみに頼るのではな

く訪問相談支援の開始に繋がるよう、関係機関との基盤を作っていく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を5月1日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

6月頃 近隣小学校 

（園の計画に準ずる） 

2～3名 見学 開所挨拶 

11月頃 近隣小学校 

（園の計画に準ずる） 

２～3名 情報交換 交流 

2月頃 近隣小学校 

（園と検討） 

2～３名 情報交換 次年度準備 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
生活場面より子どもの様子を確認し、他職種の視点から子どもの理解を深めたうえで長期目標から

逆算した短期目標を設定し、支援していく。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 
生活場面の様子から園と相談し検討する子どもを決めて開催する。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

※保育園の計画に準ずる 
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つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ※保育園の計画に準ずる 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（水）10:00～12:00 ※保育園の計画に準ずる 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 ※保育園の計画に準ずる 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 ※保育園の計画に準ずる 

青空保育 月1回   公園名： 周辺の公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
 

受審予定なし 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２４年２月２６日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定であ

る。 

自己評価開始予定時刻：１３時３０分 

自己評価終了予定時刻：１６時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、スタッフアンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉当年度以降の3カ年計画 
2023年度 目指す姿 併設園という環境を活かし成長に繋げる事が出来る。 

重点施策 併設園の中で子どもが生活する全ての時間に「10より100の経験」を意識

し成長に繋げる。日課・基本活動を中心に生活の中で併設園児全員の成長を

支援し見守る。 

2024年度 目指す姿 併設園の取り組みを地域に伝えていき、また、園から外に出て地域を支援し

ていける園となる。 
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重点施策 １年目の支援から生活の中で子どもを支援する視点を活かし、積極的に近隣

保育園に訪問支援を行っていく。 

2025年度 目指す姿 海老名市に園庭付きの併設園設立に繋がるモデル園となる。 

重点施策 １年目、２年目の支援から「インクルージョン」から繋がる子供たちの成長

について取り組みをまとめ、公開型の勉強会等を通して外部発信を積極的に

行い、海老名市に併設園の在り方を示していく。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 海老名ルーム 施設長 庄司 宜史 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 香取台ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

つむぎ香取台ルームは２０２３年４月より、つくば市に保育所、児童発達支援事業所、放課後等デ

イサービス、放課後児童クラブの４つの事業をひとつ屋根の下で始める。日々の支援・保育は国が定

める保育所保育指針、児童発達支援ガイドライン等を含む、指針、要領、ガイドラインこれらを熟知

したうえで行う。つむぎ香取台ルームで行う支援は保育所保育指針、児童発達支援ガイドラインに共

通する「一人ひとりの子どもが主体的に活動し、自発性や探索意欲などを高めるとともに、自分への

自信をもつ」ことを育み、放課後等デイサービスでは放課後児童クラブとの連携に努め、地域社会に

おける子どもの生活を保障することを目指す。 

 

どろんこ会が目指す社会として、２０２３年度施設運営方針に基づきどろんこ会が構想する社会を

目指す。インクルーシブ保育、インクルーシブな社会の実現のため園舎は誰もが自由に行き来できる

場であり、子ども・スタッフ・保護者・地域の方との連携・協働を深め、子育て支援、発達支援の拠

点として入り口となり「地域とともにあるルーム」を目指す。つむぎを利用する子ども、保護者にと

って居心地のいい場所となるため、保護者とのコミュニケーション、環境設定や支援の向上を目指し

ていく。 

 

子どもたちは遊び、野外体験、１００のホンモノの経験を提案・実践しながら、一人ひとりの「や

ってみたい」という気持ちを大切にし、思考力、判断力、表現力等を高めていく。遊びだけではな

く、自己選択すべきこと、大人が背中を見せて一緒に行う活動、日課や畑仕事等を計画的に展開し、

意欲をもって働くことができる人格形成を見据え、日課や畑仕事に取り組んでいく。 

 

スタッフは子どもたちの就学や進学を見据え、小学校、中学校、特別支援級、支援学校のカリキュ

ラムを把握し、日々の支援・保護者支援を行っていく。 

 

法人保育理念  「にんげん力。育てます。」 

必要な遊び、野外体験を提案実施し、“自分で考え、行動する思考”を育む。 

 

子育て目標  「センス・オブ・ワンダー」 

子どもが“畑仕事・稲刈り・ヤギや鶏の世話などの労働” や“自然の中での体

験”を通して、ものの性質や身近な事象・生命の尊さ・食材や食の循環に気づく

ことができるように、１０よりも１００の経験を与え、子どもが“したいと思う

活動”を安全に行えるように見守り、支援していく。 

  

「人対人コミュニケーション」 

         地域交流を実施していくうえで、一人でも多くの人と挨拶を交わし、一つでも多く

の仕事を目にする機会を用意し、“感じたこと・考えたこと”を言葉で、ジェスチ

ャーで、表情で、描いて、造って、表現できる子どもを育成していく。 

 



20221215版 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：信頼関係の礎を築く 

ねらい：信頼関係を築くことで、安心した状況下で支援を行うことがで

き、子ども本来の力を引き出すことに繋がる。 

実践予定内容 サークル対話や活動を通して、信頼関係の構築を図り、子どもや大人はお

互いを認め合うことでインクルーシブ保育を展開させる。 

2 計画・ねらい 計画：子どもの成長・発達を見据えた支援 

ねらい：子ども一人ひとりに適した支援を行う。 

実践予定内容 子ども一人ひとりの個性や発達を尊重し、子どもに必要な支援、体験を提

供していく。 

3 計画・ねらい 計画：子どもの主体性、にんげん力を育むことのできる環境設定 

ねらい：主体的に活動を行い、自発性や探索意欲などを高めるとともに、

自分への自信をもつ。 

実践予定内容 子どもが生活や遊びを通して、「やってみたい。」と思うことのできる活

動の実施。スタッフは子どもの様子に合わせて環境を変化させ、子どもが

「やってみたい。」と思える活動を行っていく。また、子どもが「使って

みたい。」と思った時に材料や道具をすぐ手に取ることのできる環境を構

築する。 

4 計画・ねらい 計画：畑仕事や日課の充実、自然を活かした支援 

ねらい：日課の経験、自然の中でホンモノに触れることを通して、興味を

もつことから実際に取り組んでみることに繋げていく。 

実践予定内容 畑仕事を通して、作物を育て作物に興味を持ち、調理から食べてみること

に繋がる支援の提供。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：保護者とのラポール形成 

ねらい：保護者とのコミュニケーションを丁寧に行い、安心して継続した

支援ができることを目指す。 

実践予定内容 全スタッフが挨拶を交わし、支援後のフィードバック以外でも保護者とコ

ミュニケーションを深めることでラポールの形成に繋がり、スタッフに相

談等を含めた話が気軽にできることを目指す。 

2 計画・ねらい 計画：保護者交流会や勉強会の実施 

ねらい：保護者の交流の場として実施するとともに子育てや教育に関する

不安を取り除く。 

実践予定内容 事業問わず、保護者が交流する機会を設けることで保護者間の交流が活発

になることを目指し、保護者と一緒にルームの発展を図る。 

子育てや就学・進学に関する情報共有、発達に関する勉強会を開催し、子

育てや就学等に安心感をもたらす。 

3 計画・ねらい 計画：「事業所内相談」の充実 

ねらい：特定の利用者だけではなく、すべての利用者に定期的に相談でき

る機会を設け、子育てに関することや悩みについて話すことができる場と
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なり、スタッフとして信頼関係を構築していく。 

実践予定内容 月1回の「事業所内相談」の利用を積極的に勧め、保護者の抱えている相

談等に丁寧に対応する。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：保護者・地域の方を対象とした子育て相談会の開催 

ねらい：子育ての楽しさ、アドバイスを行い、継続した支援を行っていく

とともに地域向けの相談会開催はルームの広報ともなり、集客に繋げてい

く。 

実践予定内容 子育て支援センターちきんえっぐの子育て相談日に専門士による相談日を

設定し、専門的な視点からのアドバイス等を行う。 

2 計画・ねらい 計画：地域の方を交えた体験学習の実施 

ねらい：つむぎで行っている支援を体験学習という形で地域の方の参加を

告知し、ルームの広報、集客に繋げていく。 

実践予定内容 地域の方への参加を促し、一緒になって楽しむ。意味のある体験学習を行

う。 

3 計画・ねらい 計画：地域に向けた作物の販売・有効活用 

ねらい：ルームとしての畑仕事の広報、販売より地域の方との交流を図

る。 

実践予定内容 ルームで育てられた作物を地域に向けて販売していく。価格や販売方法な

どは子どもたちが設定していく。地域の方にルームを知っていただき、子

どもたちやスタッフは地域の方とコミュニケーションを大切にすること

で、親しみのあるルームを目指す。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 計画：大人のにんげん力UP 

ねらい：スタッフ一人ひとりの支援・保育の質を高め、子どもの成長に貢

献する。 

実践予定内容 スタッフは学び続ことを惜しまず、学んだことをスタッフへアウトプット

し、一人ひとりの支援・保育の質を高める。 

社会人としてのマナーを守り、相手の気持ちに寄り添い気持ちの良いと思

える対応をする。 

保育マニュアルの理解と実践が現場で正確に行えるよう定期的にロールプ

レイを含めて行い品質の維持を図る。 

2 計画・ねらい 計画：子どもの成長を楽しむことができる。 

ねらい：子ども一人ひとりの全体像を把握し、その子に合った支援を提供

する。 

実践予定内容 スタッフは子どもの発達段階を理解し、子ども一人ひとりの個性を尊重す

る。子どもが日々成長する姿をスタッフ間で共有し、保護者に対しても丁

寧に伝える。また、スタッフは小学１年生を知っていくことで学校教育を
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逆算した保育・支援を行っていく。 

