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２０２３年度 まめどくれっしゅ 事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
子育て理念『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 

➀ 子ども・保護者・職員・地域が相互的かつ協働的に関わり合えるようにする。また、子どもたち一

人ひとりの自主性を重んじ、子どもたちが全力で遊びこめる環境を整えていく。 

②  相手の気持ちに寄り添い、保護者や地域の方々とのかかわりを深め、協力した関係性を作り、地

域に根ざした園を目指す。 

③  子ども一人ひとりを尊重し、安心感や自尊感情を大切にし、子どもたちとともに成長し合う。 

大人も子どもも思いやりの気持ちを持ち、「にんげん力」を共に育んでいく。 

   以上を基本方針とする。 

 

 

 

〈１〉〈１〉 保育内容の充実・質の向上 

主体的・対話的な深い学びを目指す。子どもが今日経験したことを他者とかかわりを深める中で、自

分の思いや考えを表現し、伝え合い、協力して自らの考えを広げ深めていく。 

また、子どもが身近な環境に興味や関心を持って積極的にかかわり、心動く経験をたくさん持ち、

「試行錯誤」(トライアル・アンド・エラー)を繰り返し、生活を意味あるものとして捉えることができ

るように保育を展開していく。 

 

1 計画・ねらい 「生きる力」の基礎：「にんげん力」を育む 

どろんこ会グループの日課、基本活動の日課、基本活動の充実と質の向上 

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・戸外活動・

生き物の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・地域異世代

交流の意味を深めながら実践する。 

保育者は、園内研修を通してこれらの活動における課題を見つけ、常によ

りよくするため研鑽に努める。 

2 計画・ねらい 子ども主体の保育を確立させる/子ども自身が考える力を身につける 

実践予定内容 ・保育者は子どもの行動を一歩下がって見守る。 

・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。 

・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。 

3 計画・ねらい 持続可能な社会づくりの担い手を育てる 

実践予定内容 ESD（持続可能な社会づくりの担い手を育てる教育）として行う 

①「人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を育むこと」 

②「他者・社会・自然環境との関係性を認識し「かかわり」・「つなが 

り」を尊重できる個人を育むこと」を共通の視点としながら、異年齢・イ 

ンクルーシブ保育の通年実施、SDGs教育、国際理解教育、性教育等を通 

して多様性の理解と共同性を育む。 
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4 計画・ねらい 知・徳・体『生きる力』のバランスのとれた保育内容の充実 

実践予定内容 「運動遊び」「知育あそび」「原体験」「食育」「表現活動」等、園の特 

色を生かした様々な体験活動の充実により、子どもが自分で考え、友達と 

協力しながら自分で行動する「知・徳・体」の力の基礎を培い、「遊び」

を通して発達や学びの連続性を踏まえた保育を行う。また、これらをバラ

ンス良く育てることで『生きる力』につながる。 

「知」：知る、考える、伝える、感じる、できるようになる 

「徳」：思いやり、感動する心、協調性 

「体」：体を動かす楽しさ、身体をつくる 

 

 

〈２〉〈２〉 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戸惑いを理解し、体や心の小さな変化を共有し、保護者が安心して子ど

もを預けられるようにサポートしていく。 

また、日常保育の様子を可視化・共有をもとに、保護者とのつながりを大切にし、子育ての楽しさを

実感してもらい、子どもの成長の喜びを分かち合う。 

1 計画・ねらい 園での子どもの姿や成長の様子を共有していく 

実践予定内容 タイムラインやドキメンテーションを通して、日々の子どもの様子をわか

りやすいように伝え、共有していく。 

2 計画・ねらい 保護者と連携して子どもの成長をサポートする 

実践予定内容 ・登・降園時、一人ひとりの様子がわかるように丁寧に様子を伝える。 

・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し、保護者に寄り添いながら相互理解を深めていく 

 

 

〈３〉〈３〉 地域の子育て支援事業 

地域に開かれた子育て支援を実現し、一時保育や子育て支援室チキンエッグを拠点とした支援活動

を行う。また、近隣の系列園である大豆戸どろんこ保育園と協力し合い、子育てに悩む地域の方々の

心の拠り所となるような場所を目指す。 

1 

 