3 計画・ねらい 計画：事業形態にとらわれないスタッフの連携と協働 

ねらい：壁のないコミュニケーションをとり、香取台として地域に貢献し

ていく。 

実践予定内容 スタッフ間の対話を深め、良好な職場環境を構築していく。スタッフは協

働意欲を高めることで事業形態にとらわれることなく、業務を遂行してい

く。ひとつ屋根の下で過ごす子どもたちにスタッフは寄り添って関わるこ

とで信頼関係を築く。また、子どもたちだけではなく保護者を含む利用者

の方と丁寧なコミュニケーションを行う。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：食の循環、環境への意識を育む環境保育の実践 

ねらい：食への興味をもてるよう、育てることから始めいく。 

実践予定内容 糞・ゴミの堆肥化、日課としての田・畑仕事、食材の加工、命をいただく

（捌く・解体する）等の体験を通して食の循環・環境への意識を身に付け

る。 

2 計画・ねらい 計画：研究学園都市「つくば」の様々な地域環境を活用し、遊びや体験に

繋げていく。 

ねらい：香取台の活動から地域発展に繋げていく。 

実践予定内容 自然から科学まで、あらゆる分野での機関が集中する「つくば」ならでは

の環境を活かし、子どもたちの興味とやってみようとする気持ちの後押し

をしていく。 

3 計画・ねらい 計画：3大食育方針を推進し、その記録を社外に広報する。 

ねらい：香取台の活動を広報し、行ってみたいと思ってもらえることで集

客に繋げる。 

実践予定内容 子どもが自分でできることを自分でするなど、子どもの意欲を育てる食事

環境を設定する。 

ブログ・SNSで活動の様子を伝え、地域に伝えていく。 

 

 

〈６〉インクルーシブ保育・インクルーシブな社会の実践 

1 計画・ねらい 計画：お互いを認め合うチーム 

ねらい：インクルーシブ保育・教育を実践するために、まずはスタッフか

ら始めることで子どもの見本となる姿を見せる。 

実践予定内容 スタッフは対話を深め、お互いの個性を認め合い、協働的でかつ良好な職

場環境を構築していく。大人が手本となる姿を子どもたちに見せることで

インクルーシブ保育からインクルーシブな社会に繋げていく。 

保護者を含む利用者や地域の方に丁寧なコミュニケーションを図り、安心

して来所していただき、地域とともにあるルームとして存在する。 
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2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日 

放課後等デイサービス １０人／日 

 

 

〈２〉開所時間 
   

８時３０分～１8時３０分 

 

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長兼児童発達管理責任者1名 

保育士２名 

児童指導員１名 

機能訓練担当スタッフ２名（言語聴覚士１名、作業療法士１名） 

 

 

 

3. 運営方針 
〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・コンピテンシー振り返り 

・運営マニュアル・保育の品質マニュアルの読み合わせ 

・スタッフによる勉強会の実施 

・活動の振り返り及び共有、子どもの姿の共有 

給食運営会議 月1回 保育園合同実施 

・給食内容の検討 

・マニュアル確認 

・各クラスの状況共有 

・アレルギー食、アレルギー児童対応 

・食育活動実施内容 
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事故防止委員会 月1回 保育園合同実施 

・ヒヤリハット、インシデントの分析 

・ハザードマップの見直し 

・自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ及び改善策

の策定 

・全事故防止委員会での内容共有 

虐待防止委員会 9月・2月 ・虐待防止研修内容の策定 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画書作成に向けての会議の実施 

・対象児童の全体像の把握 

・支援目標の設定と支援方法の検討 

つむぎ会議 週１回 ・利用児童の情報共有 

・活動プログラムの計画・立案 

・成果物等の発表 

週会議 週１回 ・週案の振り返り 

・園児、マンスリー児の情報共有 

・活動内容の検討 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 

・各部門からの伝達 

・つむぎ間の情報共有 

・運営状況の見直しなど 

施設長勉強会 月1回 
・テーマに即した計画的な研究の遂行 

・どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月１回 ・障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 ・インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 

・献立の内容改善、提案 

・給食提供マニュアル及び運用ルールの作成見直し 

・食育計画策定 

保健会議 年4回 
・感染症対策やガイドラインの作成、改善 

・保健計画策定 

子育ての質を上げる

会議 

月1回 ・保育の質向上に向けたスキルアップ研修 
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〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  屋上、玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 めだかの飼育管理、ビオトープ作成の指揮、動物や植物に触れる機

会の検討立案 

体験学習係  体験活動の企画・運営 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 

（保育園合同） 

行事の計画、立案、実施 

運動会係 

（保育園合同） 

行事の計画、立案、実施 

生活発表会係 

（保育園合同） 

行事の計画、立案、実施 

子育て支援・相談係 子育てに関する相談業務、子育て支援「ちきんえっぐ」開催 

 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・保育園の生活や活動に慣れ、子どもや大人と関わりを通して安

心して過ごすことができるよう支援していく。 

・日課、戸外活動など基本保育活動を通して子どもの成長に必要
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な体験を日常的に行い、生きる力を育む。 

・生活を通して身辺動作への取り組み、基礎体力の向上を図る。 

下半期 

 

・生活を通して、自分で考え、自分で選択できる力をつける。 

・他児と遊びを共有し、関わりを通して、コミュニケーション能

力を高め、主体性を大切にしながら集団生活を楽しむ。 

・異年齢で過ごす中で、お互いを尊重し合い誰もが受け入れるこ

とができる。 

個別支援 通年 

全児童 

・子どもの発達を理解し、活動や遊びの中で子どもが「やってみ

たい」を引き出し、主体性を尊重した支援を行う。 

・室内だけではなく、園庭や戸外での遊びを増やし、「ホンモ

ノ」に触れる機会を増やした支援を行う。 

放課後等デイサー

ビス 

通年 

学童期 

・集団を通してお互いを知ることからはじめ、対話・遊び・催

し・仕事（学び）を軸に主体性と協働を尊重した支援を行う。 

・室内だけではなく、園庭や戸外での活動を増やし、「ホンモ

ノ」に触れる機会を増やした支援を行う。 

・学童保育児との関わりを通して人との関わりを学ぶ。 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施。 

・「相談支援記録」を継続して行う。 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 計画：空腹感を感じられる子ども、意欲的に食べられる子どもとなる 

ねらい：生活リズムの獲得、整える。 

実践予定内容 「お腹がすくまで遊ぶ」「美味しく楽しく食事をとる」「旬を味わう」

「国内産・高品質の食材」「日本食・伝統食」を大切に考え、昼食・おや

つ・夕食も全て手作りのものを提供する 
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2 計画・ねらい 計画：食への関心を広げる・食の循環を知る。 

ねらい：作物や食への興味を広げていくことで新しいことにチャレンジす

る。 

実践予定内容 子どもたちが自分たちで盛り付け、配膳して食べる 

素材の味を味わえる状態で提供する 

自ら育てた作物を食する、命をいただく（捌く、解体する）体験を通して

自然の恵み・命の大切さに気付く 

フン・ゴミの堆肥化から、そのサイクルを知る 

行事食・郷土食などと触れ合い、伝統文化を知る 

3 計画・ねらい 

 

空腹感を感じられる子ども、意欲的に食べられる子どもとなる 

 実践予定内容 「お腹がすくまで遊ぶ」「美味しく楽しく食事をとる」「旬を味わう」

「国内産・高品質の食材」「日本食・伝統食」を大切に考え、昼食・おや

つ・夕食も全て手作りのものを提供する 

 

 

〈４〉保健計画 

保健だより 月1回（25日）発行 ※保育園に準ずる 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

園児への保健指導・取組等 
うがい・手洗いの励行 歯磨き指導 温湿度管理 SIDS予防チェッ

ク 命の大切さ（5歳児） 

流行が予測される感染症 

通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

11月頃～･･･インフルエンザ、胃腸炎等 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預かり 
未定 

エピペン使用できるスタッフ 未定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 
未定 

その他保健に関する取組 

5歳児対象に性教育指導 

新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する。 
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〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日  

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 年2回／6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／９･２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 計画：整理整頓の徹底「必要なもの以外置かない」 

ねらい：居心地のいい環境を構築し、安全性の高いルームを目指す。 

実践予定内容 ・スタッフが効率よく働けるための職場環境の構築。 

・子どもや保護者が居心地のいいと思える施設づくりを目指すため、

日々、スタッフは整理整頓を心掛け、綺麗で安全なルームを維持してい

く。 

2 計画・ねらい 計画：子どもの主体性を引き出す、自分で選び、挑戦ができる環境づく

り。 

ねらい：自分で選択できる力を身に着けるとともに思考力、判断力、表現

力を育む。 

実践予定内容 日々の活動の中で子どもの様子を把握し、子どもが興味を持てる環境の構

築、すぐに手に取ることができるよう物品を充実させ、自分で選択できる

環境設定を行う。 

3 計画・ねらい 計画：「ホンモノに触れる、経験のできる機会の提供。 

ねらい：子どもの「やってみたい」を広げ、子どもの成長する機会を多く
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提供する。 