計画・ねらい 地域に開放的な園を目指す 

実践予定内容 子育て支援活動「ちきんえっぐ」の活動を知ってもらい、感染予防に十分

配慮し、参加していただきやすいよう配慮する。気軽に立ち寄りやすい雰

囲気作りに努める。 

2 計画・ねらい 近隣施設との交流を深める 

実践予定内容 ・近隣の保育園や商店街、施設との交流を深めながら、地域に根付いた保

育園を目指す。 

・散歩時に気持ちのよい挨拶を行う。 

3 計画・ねらい 見学時や電話の問い合わせ時は丁寧な対応を行う 

実践予定内容 どのような時間に電話がかかってきても来園されても、丁寧に接し、その

時に発する一言一言の価値と大切さを理解し、問い合わせいただいたこと

に感謝の気持ちを持ち対応する。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成  

保育所・保育指針の保育のねらいは、子どもの「資質・能力」を育むこと、「幼児期の終わりまで

に育ってほしい１０の姿」が示されている。子どもの育ちや学びが小学校以降も継続されていること

を見据えて保育をする。唱されているのが、アクティブ・ラーニング「主体的・対話的な深い学び」

である。「主体的」とは、自分から進んでやること、同時に自分がやろうとすることに見通しをもっ

て振り返ること、「対話的」とは、自分の考えや感じたことを他の人と伝えあうこと、伝えあったう

えで自分の考えに他の人の考えを取り入れて、自分もまた考えていくことである。「深い学び」は

「なぜ」や「本当にそうなのか」と普遍的な考えさえも子どもや保育の中では、考えていくことが求

められている。すなわち保育者は、知識を積み上げることと同時に、答えの出ない問いに自分なりの

考えをもち、意見を主張できるこころを持って同時に、私は、みんなの中の一人と周りに目を向け

て、共に生きようとする心を併せ持った、一人の主体として育てていくことが大切である。 

1 計画・ねらい 園内研修、外部研修、スキル講座への参加をする 

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。 

・昼礼や園会議などで研修報告を行い、スタッフ間への内容共有を行う。 

2 計画・ねらい 「報連相」の徹底したチーム保育づくり 

実践予定内容 「報告・連絡・相談」を徹底し、一人ひとりが考え、職員同士で話し合う 

機会を持ち、子どもや保育の話だけでなく、常にコミュニケーションを取 

ることを大切にし、個々の能力を活かした保育ができるようにしていく。 

また、保育者自身の弱点を補い合い進めていく、保育ができるよう努めて 

いく。 

3 計画・ねらい 保育者自身の人間力を育てる。 

実践予定内容 経験・年齢問わず各職種 が得意分野、専門分野にて各自の力を発揮し、互 

いに連携を図りながら共に語り合い、考える。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と共に、園全体の 

チームとしての底力も上げていく。 

 

 

〈５〉環境実施目標 

子どもの心身の発達や成長に関わる「人的環境」「自然環境」「社会的環境」を興味や関心を持てる

ように構成する。また、遊び道具、空間や時間、動線、気温や温度、湿度などの配慮も充分に行って

いく。 

1 計画・ねらい 感染症拡大・怪我や事故を未然に防ぐ。 

実践予定内容 ・室内、玩具消毒、換気、感染症対策の徹底 

・ヒヤリハットや事故記録簿の振り返り、傾向と対策・要因を園会議など 

で議題とし、話し合っていく。 

2 計画・ねらい 大きな一つの家、全職員での保育。 

実践予定内容 ・園を一つの大きな家として、保育者全員で見守り、協力し合いながら、 

子どもの成長や興味にいち早く気づき、子どもが自信をもって他者と関

わりながら、興味が持続し夢中になって取り組み、最後までやり切れる

環境を作る。 

・異年齢児保育・インクルーシブ保育の実践。子どもも大人も園生活を楽 

しみ、子どもと一緒に様々な直接体験を通して、自分で考えて行動でき

るようにする。 
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〈６〉子どもの興味に寄り添った環境をデザインする  

1 

 

計画・ねらい 子どもの興味・関心、思い探ることを大切にしながら、環境を整える 

実践予定内容 子どもの実態把握のため、可視化、俯瞰し、さまざまな立場の人たちと対

話をしながら、子どもたちの興味・関心、思いをより理解した上で、環境

構成を考えていく。子どもの興味・関心をもとに環境構成をする上で、可

視化図を作成する工夫を行っていく。 

② 計画・ねらい 保育者と子どもの相互に関連させながら環境構成を目指す 

実践予定内容 環境構成にあたっては、子どもの主体性の重視するあまりに、放置ともと

れる状態に陥ること、また保育者の思いが強くなりすぎて、計画や思いが

保育者主導になっていくことのないように、子どもの興味・関心と保育者

の思いや援助を相互に関連させながら構成していく。 

 

 