実践予定内容 畑仕事や戸外活動、自然体験ができる活動を計画し、子どもからでてくる

「やってみたい。」を尊重していく。 

 
 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 
 

未定 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践予定内容 〈ケガ事故防止〉 

危機管理マニュアルに則り、事故防止チェック及び設備点検チェックの実

施、安全教育、SIDS防止策を行い、ケガ発生時には対応フローチャートに

従う。 

2 実践予定内容 〈防災〉 

危機管理マニュアルに則り、消防訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自

衛消防訓練通知・救命救急資格取得（継続）手続き・防災自主点検・危機

管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策係の設置・緊急地震速報

運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従う。 

3 実践予定内容 〈防犯〉 

危機管理マニュアルに則り、不審者侵入訓練の実施・笛の携帯・代理送迎

者の把握・不審者情報の収集と共有を行い、不審者侵入時にはフローチャ

ートに従う。 

4 実践予定内容 〈光化学スモッグ〉 

危機管理マニュアルに則り、光化学スモッグの知識を身に付け、注意報発

令の把握を行いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対応および行政

連絡に従って対応する。 

つくば市においては、「光化学スモッグ注意報」が発令された場合には市

役所から保育園・幼稚園・義務教育学校・公共施設・駅・郵便局等に情報

を流し、運動の自粛や看板の設置などの対策をとっている。人体への影響

が心配される場合、光化学スモッグ警報が発令される。「光化学スモッグ

注意報」連絡体制に伴い、香取台どろんこ保育園でもそれに従い、発令中

の間の外出を自粛する。 

5 実践予定内容 〈ケガ事故防止〉 

危機管理マニュアルに則り、事故防止チェック及び設備点検チェックの実

施、安全教育、SIDS防止策を行い、ケガ発生時には対応フローチャートに

従う。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、保育園、学童保育が併設していることが特徴であり、

インクルーシブな環境で学ぶことができるため、実習生や学生、ボランティアの受け入れを積極的に

行っていく。実習生や中高生は様々な分野を学んでいく。 

 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 

1 実践予定内容 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、保育園、学童保育の基礎的

な知識や概要を知る。保育や支援を通して、子どもを見ることや関わるこ

とを繰り返しおこなっていくことで、子ども一人ひとりの特徴や性格など

を把握する力を養う。 

2 実践予定内容 遊びや支援を行うスタッフから子どもへの関わり方、支援後の保護者に対

する。 

フィードバックの仕方など、子どもだけではなく、対人とのコミュニケー

ション力や接遇を知る。 

3 実践予定内容 活動や支援内容の立案。子どもに対して支援内容を立案し、実践できる機

会を与える。 
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③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会をもつ。 

 

 

〈２〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月14日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

➁人権チェック・子どもの人権 

③虐待防止研修 

 人権について考え、問題点の改善を

はかる 

子どもに対する見方、捉え方を学ぶ 

5月12日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

➁さくらさくらんぼリズム 

 実技の確認とともに、指導法のヒン

トを探る 

6月９日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  夏の感染症予防 

 感染症について学び、対策・防止策

を考える 

 

7月14日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  危険植物・生物 

生活の中で遭遇する危険生物や植物

の知識を共有し、事故防止に繋げる 

8月11日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②100のホンモノの体験 
火・土・水と関わる保育の提案  

9月８日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②エピソード研修 

③アプローチカリキュラム 

 丁寧な保育、一人一人への理解を深

める 

小学校接続アプローチカリキュラム

の理解を深める 

10月13日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②環境について 

③人権チェック・虐待防止研

修 

 整理整頓のライン共通理解 

室内環境の見直し 
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11月10日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②冬の感染症 

③プロポーザルに向けて 

 冬の感染症について学び、対策・防

止策を考える 

法人理念、保育所保育指針、策定会

議の意義の理解 

12月８日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②策定会議に向けて 
 策定前の振り返り 

1月12日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

策定会議に向けて2 
 策定前の振り返り（全体） 

2月９日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②年度振り返り 

 一年を振り返り、それぞれの課題・

園の課題を考える 

3月８日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②次年度に向けて 

 課題への共通理解や協同性を高め、

目標を設定し計画を立てる 

 

 

茨城エリア研修予算内訳（茨城エリアどろんこ保育園合同開催） 

開催日 開催時刻 名称・予算 会場 

6月17日 9:00～12:00 救命救急講習 0円 つくばどろんこ保育園 

6月24日 9:00～12:00 救命救急講習 0円 つくばどろんこ保育園 

 

 

〈３〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈４〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 
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ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈５〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
近隣の幼保子ども園、商業施設や教育機関との関わりを持ち、コミュケーションを大切にしてい

く。当ルームが保護者や地域の方を対象とした子育てに関する講座や相談会などを開催し、地域に貢

献できる事業所を目指す。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：諏訪公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事の参加 

異年齢交流 小学校・特別支援学校訪問 他園・他事業所との交流 

中学生の体験活動やボランティアの受け入れ 

日々の生活の中で、クラスで分けることなく異年齢で共に過ごす 

地域拠点活動 ちきんえっぐ 青空保育  

園庭開放利用者には積極的に誘い掛け、行事参加やちきんえっぐの広報

に努める 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
つくば市内の小学校、周辺地域の小学校や特別支援学校の見学を行い、教育機関との連携に努め、

子どもや保護者が安心して学校生活を送ることができることを目指す。幼保小連携、つくば市周辺地

域の子育て会議や研修等に積極的に参加することで、関係団体期間等と連携し、地域支援体制を構築

することに努めていく。 
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〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を4月3日（月）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

4月頃 
高山学園島名小学校  

香取台小学校 
7名予定 組織づくり 職員間交流 

5月頃 
高山学園島名小学校  

香取台小学校 
10名予定 運動会見学 子ども間交流 

6月頃 
つくば特別支援学校 

下妻特別支援学校 
2名予定 情報共有 職員間交流 

7月頃 
伊奈特別支援学校 

土浦特別支援学校 
2名予定 情報共有 職員間交流 

2月頃 
高山学園島名小学校  

香取台小学校 
10名予定 一日学校体験 子ども間交流 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの

状態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確

認していき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、

保護者のニーズに照らして子ども自身のもつニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質

を向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成

する。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援すると

いうことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれ

に基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内

容になっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて

行う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
原則6カ月以内に1回以上のモニタリングを保護者に実施し、子どもの心身の状況や置かれている環

境、日常生活の様子、支援状況やについて聞き取る。児童発達支援管理責任者と担当者らで策定会議

を行い、課題を整理しながら支援における目標設定をする。目標達成への支援方法の具体的な内容を

検討し、個別支援計画書を作成する。作成した個別支援計画書は保護者に示し説明を行い、同意を得

る。同意を得られた場合、個別支援計画書に沿った支援の提供を開始する。 
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〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：6名予定） 
 香取台ルームとしてすべての子どもが対象となるが、必要に応じてケース会議を開催し支援を検討

していく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
地域の小・中学校や支援学校への見学、学校との情報共有を積極的に行っていく。進学先への引継

ぎの文書として、保護者の希望により就学支援シートを作成する。就学支援シートを保護者と共有

し、進学先への提出が可能となる。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：諏訪公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
 

受審予定なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２３年２月日１に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価開始予定時刻：１３時００分 

自己評価終了予定時刻：１５時００分 

自己評価実施予定者：森田 隆之介 
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〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉当年度以降の3カ年計画 
２０２３

年度 

目指す姿 「みんなの香取台」としての確立 

重点施策 ・子ども、スタッフ、保護者、地域の方が安心して来所できる場として、勉

強会等を通し、利用者が過ごしやすい環境設定、支援の質向上、保護者支援

を丁寧に行うためのスタッフ育成を行う。 

・子どもの「やってみたい」が表現できる支援としてルーム内に留まらず、

地域の施設や自然を活かした支援や活動を計画する。 

・保護者、地域の方に対して丁寧なコミュニケーションを図り、居心地のい

い場であることを目指し、自然と保護者交流が盛んに行われることを目指

す。 

２０２４

年度 

目指す姿 地域と連携した支援・保育の提供 

重点施策 ・他事業所や教育機関との連携を図り、就学や進学を見据えた支援を行うた

めスタッフは学校のカリキュラムの把握、情報共有することに努める。 

・保護者、地域の方対象の相談の場として勉強会や子育て支援を積極的に行

い、交流を盛んに行うことで地域一体となって子育て支援を行っていく。 

・子どもの成長を支える保育と支援の提供。質の向上を図るためにスタッフ

は幼児期に育ってほしい10の姿を育むことを前提に、子どもたちが思考

力、判断力、表現力等を育むことのできる支援を行っていく。 

２０２５

年度 

目指す姿 地域に貢献できるルームとなる 

重点施策 ・子どもたちの成長を見据え、子どもたち一人ひとりが主体的に活動し、自

発性や探索意欲などを高めるとともに、自分への自信をもつことができるよ

う支援、畑仕事や活動を計画し行っていく。 

・様々なコミュニティの場で自分がアイデアや思いを実践していくことで、

新たな支援や保育のきっかけを作っていく。 

・地域の子育てイベント参加、自ルームでの開催を積極的に行い普段利用 

していない方も参加し、子育てや教育に関する情報提供していく。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 香取台ルーム 施設長 森田 隆之介 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 北朝霞ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
 

「保育所保育指針」「児童発達ガイドライン」に基づき、どろんこ会の「にんげん力。育てます。」

を理念のもと、インクルーシブ保育の実践を行っていく。一人ひとりの個性を大切にしながら、年

齢、国籍、障害の有無で隔てることなく、全ての子どもたちが共に協力し合い、安心して生活ができ

る場となる。保育者、支援員問わず全てのスタッフが全ての子どもたちと関わりながら、子どもたち

が自ら「混ざり」「自己決定」ができる環境を構成していく。 

 