〈７〉 子どもが一人ひとりの安心感を支えるチームの構築 

1 計画・ねらい 一人ひとりの安心感の醸成をする 

実践予定内容 子どもたちを集団としてとらえるだけではなく、子どもの豊かな受動を受

け取り、その芽吹く瞬間をしっかりキャッチし、丁寧に応答的なやりとり

をしていく。 

2 計画・ねらい 子どもの理解、見る目を養う 

実践予定内容 主体的、自発的に遊ぶ子どもの姿をどのようにとらえるのか、保育者間の

語り合いを大切に考えていく。保育者同士がお互いの保育観を知り、子ど

もの姿を肯定的に捉える目を養っていく。それを持って、保育者自身が保

育に対して、主体的に取り組んでいく姿勢を持つ。 

３ 計画・ねらい チームで協力体制を築く 

 実践予定内容 個々の個別計画をどのように実践するのか、ねらいや価値を職員全体で共

有し、チームで協力して子どもが安心して過ごせるように支えていく。 

 

 

 

 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 

3人 8人 10人 11人 11人 11人 54人 

 

〈２〉開所時間 

     

７時００分～２０時００分   
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〈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 0人 栄養士 0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 2人 事務 0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 園内研修、活動の振り返り、コンピテンシー考察、品質マ

ニュアル記載 

給食運営会議 月1回 アレルギー確認、クラス給食状況、給食会議報告 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・自己記録簿の振り返り、傾向と対策 

ケース会議 
月1回 支援計画立案、修正、気になる子どもの情報提供共有とサ

ポートの仕方の共有、他機関への連携報告 

昼礼 週1回 事務連絡、子どもの様子の共有 

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、子どもの様子の

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、子どもの様子の

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 法人全体での課題・連絡 

施設長勉強会 月1回 保育についての講習 

食育会議 年4回 
食育計画の立案、献立内容の改善・提案マニュアルの見直

し、アレルギーについて 

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、提案マ
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ニュアルの見直し、園児の健康管理 

主任会議 年6回 運営・マネージメントに係る研修 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の質の向上を高める研修、保育内容について 

  

 

〈３〉各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

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 

安全対策係 施設内外の施設および消防設備点検、避難経路の確保と点検 

防火管理者 防災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、計画案の作成と実施、畑の管理 

生き物係 命の尊さや自然現象への関心の幅を広げる機会を設定 

  

 

〈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、運営 

運動会 

生活発表会係 
運動会、生活発表会の計画・企画 

子育て支援担当 子育て事業の計画・実行 

 

 

 

 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にできる 

ようにし、友達との関りの芽生えを促していく。 

下半期 

0～1歳児 

・身近な大人との安定した関係の中で、一人遊びを十分に楽しみなが

ら自我が芽生える。 

・多くの経験をする中で感性を豊かにし、感じたことを少しずつ言葉 
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で伝える場を大事にする。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・日々の生活や遊びの中で、基本的生活習慣や運動、身体の使い方が 

身につく。 

・興味関心を持ったことに主体的に取り組み、最後まで遊びこみ、充 

実感を得る。 

・異年齢での関わりの中で、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、自分たちでルールを決めるなどして、解決すること

ができるようになる。 

・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 

運営委員会 年2回 6月と2月に実施予定  

 

 

〈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 嚙む力を養い、素材を味わう 

実践予定内容 乳児期に欠かせない栄養バランスに配慮し、噛む力を育てられるように食 

材の大きさを調節、素材を味わい、季節感を感じられる献立を提供する。 

2 計画・ねらい 食育活動を行う 

実践予定内容 自分たちで選び、畑で野菜を栽培することで、成長の変化や旬の食材に気 

づき、食に興味を持つ。 

また、クッキングでは、自分たちが育てた野菜を使い、素材が様々な食べ 

物に変化する姿を見ることで、食に興味を持つ。 

3 計画・ねらい バイキングや食事のマナーを知る 

実践予定内容 自分が食べられる量や時間を知り、自分たちで決めていくことができるよ 

うに配慮し、食べる意欲を育てていく。また、挨拶や食事のマナー、食具 

の正しい使い方を知らせ、身につけていく。 
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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、生活リズムを整える、体の仕組み 

を知る、自分の身体の成長を知る等。 

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･･･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／園内にて保管 

エピペン・抗アレルギー薬･･･2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 

現在16名が、研修受講し、修得済み 

 

その他保健に関する取組 

保育園感染性サーベランス登録 

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 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 

 

 