法人が大切にしている畑仕事や生き物の世話、雑巾がけなどの日課を重点的に行い、自分たちで考

えて行動していく主体性や、原体験の経験を積み重ねることで、生きる力を育んでいく。 

就学を見据え、小学校、特別支援学級、特別支援学校などのカリキュラムを知り、日々の支援に繋

げていく。また併設園としてインクルーシブ保育を先行していくために、併設だからこそできるマン

スリー支援、グループ支援を組み立て、一人ひとりに最善の支援ができるように、スタッフの支援の

質、保護者支援、アプローチカリキュラム等、積み上げていく。 

さらに心地よい支援の環境、保護者が安心して心を開いて話をできるような施設を目指し、利用す

る全員が幸せになれるように、環境設定やカフェなどのサービスの向上を目指していく。 

併設の園児、つむぎの利用者全員がここに来てよかった、地域の人々に認められるインクルーシブ保

育のモデル園になるようにしていく。 

 

大人のにんげん力UP、風通しの良い職場づくり 

 子どもたち・保護者のために役立つことを目標に年間研修等を通して学びをアウトプットし、大人

のにんげん力向上を目指す。職場に来ることを憂鬱と思うのではなく勤務することが前向きに楽しく

感じられるような風通しの良い職場を作っていく。一人ひとりが取り組みたいことを実現できるチー

ム作りを目指しながら円滑なコミュニケーションを積極的に行い、子どもの最善利益を優先としなが

ら自分らしさを支援に取り入れる。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：子どもの主体性を育み、自己決定から発信までの過程的支援の確立 

ねらい：子どもが自己決定から周りに意見を伝える過程の自信をつける 

実践予定内容 子どもが自ら「やってみよう」の気持ちを尊重し、発信しやすい環境を整

えながら自己決定から意見を伝えるまでの過程を繰り返し、成功体験に繋

げていく。 

2 計画・ねらい 計画：日課・基本保育活動の促進 

ねらい： 子どもの生きる力を育み、身に付ける 

実践予定内容 一日の活動に見通しを持ちながら日課をこなし、戸外活動や雑巾がけ、畑

仕事の活動に取り組み、習慣化する。また子どもたちが自ら考え、体を動

かせる環境設定を行っていく 
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3 計画・ねらい 計画：異年齢活動の充実化 

ねらい：集団活動で必要な思考し、判断する力を身に付ける 

実践予定内容 様々な年齢や性格の友達と関わりを持つ中で思考力を培う。場面に応じた

喜怒哀楽を経験しながら集団の中で判断して行動することを身に付ける。

子ども自身が小学校１年生を目指し、就学へ気持ちが向けられるよう過ご

していく。 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：事業所内相談支援の活性化 

ねらい：保護者の安定した相談窓口を確立する 

実践予定内容 保護者が個別的な相談をしやすいよう日々配慮の声掛けを行う。帰りのフ

ィードバックを丁寧に行い都度、子育ての悩みや支援の共通理解を図って

いく 

2 計画・ねらい 計画：保護者間交流の環境づくり 

ねらい：保護者の育児に対する不安軽減 

実践予定内容 同じ子育ての悩みを持つ保護者同士、交流の場を作れるよう相談会を実施

する。カフェなど気軽に利用しながら雑談しやすい環境を整えていく 

3 計画・ねらい 計画：所属園、就学先、相談支援事業所等、各関係機関との連携 

ねらい：同じ方向性を持った支援を行う 

実践予定内容 保護者の同意のもと、所属園への園訪問、就学先への就学支援シートの作

成及び情報共有、サービス担当者会議への参加を行い多面的な支援を行う 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：小学校、自治体、相談支援事業所等の関係機関の連携強化 

ねらい：地域に根付いた子育て支援事業所としての確立 

実践予定内容 就学を見据えた小学校訪問の実施、スタッフが地域子育て講習会の参加

後、地域子育てイベントを保護者へ案内を行う 

2 計画・ねらい 計画：地域に根付いた子育て相談場所、情報提供の場となる 

ねらい：つむぎが地域に浸透するための取り組み 

実践予定内容 地域の子育てしている方も気軽に入れるよう入口につむぎカフェのパンフ

レットを設置、ほっと一息つきながら保護者間の情報交換できる場所の提

供を行う 

3 計画・ねらい 計画：つむぎの取り組み内容を地域に発信 

ねらい：つむぎとしての活動を地域に広め、地域の理解を得る 

実践予定内容 つむぎの支援内容の発信をパンフレットやブログを通して情報発信を積極

的に行い、地域の理解や認知を得る。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 計画：研修、勉強会の充実 

ねらい：一人ひとりのスキルアップ、情報共有 
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実践予定内容 スタッフそれぞれが悩む支援について個別的に聞き取りし、内容に沿った

定期的な勉強会の実施を行う。またスキルアップに向けた研修を積極的に

発信しながら一人ひとりが参加できる機会を増やしていく 

2 計画・ねらい 計画：リーダーの育成 

ねらい：スタッフ間の連携強化 

実践予定内容 自身で学んだこと、子どもの支援に携わった経験などを後輩に指導、助言

ができる場の発表を行うなど環境をつくっていく。チーム内で円滑・スム

ーズな連携がとれるようパイプ役となれるような立場の配置を行う 

3 計画・ねらい 計画：子どもの成長を見逃さず一緒に喜びを分かち合えるスタッフの育成 

ねらい：子どもの成長に気づきをもって支援にあたり保護者へ共有する 

実践予定内容 子ども一人ひとりの個性や発達を尊重し、１０の姿を深めながら成長を見

守り、支援を行う 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 計画：季節感ある環境づくり 

ねらい：子どもが四季に関心をもって日常を過ごせるようになる 

実践予定内容 毎月の製作物等を掲示しながら季節を感じられる環境づくりを行う 

戸外活動に取り組む中で季節の変わり目を感じられるような発見、気づき

を持って子どもたちと共有する 

2 計画・ねらい 計画：畑仕事、食材加工、捌いて食べる命をいただく等の活動を通し、食

材や食の循環へ意識を育む環境の配置、実践する 

ねらい：子どもの食通に対する意識づけ 

実践予定内容 子どもたちと畑で育てた野菜を収穫し、食する経験を通じ、食について考

える機会を作る。魚の解体を見ることで食の循環について学ぶ 

3 計画・ねらい 計画：散歩コース、公園等の地域清掃活動 

ねらい：綺麗な環境配置を子どもが身をもって体験し、実践する 

実践予定内容 登園降園時に通る保育園周辺の清掃を毎日行い、美化に努める。 

散歩先の公園設備を綺麗に使い、必要であればゴミ拾いを行う。 

 
 

 

〈６〉運動遊びの推進・内容の充実化 
 

1 計画・ねらい 計画：運動あそびの推進 

ねらい：丈夫な体づくり 

実践予定内容 粗大運動に取り組むことで体と脳の発達を促す。子どもが好きなタイミン

グで運動遊びに参加できるよう環境を整える。子どもたちが主体で自分の

意志で運動に取り組めるよう見守る 

2 計画・ねらい 計画：安全面に配慮した運動研修の実施 

ねらい：スタッフの知識や安全に配慮した環境の意識づけ 

実践予定内容 器具を使った運動を行う際、怪我をしないための見守りだけでなく専門的
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知識や補助などスタッフが共通理解を深めることで安全に配慮した運動内

容を実践していく 

3 計画・ねらい 計画：保護者へ支援内容の発信・家庭でも出来る運動の情報提供 

ねらい：家庭的支援の充実、保護者と信頼関係の構築 

実践予定内容 粗大運動、微細運動の大切さを伝えながら家庭でも簡単にできる姿勢強化

や体の使い方などフィードバック時に伝えられるよう環境を整えていく 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 １０人／日  

 

 

〈２〉開所時間 
   

８時３０分～１７時３０分    

 

〈３〉スタッフ構成 （3月1日時点） 
 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

保育士２名 

児童指導員１名 

機能訓練担当スタッフ１名（心理士１名） 

他1名 

 

 

 

 

3. 運営方針 

 
〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園全体会議 月1回120分 ・次月の行事確認、内容検討共有 

・各係からの共有、検討事項話し合い 

・研修計画に基づいた園内研修の実施 

給食運営会議 月1回 ・食育活動実践報告、喫食状況確認、配膳方法等 
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事故防止委員会 月1回 ・インシデント、事故記録簿、ヒヤリハットの共有 

・再発防止に向けた検証 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

ケース会議 月１回 ・子どもの様子、状況の共有、対応について 

・つむぎと園との連携、情報共有と検討 

・支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方

についてなど切り口を変えて様々なケースを題材にし、支援

の検証をする。 

マンスリー会議 月１回 マンスリー児の週目標設定や、様子の共有 

つむぎスタッフ会議 

 

月１回 ルーム運営の各担当進捗報告 

体験活動の企画や検討事項の話し合い 

朝礼、昼礼、終礼 毎日 その日の確認と振り返り、園との情報共有 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月１回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

併設園会議 四半期１回 インクルーシブ保育の研究と実践発表 

食育会議 年4回 食育計画振り返り、実践報告 

保健会議 年4回 衛生、感染症マニュアルの確認、検討、実践報告 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

コンピテンシー実践の共有、テーマに即した実践の共有と振

り返り、エリア内での情報交換 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 
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安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑・植物係  園庭の畑やプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 魚の飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り係 保育園と共に計画・実行を行う 

 

 

4. 支援方針 
 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・安心して過ごすことのできる環境を整える 

・情緒の安定を図りつつ、生活リズムを安定させていく 

・身近な大人との安心した関りの中で、人と関わることの楽しさ

を感じ人間関係の基礎となる部分を養う 

・やりとりを通して身振り・手振りや簡単な言葉を用いて、自分

の気持ちや要求を表現する力を育む 

・様々な体験を通し「やってみたい」と思う気持ちを育てる 

下半期 

 

・生活に基づいた身近な原体験を重ねていく 

・異年齢の友だちとの関りの中で友だちと過ごすことの楽しさや

やりとりするためのコミュニケーション力を育む 

・やりたいことを自ら選択し自己決定して参加していく中で興味

や探求心を育む 

・主体的な参加（どう参加するか）を大切にする 

・小さなことから大きなことの成功体験を積み重ね、自己肯定感

を高めていく 

ビジターグループ 上半期 

２～5歳児 

・安心して過ごすことができる環境を整える 

・小集団での他者との関りの中でコミュニケーション能力を育む         

・様々な体験を通し「やってみたい」と思う気持ちを育てる 
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・園庭遊び、散歩、公園など戸外に積極的に出かけ四季折々に触

れる経験や、身体を動かすことを楽しめる環境を整える 

下半期 

2～5歳児 

・四季折々の事象に触れ、様々な原体験を重ねる 

・小集団の中で、自分の気持ちを伝えつつ、相手の気持ちにも触

れながら関わる経験を積む 

・活動内容を話し合う、作る物を話し合いで決める、必要な物を

考えるなど子ども同士のやりとりをする機会を多く設ける 

・主体的な参加（どう参加するか）を大切にする 

・小さなことから大きなことの成功体験を積み重ね、自己肯定感

を高めていく 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」の実施と記録 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う。 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 
 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 畑の野菜を使った食育活動 

実践予定内容 併設園の子どもたちと一緒に何を育てるのか子どもを主体に話し合いの場

を持ち育てる野菜を決める 

週2回の畑活動にて、種植えや収穫等実際に土に触れて子どもたち自身で

栽培を行っていく 

2 計画・ねらい 子どもが好きなタイミングで好きな場所で食べることの楽しさを味わい、

食への関心を広めていく 

実践予定内容 日々の日課、散歩、運動遊びを取り入れながら空腹を感じ、自然とご飯を

食べたいと思う機会を増やしながら関心を広めていく 
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〈４〉保健計画 

園児健康診断 年２回 

歯科検診 年１回 

保健だより 月１回（毎２５日）発行 

スタッフ健康診断 年１回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

６月頃･･･手足口病、咽頭結膜炎、ヘルパンギーナ 

12月頃･･･ウイルス性胃腸炎、インフルエンザ 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

特になし 

エピペン使用できるスタッフ 未受講の新入職員５名については４月３０日までに受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在１名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員４名については４月３０日までに受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する出勤時のマスク

交換 

子どもは登園時、体温測定／定期的に手洗いうがいを実施 

保育室内の換気、１日１回の消毒(椅子などの備品、玩具) 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 
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衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／9･２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 園庭、室内の整理整頓を徹底する 

子どもたちが自然と片付けの習慣が身につくような環境を整える 

実践予定内容 大人が片付けている姿勢を見せていく 

物の場所が分かるようにすることで片づけやすい環境作りを行う 

2 計画・ねらい 好きな遊びを気の合う友達と一緒に遊ぶ 

実践予定内容 異年齢で室内を行き来しながら好きな遊びを選択できるよう環境を設定す

る 

子どもたちのコミュニケーションの場が広がるよう乳児、幼児の施設を行

き来できる時間を毎日作っていく 

3 計画・ねらい 生活の中で感じたもの、心を動かされたことを自由に描いたり作ったり表

現できる環境を設定する 

実践予定内容 普段の遊び、生活の中でいつでも自由に表現できる場を作り、廃材を工夫

することで再利用し、遊びの資源に使っていくこととする 

 
 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 
手作り遊具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

１ 設置なし   

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災対策 非常災害時の対策として、消防計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消火

訓練の実施、危機管理マニュアルの整備、自衛消防組織と安全対策の配
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置、災害時は対応のフローチャートに従う 

２ ケガ事故防止 事故防止チェックリスト、設備点検チェックの実施 

ケガ発生時、対応フローチャートに従い迅速に対応する 

ケガを未然に防ぐためにヒヤリハットの共有やインシデント発生時の検証

を行い見直ししていく 

３ 防犯 年2回の不審者侵入訓練実施 

笛の所持、インターホンでの確認、地域の不審者情報の把握と共有、不審

者侵入時は対応フローチャートに従う、保護者様に送迎者登録の依頼 

４ 光化学スモック 光化学スモッグ発令配信メールを職員全員が登録、発令時は行政指導に従

う 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生

を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現場

で活躍する人材を育成する。 

種類）中高生の体験学習の受入／保育養成校・専門士養成校の学生の実習受け入れ／一般および学生

の各種ボランティアの受け入れ  

 

〈１〉今年度の方針・テーマ 
関連のある学校と連携をとりながら、実習生の受け入れ依頼があった際には可能な限り積極的に受け

入れをおこなっていく。ボランティア、地域の中高生の職場体験の場としても提供し次世代育成支援

を行う。 

1 実習生の受け入

れ 

近隣の中学校や高等学校、専門学校、大学などから実習生の受け入れ依頼

があった際に積極的に受け入れを行う 

2 職業体験の受け

入れ 

依頼があった際は随時受け入れを行う 

 

3 ボランティアの

受け入れ 

依頼があった際は随時受け入れを行う 
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7. スタッフ育成と研修計画 
 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ 

 

ねらい・共通理解する保育課題 

 

4月28日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック 

ハザードマップの確認と共有 

③ 虐待防止研修 

 ・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの人権について考える 

・園内外、散歩ルート、公園の

ハザードマップ確認見直しの共

有 

5月26日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

保護者を理解する 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

・保護者の気持ちになって考え

る 

6月23日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

水の事故 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

・水遊びの楽しさ、危険につい

て考える 

7月28日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  エピソード研修 

保護者が感動する時 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

・3分間のお迎え対応共有 

8月25日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、
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子どもたちの言葉がけ 職員との関わりを考える 

・子どもに対する対応や言葉が

け 

9月22日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

環境設定について 

 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

・後半の環境を考えて共有する 

10月27日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  エピソード研修 

前半の振り返り 

③ 人権チェック・虐待防止研修 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

・前半の振り返りを行い、後半

に向けて共有する 

11月24日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

③ 職員からの研修 

 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

・職員の得意分野の発表や学び

の共有 

12月22日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

エピソード研修、 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

1月26日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

1年間の振り返り 

・コンピテンシーを深め極める 

・子どもの姿から子ども同士、

職員との関わりを考える 

・振り返りを行い次年度につな

げる 

2月 18:00～20:00 第一回策定会議 
・2024年度の事業計画発表 

・園目標の決定 

3月 18:00～20:00 第二回策定会議 
・2024年度の年間計画策定会議 

・畑研修 

 

 

〈２〉外部研修への出席 
事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 
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〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

園長大学･･保育

士大学講座および

社内限定公開講座 

園長大学･･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 
施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
併設園であるメリー★ポピンズ 北朝霞ルームと共に、地域との関係を深め、地域に開かれた子育

て支援事業所として、近隣園や近隣施設との交流の機会を設けていく。地域に根付いた保育園、児童

発達支援を目指す。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：北朝霞公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 介護施設訪問 月１回：多機能ホーム安心のおせわ～く 

異年齢交流 法人内近隣施設との合同保育 

小学校訪問 

中学生職業体験の受け入れ 
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地域拠点活動 園開放 随時 

子育て支援事業 

銭湯でお風呂の日 月１回 ３～５才児 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 
 併設園であるメリー★ポピンズ 北朝霞ルームと共に、地域との関係を深め、地域に開かれ

た子育て支援事業所として、近隣園や近隣施設との交流の機会を設けていく。地域に根付いた保

育園、児童発達支援を目指す。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 
以下計画について、小学校と相談・協議を11月1日（水）より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

11月頃 朝霞市立朝霞第７小学校 

特別支援学級 

２名予定 特別支援学級と情報交換 職員間交流 

12月頃 進学先の小学校 ２名予定 連絡会(施設) 職員間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す

る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 
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〈１〉個別支援計画の作成・見直し 
子どもや家族への面談を行い、専門的視点からアセスメントを実施する。アセスメントでの情報を多

面的に捉えて、課題を整理し具体的な手立てを検討し個別支援計画を作成する。支援内容について課

題に着目しすぎずに、個の強みに注目し更に伸ばしていくことができるような支援計画の作成を行

う。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （４～３月に計１２回開催予定 参加者：８名予定） 
園と情報共有と支援内容の検討 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 
就学支援シートの作成を行い、行ってきた支援や手立てを引き継ぐ 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 

自然食堂…親子ランチ交流 毎週（金）10:00～12:00 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
毎週（金）10:00～12:00 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 

ちきんえっぐだより 毎月1日発行 

青空保育（支援センター主催） 月1回   公園名：北朝霞公園にて開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 
 

受審予定なし 
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〈２〉施設による自己評価の実施 
 

２０２3年度内に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予定である。 

自己評価実施予定者：全スタッフ 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 
２０２３年８月25日に利用者アンケートを配布し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同