〈６〉 環境整備 

1 計画・ねらい 子どもの「やりたい」を尊重し、発達や興味・関心に合わせた環境を作 

ると共に、安心して過ごせ環境作りを行う。 

実践予定内容 園会議内などで子ども達の様子を共有し、子どもが自分で考え、他者と 

関わりながら自分で行動できる保育環境を作ると共に、定期的に見直し 

も行い、子どもの発達や興味関心、安心して過ごせる戸外・室内環境を 

考える。 

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。 

実践予定内容 掃除チェック表を作成し、何を行えばよいか、終わっていないところは 

どこかが、だれが見ても分かりやすく取り組みやすいようにし、子ども 

が過ごしやすい動線作りと園全体の清掃に努める。 

 

 

〈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 登り棒 園庭 毎月1回 

2 吊りブランコ 園庭 毎月1回 

3 泥場 園庭 2か月に1回 
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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、避難訓練を毎月15日に行う。 

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。 

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、園児の安否情報を発信する通知訓練も行う。 

2 実践予定内容 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。 

事故防止委員会を毎月1回行い、ケガや事故の共有、検証、再発防止策を 

共有する。また同グループ内でも共有し、事故防止策を探る。 

園内外のハザードの見直しを定期的に行い、ハザードマップの作成・共有 

をする。 

3 実践予定内容 危機管理マニュアルに則り、不審者侵入時には対応フローチャートに従 

う。 

年2回不審者侵入訓練を実施する。 

4 実践予定内容 発生やすい状況を把握し、発令があった場合は速やかに対応、室内で過ご 

し健康状態の確認を行う。 

5 実践予定内容 インシデント・ヒヤリハット報告書を活用し、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。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 

 

〈１〉今年度方針・テーマ 

次世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成するため、実習生・研修生を積極的に受け 

入れる。受け入れることで、保育士自身が自らの保育を振り返り、指導する力を身に着ける良い機 

会にもつながる。 

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 小中学校の保育園見学・職業体験などを積極的に受け入れ、見学期間だ

けにとどまらず、地域のつながりとして交流をしていけるようにする。 

2 実践予定内容 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と、実習生

一人ひとりに合わせた温かい受け入れ体制を整え、職員全体でコミュニ

ケーションをとり育成をしていく。 
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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 

 

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 

➀  コンピテンシー自己採点 

②  保育者の専門性とは 

③  事故事例から学ぶ安全な 

保育 

・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 

・具体的な事故・けがの予防方法 

5月 9日 18:00～20:00 
➀  コンピテンシー自己採点 

②  私たちが育てる6つの力 

・ブレインストーミングを活用し自 

由にアイデアを出し合い、課題の 

抽出、検討を行う 

6月13日 18:00～20:00 

➀  コンピテンシー自己採点 

②  子ども姿をとらえる 

 

子どもが主体的に自発的に遊ぶ姿を

探り、保育者のそれぞれが持ってい

る子ども観を共有し、子どもの肯定

的に捉える目を養う。 

7月11日 18:00～20:00 

➀  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの興味に寄り添っ 

た環境づくり 

子どもの興味・関心、思いを理解し

可視化する。保育デザインマップを

作成し、環境設定を考察し、改善へ

とつなげる 

8月 8日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②   保護者支援を考える 

子どもの利益につなげるために保護

者支援を考える。 

9月12日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

② 基本方針の再確認 

事業計画の進捗状況の確認と振り返

りを行う。 
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10月10日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②ESDとは。保育でできる

ことは何か 

保育所保育指針「幼児の終わりまで

に育ってほしい姿」に照らし合わせ

て考える。 

11月14日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② 子どもの最善の利益につ

いて考える  

子どもの権利から考える。保育の中

での事例をあげて検討していく。 

12月12日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

② レッジョエミリアアプロ

ーチに学ぶ 

プロジェクト活動、ドキュメンテー

ションの考え方や方法を知り、明日

からの保育に活かしていく。 

1月16日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 子どもの表現を拓く 

  自然材の可能性 

子どもが主体的に環境に関わってい

る遊びの場面で現れる表現を、アフ

ォーダンス理論を手がかりに環境の

潜在的価値を考察する 

2月  日 18:00～20:00 次年度に向けて 

次年度に向けてスタッフ意識の統一 

次年度の全体的計画と年間指導計画 

の作成 

3月  日 9:00～18:00 次年度に向けて 
年間行事の決定 

農業計画 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉園独自の育成計画 

・社会人としての基本マナーの学習、所作や実践を身につける研修を行う(コンピテンシーの活用と

実践に繋がるスキルなど) 

・子どもの発達の理解や年齢別の保育に係る学習を行う(写真の活用、ドキメンテーション作成) 