時期に、職員アンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. ３カ年計画の具体化 
 

〈１〉当年度以降の３カ年計画 
２３年度 目指す姿 つむぎ・保育園スタッフの共通理解と連携を重ね、安定した支援の確立 

重点施策 法人内研修や外部研修、園内の勉強会を併設園との会議等で知識・情報を共

有し、子ども一人ひとりの特性や情緒の安定、どういった支援内容なのか共

通理解を図る。子どものにんげん力を育みながらスタッフもにんげん力を育

み、併設園、児童発達支援の在り方とニーズを確立できるよう認識を行って

いく 

２４年度 目指す姿 地域に根付く保育園併設の児童発達支援 

重点施策 朝霞市にあるどろんこ会法人唯一の児童発達支援として地域の認識を図るた

め子どもたちの積極的な戸外活動、青空保育、つむぎカフェなど宣伝に取り

組む。また自治体、児童発達支援センター、相談支援事業所などの各連携機

関との交流や情報交換など積極的に行う 

２５年度 目指す姿 インクルーシブ保育で併設園とつむぎが1つの大きな家となり、子ども、保

護者が行きたい場所、帰りたい場所となる園を目指す 

重点施策 保護者と共にインクルーシブ保育の理解を深めながら取り組み内容の発信を

積極的に行う。担任、クラスの壁を越えたインクルーシブ保育の環境を自分

たちで作り上げていく。 

 
 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 北朝霞ルーム 施設長 小酒井 菜央 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 田無ルーム 

事業計画書 
 

 

 

1. 基本方針 
「にんげん力。育てます」の理念に基づき、障害の有無、種別に関わらず、子どもが自ら考え行動

し表現する力を伸ばしていくことを支援の基本方針とする。戸外活動や生き物の世話などを他者と関

わる中で、感情のコントロール、自己肯定感、達成感を経験し、主体的なあそびの中から生きる力の

基礎を培う。 

乳幼児期と就学後の姿を連続したものと捉え、将来を見据えて必要な力を獲得できるよう、スタッ

フが小学１年生を知り、就学後も途切れない支援体制を構築していくことを目指す。 

質の高いサービスを提供できるようスタッフの育成にも注力していく。法人内のコンピテンシーを

基盤に、スタッフが同じ目線でそれぞれの経験や専門性を活かしながら、支援の提供、開発、振り返

りを行う。常に自分たちの支援が子どもたちの「最善の利益」を保証しているか追及していく。 

開園年度は積極的に地域に出向き、特色を知り、近隣の方々との交流を増やす中で、スタッフ一人

ひとりが地域の一員である自覚を持ち、地域の多くの方につむぎを知ってもらう。 

来所してくださる全ての方にとって、安心できる場所、また通いたいと思って頂ける愛される事業

所になるよう、挨拶や立ち居振る舞いなど接遇のレベルを高め、開園時の美観を維持し続けられるよ

う全スタッフで高い意識を持つ。 

 

 

〈１〉支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 近隣の園、施設と協力し、つむぎに通う子どもたちに様々な人との関わり

や環境を用意する。（社会生活との関わり） 

実践予定内容 地域の園や施設、公園など環境資源を調べる。少しでも多く出かけられる

先を見つける 

地域の園や施設と交流する中で、様々な大人や子どもたちと関わる機会を

設ける 

自分の気持ちを伝える、助ける／助けられるといったコミュニケーション

を通して、他者との関わり方を覚えていく 

自我の芽生え、信頼関係の構築、感情のコントロールができるよう見守っ

ていく 

2 計画・ねらい 子どもの「したい」「やりたい」を実現する（自立心、言葉による伝えあ

い、豊かな感性と表現） 

実践予定内容 支援内容をスタッフが一方的に提示するのではなく、子ども同士話し合う

時間を設けたり、一人ひとりの気持ちや意見を反映させたりと子どもと一

緒に活動を用意する 

やらされた経験ではなく、子どもたち自身が「やってみたい」と思った活

動を思う存分経験できるようスタッフが配慮する 

集団場面であっても、一人に焦点を当てすぎないよう、それぞれが主体的

に活動に参加できるよう支援を行う 

3 計画・ねらい 畑仕事ができる環境を用意し、様々な感触、運動を経験する。また収穫し
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た作物を使い食育へ繋げる（健康な心と体、思考力、数量や図形などへの

関心） 

実践予定内容 土に触れ、水をまき、雑草を取り、収穫を迎えるといった畑仕事の労働を

通して、食への興味関心を拡げる 

また労働を通して他の子どもと協力することや感謝されることを通して、

自信や自己肯定感を高め、協同する楽しさを知る 

土に触れる機会と年間を通じた畑仕事の運営、収穫した野菜を使った調理

や加工を通して食への関心を深める 

4 計画・ねらい 生き物との触れ合いを通して生死を知る。命への理解。思いやりの心を育

む（道徳性、共感性、責任感） 

実践予定内容 生き物との触れ合いなど、原体験を通して生死を知り、世話をすることで

自立心を養っていく 

小さな虫や魚を触れる際には、乱暴に触れると死んでしまうことを経験

し、力加減のコントロール、命の尊さを学べる環境を用意する 

 

 

〈２〉事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 子育て全般に関わる相談、及び支援の目標や経過を共有する 

実践予定内容 事業所内相談支援（月1回）の制度を保護者へ周知する。子育てに関わる

相談、つむぎでの様子の共有等を行う 

2 計画・ねらい 在籍園、行政機関、他事業所などへ訪問または電話による連携を通じて、

多角的な支援を提供する 

実践予定内容 訪問及び電話で連携ができることを保護者に周知する 

連携後は連携内容をスタッフ及び保護者と共有する 

連携内容を個別支援計画書に追記し、必要があれば個別支援計画書を再作

成して保護者に説明する 

3 計画・ねらい 保育所等訪問支援を行い、地域のニーズを調査しながら規模を拡大してい

く 

実践予定内容 保育所等訪問支援事業を実施し、所属園での過ごし方、環境面、園の先生

たちへの助言、指導を定期的に行う 

連携園を増やすため、初年度は地域の園への訪問や自治体との情報交換を

積極的に行う 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 多くの方に気軽に来所してもらえるよう、開かれたカフェスペースを目指

し、情報交換の場として活用してもらう 

 

実践予定内容 利用いただく方の意見を取り入れながら、カフェスペースの機能を充実さ

せる。カフェ内には地域の子育て支援に関わる情報を集め、保護者同士が

情報交換できる場として開放していく 

契約の有無に関わらず子育てに関わる相談を行えるよう、スタッフは地域
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の子育て資源や教育に関する情報収集を行い、共有しておく 

2 計画・ねらい 青空保育の実施し、地域につむぎを知ってもらう 

 

実践予定内容 どろんこ保育園と連携し、月に１度おおぞら公園にて誰でも参加できる青

空保育を実施する 

つむぎを知ってもらうことで発達相談のきっかけになるよう運営していく 

3 計画・ねらい 勝手籠の設置し、地域との交流を促進する 

 

実践予定内容 着られなくなった衣類を誰もが自由に提供でき、持ち帰ることができる勝

手籠を設置する 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 保育所保育指針、児童発達支援ガイドライン、小学校学習指導要領から支

援の基礎を学ぶ 

実践予定内容 毎月テーマを設定し、児童発達支援事業を行う上で必要な知識を共有す

る。読み合わせとつむぎの支援がこれらの指針に沿った物になっている

か、振り返りながら質の高いサービスを目指す 

2 計画・ねらい リスク管理（事故、病気、怪我）の知識とその対応について知識を深める 

実践予定内容 熱発、怪我、嘔吐など想定される子どもの状態に対して、全スタッフが落

ち着いて対応できるようロールプレイングを実施 

また重大事故が発生した際の初期対応など、スタッフ全員でリスク管理に

ついて学ぶ機会を設ける 

3 計画・ねらい コンピテンシーを基盤とした法人の日課や活動を知り、実践する 

実践予定内容 法人で大事にしている日課や活動を勉強会や研修を通じて知る。新しいス

タッフにもその意義や支援方法について周知徹底することで、サービスの

水準を一定に保つ 

また発達に応じて難しい場合には、子どもの運動機能に沿ったものに内容

を見直しながら支援に取り入れていく 

 

 

〈５〉環境実施目標 

1 計画・ねらい 生き物や植物の世話を通して生命の尊さに気づき、労わる気持ちや大切に

する心を育む 

実践予定内容 戸外活動で自然の変化など身近な事象に興味を持ち、自然のものを活用し

た支援を充実させる 

生き物や植物の世話を子どもが主体的に行えるよう環境調整する 

亡くなってしまった生き物をスタッフだけで処置せず、子どもと共に埋め

るなど直接体験させることで、生命の尊さや子ども自身が心の動きに気づ

づけることを大切にする 
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2 計画・ねらい 危険をすべて排除してしまうのではなく、怪我を通じて自分の身体の使い

方や力のコントロールができる環境を用意する 

実践予定内容 子どもが自由に遊べる環境を用意するが、リスクを排除し過ぎてしまうの

ではなく、安全な環境な中で怪我をしても重大事故にならないような設定

を意識する 

経験を通して、子どもが何度も挑戦し諦めずに達成することや、身体の使

い方が上手になっていくこと、問題解決の力を養っていく 

 

 

 

 

2. 施設運営  
 

〈１〉施設情報 

利用定員 

児童発達支援 2０人／日 

 

 

〈２〉開所時間 

   

９時００分～１８時００分  

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月1日時点） 

 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士1名 

機能訓練担当スタッフ3名（言語聴覚士1名、作業療法士2名、理学療法士1名） 

他1名 

 2023年７月開所までに採用予定 

 

 

 

3. 運営方針 

〈１〉施設内会議の開催(勤務時間内) 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120分 ・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設け、資料を使

った研修を行う） 

・つむぎ内外から講師を招いた研修を行う 
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給食運営会議 月1回 月毎の献立の検討、代案の検討、食に関する子どもの情報共

有 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデント、事故報告の共有、改善検討 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加する 

ケース会議 適宜 ・事例検討、ケースの情報共有、支援方法の検討を行う 

虐待防止委員会 ９月・２月 ・子どもの人権について考える。虐待の定義について学び、

その防止策について検討する 

 

 

〈２〉法人指定施設外会議への参加(勤務時間内) 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直し

など 

施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月１回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 年間食育計画の作成、アレルギーに関する情報共有 