・保育所保育指針や子どもの権利条約について学習を行う。 

 

 

 

 地域交流計画 
 

〈１〉今年度方針・テーマ 

地域に開かれた保育園を目指す。保育士からの日常的なあいさつや近隣の公園での保護者との関わ 

り、他保育園や小学校との情報交換・連携を継続し、地域の方との交流や情報共有をWEBや掲示な 

どの形を変えながら続けていく。 

 

 

〈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：大曾根第二公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設の訪問や公園、公共の場での触れ合いや関わり合い。 

異年齢交流 幼保小の連携の中での小学校との連携、中学生による園訪問の地域 

ボランティア活動、近隣保育園との交流、保育士養成校の学生との 

交流。 

地域拠点活動 子育て支援事業「ちきんえっぐ」、園庭開放、青空保育、地域 

イベントへの参加 

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 

〈１〉 今年度方針・テーマ 

以下計画について、小学校と相談・協議を近隣小学校と4月より開始する。 

「5歳児と1年生の年間連携計画」を作成。学校行事や授業参観等を通して、「職員間交流」と「子 
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ども間交流」の両方を取り入れていく。 

 

 

〈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10(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 
師岡小学校  

 
１名 

授業参観、授業研究

会（師岡小校庭） 
職員間交流 

11月頃 
菊名小学校  

 
1名 

授業参観、授業研究

会（菊名小校内） 
職員間交流 

2月頃 師岡小学校  児11名 
校内での遊び(師岡

小教室） 
子ども間交流 

2月頃 菊名小学校 児11名 
校内での遊び(菊名

小教室） 
子ども間交流 

 

 

 

 要支援児計画 
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直し 

子どもの発達や状況を理解し、ケース会議の中で共有・振り返りを行い、週案・月案の作成時や 

個々の変化・成長に合わせて、その都度見直しを行っていく。 

 

 

〈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：３名予定） 

・園会議、昼礼、クラス会議などを利用し、個々の様子を共有しながら理解を深めていく。 

・配慮の必要な子だけでなく、気なる子や成長・発達の過程で配慮を必要とする子についても 

共有し、一人ひとりに合わせた対応へつなげていく。 

 

 

〈３〉進級引継、および、小学校への引継 

・進学する小学校や必要に応じて、関連機関と連携しながら、児童要録・面談や電話での詳細伝達 

を行う。 

・進級児は、職員間で情報を共有する。 
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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（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：公園にて大曾根第二開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

〈１〉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。 

（２０１６年１月・２０２０年１２月受審） 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２４年３月１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：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 

 

 

〈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

重点施策 ・保育士同士、子ども同士が互いにそれぞれの個性を認め合い、助け、 

支え合いながら育ち合える関係づくりを目指す。 
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た姿 ・「報告、連絡、相談」や伝わっているかの確認をしっかり行う。ま 

た、自分や相手の特性を理解して伝えるということを意識していく。 

振り返り ・異年齢保育は元々できており、子どもが自由に行き来をし、好きな場

所や友達と過ごすことができる環境を継続していた。また、子ども中

心とした保育、活動を進めることもできた。子ども同士の関わりが多

く、育ち合いや助け合いを多く持てていたが、時には、大人主導にな

ってしまう事もあったので、来年度は子ども主体で進めていけるよう

に改めて考えていきたい。 

・子どもの人権について考え、それぞれの意見や考えを知る時間を作

り、お互いの認識の違いなども共有し、子どもの人権について深く考

える機会が作れた。 

 

 

〈２〉 当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 ・自由に行き来する『大きなうち』の中で、子どもの好奇心が満たされ

る物的環境、人的環境の充実を図る。 

・日課を通しての子どもの成長発達を促す。 

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。 

2024年度 目指す姿 ・保育環境の充実と職員間のコミュニケーション能力の高さを強みにし 

た保育の実践。 

重点施策 ・子どもの成長発達に沿った保育環境を整え、子ども同士で問題解決し 

ながら成長できる場をつくる 

 

2025年度 

目指す姿 ・安心で心地の良い『おおきなうち』 

・法人の保育方針が理解され、子ども主体の保育が確立する。 

・子ども、保護者、地域の方々に愛される施設となる。 

重点施策 ・子どもがどこに行っても温かい雰囲気に包まれ、安心して遊びこめる

場所が保障されている。保育者も様々な経験を重ね自信につながり、

活気溢れる保育園となる。 

 

 以上  

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日      作成者：まめどくれっしゅ       施設長 寺井 奈穂美 

 