保健会議 年4回 感染症対策などの情報共有 

子育ての質を上げる

会議 
月1回 

テーマに則した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での状況共有と連携の推進 

 

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月１回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、

近隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 
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畑係  屋上、玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 めだかの飼育管理、ビオトープ作成の指揮、動物や植物に触れる機

会の検討立案 

体験学習係  体験内容の精査、企画の上程、準備、収支報告等 

 

 

〈４〉行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

地域交流係 園との連携、企画の立案、遂行 

 

 

 

4. 支援方針 

〈１〉基本方針 

マンスリー 上半期 

 

・つむぎに来ることに慣れる 

・散歩や給食など生活に必要な力を育てていく 

・他の子どもを意識し、遊びや興味の幅を拡げていく 

・水、土など様々な感覚に触れる 

・様々な体験を通じてイメージする力を育てていく 

下半期 

 

・子ども同士の関わりを促し、協働する楽しさを学び、その中で

成功体験を重ね、自己肯定感や自信を高めていく 

・散歩の距離を増やし、体力をつける 

・他の子どもと共通の目的を見いだし、工夫したり、協力した

り、人間関係を円滑にする社会性の基礎を養う 

・（希望者のみ）食育、性教育の機会を提供する 

親子グループ 上半期 

 

・つむぎに来ることに慣れる 

・安心した環境で他の子どもと一緒に活動を楽しむ 

・水、土など様々な感覚に触れる 

・安心した場所で好きな遊びを繰り返し楽しむ 

・保護者以外の大人と関わる 

・保護者と成長を共感しながら、子育てに関わる 

下半期 

 

・他の子どもに興味を持ち、やり取りする経験を増やす 

・新しい場所や物に人に慣れ、安心できる環境を拡大していく 

・表現する楽しさを知る 

・保護者同士が情報交換をしながら、悩みを共有できる時間にす

る 
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個別支援 適宜 ・個別支援計画に基づき、子どもに合わせた支援を実施する 

・活動は子どもの希望を尊重し、戸外を中心に行っていく。 

・個別支援であっても、他の子どもたちと関わる機会を設け、集

団に場面における課題も合わせて支援していく 

事業所内相談支援 随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」の作成 

保護者面談 

発達相談 

随時 ・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

関係機関との連携 随時 ・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援

内容の調整を行う 

意見・要望への対

応 

随時 ・連絡帳、口頭でのご意見についても苦情対応マニュアルに従い

「ご意見ご提案シート」を活用 

 

 

〈２〉年間行事計画 

 

２０２３年２月及び３月に開催の「年間計画策定会議第１回・第２回」にて決定し、 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育運営方針 

1 計画・ねらい 食事を通じたコミュニケーション 

 

実践予定内容 スタッフは役職、資格関係なく、子どもと一緒に食事を取り、コミュニケ

ーションの楽しさを共有する（感染症等の状況に応じて実施予定） 

2 計画・ねらい 畑仕事を通じて自然の興味、食への関心を拡げる 

 

実践予定内容 畑、またはプランターで野菜を育てる。土づくりから収穫後の堆肥づくり

まで一貫して子どもたちと行い、自然への興味、食への関心を拡げてい

く。 

3 計画・ねらい 子どもが「食」そのものを楽しめるように関わる 

 

 実践予定内容 食への意欲を最大限に高められるよう、午前中は精一杯遊び、お腹を空か

せられるように環境を用意する 

障害児一人ひとりに口腔発達に合わせた食事形態にすることでリスク管理

を徹底する 

食具操作が未発達の段階では手づかみを推奨していきながら、発達に応じ

て食具操作を支援していく 
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〈４〉保健計画 

スタッフ健康診断 年1回 

スタッフ検便 全スタッフ月1回（5日） 

流行が予測される感染症 通年･･･新型コロナウイルス、マイコプラズマ肺炎 

感染症予防のためのうがい･手洗い指導、定期的な換気と消毒の実施 

6～８月頃･･･手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱（プール

熱）、流行性角結膜炎（はやり目）、伝染性症軟属腫（水いぼ）、

伝染性膿痂疹（とびひ）、アデノウイルス感染症 

11月～２月頃･･･溶結性連鎖球菌感染症、ウイルス性胃腸炎、RSウ

イルス感染症、インフルエンザなど 

発作・痙攣等の対応のための

薬の預り 

預かり未定 

今後預かりの際は、預かり札を用いて冷蔵庫内に保管予定 

エピペン使用できるスタッフ 本日現在1名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては入社後１ヶ月以内に受講予定 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在1名が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入スタッフについては入社後１ヶ月以内に受講予定 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

事故防止チェック 年4回／4･7･10･1月の25日 

防災自主点検（備蓄品点検

含む） 

年2回／6･12月の25日 

避難消火訓練 毎月1回／15日 

不審者侵入訓練 6･12月の25日 

情報セキュリティチェック 年2回／5･11月 

衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日 

個人衛生点検簿／毎日 毎日業務開始前 
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検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック・虐待防止研修 

人権チック 年2回／4月･10月の施設内会議時 

施設内虐待防止委員会 年2回／9月･2月 

施設内虐待防止委員会 年２回／９月・２月 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 

利用者アンケート調査 年1回 

 

 

〈６〉環境整備 

1 計画・ねらい 子どもが自己選択できる環境づくり 

実践予定内容 子ども自身がやりたいと思ったことができる環境設定を目指す 

その中でスタッフや子ども同士のやり取りが生まれ、自然とコミュニケー

ションが取れるように環境づくりをしていく 

2 計画・ねらい 清潔で快適に過ごせる環境づくり 

実践予定内容 毎月、園会議内で施設内の設備や備品の検討を行い整理整頓する 

不要な物は整理する一方で、利用される方やスタッフの意見を取り入れな

がら、必要な物は設置を検討し、誰に取っても快適に過ごせる環境を目指

す 

3 計画・ねらい 地域の情報を集める 

実践予定内容 地域の社会資源、公共施設、学校情報、就労情報など、様々な情報を集め

保護者へ提供する 

開所年度は必要な情報を多く集めるため、積極的に戸外活動に出向き、ス

タッフ自身が地域を知ることから始めていく 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検計画 

未定 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 防災 ・火災や地震が発生した場合を想定し、毎月防災訓練を行う 

・非常時に備え、備蓄品の確認を行う 

・発生時はフローチャートに従って行動する 

2 インシデント・

ヒヤリハット 

・インシデント、ヒヤリハットを毎月ルーム内で共有し、要因分析と防止

対策を検討する 

・発生時はフローチャートに従って行動する 

3 防犯 ・不審者対応訓練（室内時、戸外時）を年２回実施する。笛の所持、合言

葉の確認等を実施する 

・発生時はフローチャートに従って行動する 
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4 光化学スモッグ ・光化学スモッグ発生時の対応をルームで共有する 

・自治体から発令される注意報に従い、戸外活動の予定は室内活動へ変更

する 

・発生時はフローチャートに従って行動する 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の方針・テーマ 

児童発達支援事業所は地域の社会福祉の共有資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修

生を積極的に受け入れ、地域におけるボランティアの養成とともに、次の世代を担う保育・福祉の現

場で活躍する人材を育成する。 

1 ボランティアの

受け入れ 

地域ボランティア、学生の体験学習の受入 

2 実習生 

 

保育養成校、専門士養成校の学生の実習を受入 

 

 

 

7. スタッフ育成と研修計画 

 

 

① 施設内研修：各職種のスタッフが自らの専門性を全スタッフにわかりやすく解説し、その支援方法

や教材教具の活用、またひとりひとりの子どもに対する支援についてのポイントを全体で共有す

る。 

② 施設内テーマ別研修：「表現活動」「事業所での活動」「親子支援」「就学に向けた支援」など、

施設内から学びを希望する声の中から全体テーマとなり得る課題を施設長が統括し、資料を用い、

場合によってはつむぎ施設内外から講師を招くなどしてテーマとなる事柄を深く掘り下げる研修を

行う。 
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③ ケース会議：児童個人の支援の現状や課題について、またはグループ支援のあり方についてなど切

り口を変えて様々なケースを題材にし、支援の検証をする。基本的には月１回としケース提案者は

全スタッフ持ち回りとするが、ケース会議を希望するがいれば回数を増やし随時開催する。 

④ つむぎ施設間での研修：各職種でのつむぎ施設間研修には各自積極的に参加し、研鑽を積む努力を

する。また、施設内の支援の現状から施設長・児発管が必要と判断した課題・テーマについては他

施設の人材に協力を仰ぎ、拠点を越えた研修会を実施する。 

⑤ つむぎ他施設、どろんこ保育園への研修：一人年間６回を目標とし、課長・施設長で機会の調整し

積極的に実施する。また、自施設でもどろんこ会内の研修を積極的に受け入れ保育やつむぎ各施設

の特色を共有することで互いのよりよい支援につなげる。 

⑥ 外部施設への見学：近隣の保育園や福祉事業所、放課後等デイサービスや私公立小学校、特別支援

学校の公開講座や見学に行く機会を設定し、検知を広げるよう努める。また、地域行政が行う研修

には最低１名は参加し、連携を深める意味でも積極的に学びの場を得る。 

⑦ 朝礼や全体ミーティング、施設内研修の中で、その都度各自が研修で得た内容を全体に共有する機

会を持つ。 

 

 

〈１〉２０２３年度 施設内研修計画 

（毎月開催の施設内会議の時間内を使用して自施設にて実施） 

開催日 開催時刻 名称・テーマ ねらい・共通理解する保育課題 

4月  
 

 
  

5月  
 

 
  

6月15日 15:00～17:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック・虐待防止

研修 

③ 法人理念・方針・ミッシ

ョンの共有 

④  園長大学®保育士大学の講

義を用いた研修Ⅰ 

コンピテンシーを基盤とした法人の

理念や方針、自ルームの目標につい

て知る 

子どもの人権を考える 

園長大学®保育士大学の動画「実践

から学ぶ、インクルーシブ保育」を

用いた研修を実施し、自己学習を促

す 

7月20日 15:00～17:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 児童発達支援ガイドライ

ン 

③アレルギー対応、 

④薬剤の使用について 

事業概要を学び、制度を理解する。

アレルギーに関する基本的な知識を

学び対応方法を知る。投薬のルール

や処置のルールを確認する 

8月17日 15:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保育所保育指針について 

保育所保育指針から見た子どもの発

達を理解する。保育所と発達支援の

共通点を考える 

9月21日 15:00～17:00 ①  コンピテンシー自己採点 有資格者の視点や支援するうえでも
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②  専門的視点の共有 

③  園長大学®保育士大学の講

義を用いた研修Ⅱ 

とになっている理論を共有する  

動画「乳幼児期に大切に育みたい力

とは？」を用いた研修を実施 

10月19日 15:00～17:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  人権チェック・虐待防止

研修 

子どもの人権や虐待について考える

と共にその防止策について学ぶ  

11月16日 15:00～17:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  小学校学習指導要領 

③  特別支援教育要領 

就学後を見据えたそれぞれの学習指

導要領について学ぶ 

12月21日 15:00～17:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 今期振り返りと今後の取

り組みについて 

③  園長大学®保育士大学の講

義を用いた研修Ⅲ 

開園から半年が経過し、いま一度支

援方法、方針についてぶれていない

か振り返りを行う。そのうえで今後

の在り方について話し合いを行う 

動画「ハイリョ？ハイジョ？気にな

る子への視点整理」を用いた研修を

実施  

1月18日 15:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  文献研修／研修報告 

スタッフがそれぞれ学んだ研修内容

をアウトプットする 

知識の共有と相手にロジカルに説明

する訓練を行う 

2月15日 15:00～17:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  環境について 

ルーム内、戸外の行き先など現状に

不満はないか、改善点はないか話し

合う。保護者からの意見も検討して

いく 

3月21日 15:00～17:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 事業計画、事業報告につ

いて 

2024年度により質の高いサービス

を目指すため、方針の再確認を行う 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

事業継続に必要な外部研修については、承認を得たうえで出席する。 

 

 

〈３〉法人支援制度の活用・出席 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

業務改善研修（子

育ての質を上げる

会議） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

施設長勉強会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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園長大学®･保育士

大学講座および社

内限定公開講座 

園長大学®･保育士大学講座および社内限定公開講座を活用 

リーダー養成研修 選ばれたスタッフが参加予定 

全社員研修 9月1日～30日までの間に録画視聴（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望するスタッフが応募 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年１回実施するフィードバック面談時に「個人ごとの次期の目標設定と併せて、次期の育

成計画を施設長が所定様式を使用して個々に伝える。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をする。 

 

 

 

8. 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域に根差す事業所となるよう、交流を大切にする。世代間交流、異年齢交流、インクルーシブな

交流、近隣交流など開かれた視点で利域に目を向ける。また、スタッフが地域のイベントに参加する

などスタッフも地域交流に積極的に関わっていく。 

 

 

〈２〉具体的な地域交流計画 

活動行事 内容 

青空保育 月1回 公園名：おおぞら公園にて（武蔵野どろんこ保育園と合同開催） 

商店街ツアー 週1回  （戸外ルートマップ内に商業エリアを入れて実施予定） 

保育園交流 当法人グループ保育園や近隣保育園と交流ができる機会を設ける 

地域交流 事業所内にカフェを設置し、地域の方が自由に来所頂けるスペースを用

意する。発達に関する相談や子ども同士の自由に交流できる機会を提供

する 

 

 

 

9. 小学校との連携の計画 
① 子どもの事故やけが、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関との連携を図

る。 

② 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、子ども本人の発達の状況や障
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害の特性、児童発達支援として行ってきた支援内容が引き継がれるようにする。 

③ 保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校等との交流や同年代の障害のない子どもと活動す

る機会を確保する。 

④ 他の事業所を併せて利用する子どもについて、支援内容を相互に理解する為、保護者の了解を得

た上で、他事業所との間で、相互の支援内容や個別の支援計画の内容等について情報共有を図

る。 

⑤ 子どもの発達支援の連続性を図るため、保護者の了解を得た上で、小学校や特別支援学校と連携

し、児童発達支援の内容だけでなく、子ども本人の発達の状況や障害の特性、児童発達支援とし

て行ってきた支援内容等について情報共有を図り、円滑に支援が引き継がれるようにする。 

⑥ 放課後等デイサービスを利用する際には、放課後等デイサービス計画が適切に作成されるよう、

学校の場合と同様に情報の共有をし、連携体制を継続しながら必要な情報提供や助言を行う。 

⑦ 地域の子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加することで、関係機関、団体等

と連携して地域支援体制を構築することに努める。 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

 地域の小学校や特別支援学校について行政から情報を集め、公開授業に積極的に参加する。小学校

を知り、安心して就学が迎えられるよう保護者へ情報発信していく。相談支援事業と連携し、幼児期

から小学校の接続だけでなく、成人期までのイメージを持ちながら必要に応じて就学支援シートやサ

ポートブックを活用していく。 

 

 

〈２〉具体的な連携計画 

以下計画について、小学校と相談・協議を4月より開始する。 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動計画(会場) 目的 

9月頃 田無特別支援学校 1名予定 学校公開（田無特別支

援学校） 

スタッフ間交流 

11月頃 田無小学校  若干名 学校体験（当園幼児保

育室） 

スタッフ間交流 

年間 武蔵野どろんこ保育園 10名予定 保育園交流（武蔵野ど

ろんこ保育園） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画の作成と更新について 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害がいの状

態だけでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認し

ていき、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者

のニーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。 

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す
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る。 

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。 

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行

う。 

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催 （7～３月に計9回開催予定 参加者：児童発達管理責任

者と担当者１名以上参加予定） 

毎月ケース会議を行い、子どもの最善の利益を考え、より質の高い支援を提供できるよう複数のス

タッフで多角的に検討していく。子どもの情報共有（子どもの様子、生育環境）、支援計画、活動の

検討と見直しを行う。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

就学支援シートを活用し、児童発達支援が行ってきた支援内容、子どもの特性や状況、配慮事項な

ど、小学校生活がより豊かになるように情報提供に努める。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

施設に来訪した親子に都度署名をもらい、月間延来場者数を自治体に報告する。 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:00～17:00 

つむぎカフェ （月）～（土）9:00～17:00 

子育て相談 随時 

勝手籠設置 （月）～（土）9:00～17:00 

青空保育 公園名：おおぞら公園にて武蔵野どろんこ保育園と合同開催 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

受審予定なし 
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〈２〉施設による自己評価の実施 

 

２０２３年上期、下期に１回ずつ「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施予

定である。 

自己評価開始予定時刻：９時００分 

自己評価終了予定時刻：１８時００分 

自己評価実施予定者：内部監査室 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

２０２３年８月に利用者アンケートを実施し、２０２４年１月に評価結果を開示予定である。同時期

に、スタッフアンケートも実施し、自己評価結果を開示予定である。 

 

 

 

13. 3カ年計画の具体化 
 

〈１〉当年度以降の3カ年計画 

2 0 2 3年

度 

目指す姿 つむぎの支援の確立と開かれた事業所づくり 

保育所等訪問支援を地域に周知する 

 

重点施策 当法人運営マニュアル、法人で大切にしている畑仕事や生き物といった支援

方法をスタッフが理解し、子どもに背中を見せながら体現していく 

地域の方につむぎを知ってもらえるよう積極的に戸外に出向く 

来所された方に過ごしやすい場所、安心できる場所と思ってもらえるよう、

事業所内の美観を意識し、綺麗な状態を保ち続ける 

地域の保育所等に訪問し、つむぎの保育所等訪問支援自体を広く知ってもら

う 

 

2 0 2 4年

度 

目指す姿 つむぎの支援の質の向上 

地域の中で支援する仕組みづくり 

 

重点施策 自分たちの支援が子どもたちどういった影響を与えているのか、仮説と検証

を繰り返し支援の質を高めていく 

数値化できるデータは記録していき、子どもたちの成長を分かりやすく保護

者へフィードバックできるよう仕組みを作っていく 

法人ホームページのブログやSNSを活用して、つむぎの活動や地域の特色を

伝え、地域に浸透する足掛かりとする 

保育所等訪問支援は、子どもの生活の場に介入しての支援になるため、その

ノウハウを蓄積し、保育園と併設でない田無ルームにおいてもインクルーシ

ブ環境下における支援について理解を深めていく 

 

2 0 2 5年

度 

目指す姿 地域を巻き込み支援の中心になることを目指す 

就学後も継続して利用される施設へ 
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重点施策 児童発達支援、保育所等訪問支援、相談支援という３つの事業で連携し、一

方的に支援や訪問するだけではなく、地域の方が参加できる活動や勉強会、

座談会を積極的に行い、地域の方を巻き込んで地域へ還元していける仕組み

を作っていく 

気軽に相談できる場所として地域に定着し、契約の有無に関わらず近隣の方

の交流の中心になれる事業所を目指す 

就学後も気軽に相談に来られるよう、小学校、特別支援学級、特別支援学級

と就学前から連携し、子どもたちの居場所になれる施設を目指していく 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 田無ルーム 施設長 井坂僚 


