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２０２３年度 メリー★ポピンズ 稲城ルーム本園分園  

事業計画書 
 

 

 

 基本方針 
運営本部ミッションを達成する園をめざすため、以下5点のポイントを挙げる。 

・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。そのためには、スタッフの資質

向上は欠かせない。スタッフ同士で学び合う風土を作り、スキルアップを目指していく。（大人のに

んげん力UP：学び続ける文化の醸成） 

・環境問題をわたくしごとととらえ、食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践する時間

を捻出していく。 

・5歳児保育について、遊びを基盤とし主体的・協働的活動を保障されることが小学校での主体的な学

びに繋がっていくと考える。また、サークルタイムなどを活かし、他者との共有、対話を大切にして

いく。（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） 

・新型コロナウイルスとの共存のなか、子育て家庭の不安や困難状況は深刻になっている。子どもを

中心にしながら、保護者の気持ちに寄り添い、保護者と共に子どもを育てていくという関係性を作

り、いつでも相談出来る地域の安心、信頼の拠点を作っていく。 

（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） 

・本園、分園とのより良い共生のため、それぞれの特色を生かした保育を展開し、お互いを高め合え

る関係づくりをしていく。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 事故のないインクルーシブ保育の実践 

実践予定内容 ・個々の子どもの発達を理解し、関わり方、遊びの提供を考察していく。 

・園外園内のハザードマップのより緻密な更新と全スタッフの理解。 

・事故防止委員会の内容の充実。（検証、再発防止策の徹底） 

2 計画・ねらい 5歳児保育、２歳児保育の充実を図り、滑らかな移行を促進する。 

実践予定内容 ・5歳児のアプローチカリキュラムの実践 

・2歳児の進級を見据えた保育実践（生活習慣、遊び） 

3 計画・ねらい 日課・基本保育活動の充実を図る。 

実践予定内容 ・デイリープログラムに沿った保育をするため、スタッフの動きや立ち位

置を考察し、ルーティン化する。 

・日課・基本保育活動の意味を全スタッフが理解し、子ども、保護者にス

タッフ自身の言葉で言えるようにしていく。 

 

 

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 保護者の心に入り込んだ対応 

実践予定内容 ・保育者は子どものトピックを伝えることはもちろんのこと、保護者の話

に傾聴する姿勢を忘れず、何気ない表情や会話から変化をキャッチし、適

切な連携を取っていく。 
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2 計画・ねらい 保護者、来訪者がいつ見ても気持ちが良い施設 

実践予定内容 ・保護者の目線で施設の整備をする。 

・必要物品は定位置がある状態にし、必要なものだけが設置されている保

育環境にリセットする。 

3 計画・ねらい 保育参加、個人面談の実施 

実践予定内容 保護者の希望を待つよりこちらからご参加をお誘いし、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子育てを担保し

ていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育の充実 

実践予定内容 本園分園月1回ずつ、亀山下公園にて計２回実施。参加者には予定表を配

布し、次回を楽しみにしてもらい、リピーターを増やす。 

2 計画・ねらい 保育園を知ってもらう機会を作る 

実践予定内容 小中高校生の保育体験希望者を積極的に受け入れていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 保育所保育指針の学びを深める 

実践予定内容 月1回の保育指針勉強会の継続、 

対話型園内研修の実施 

2 計画・ねらい 全スタッフの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 ・スタッフの特性、個性、長所を活かせる目標設定をスタッフ主体で導き

出し設定する。進捗状況を確認しながら、課題があれば原因要因を一緒に

考え目標達成していく。 

・良好な関係づくりのため、スタッフ面談を年５回実施する。 

3 計画・ねらい スタッフによる園内研修の実施 

実践予定内容 ・園会議内でスタッフが講師となり、さくらさくらんぼリズム体操、雑巾

かけ、座禅の日課や散歩、嘔吐処理、心肺蘇生のロールプレイなど他のス

タッフにアウトプットする機会を作り、学びを深める。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい コンポストを設置し、プランターの土作りをする。 

実践予定内容 ・子どもと一緒にコンポストを作り、自分たちが育てている野菜の土づく

りに繋がることや、身近にできるごみを減らす活動を意識していく。 

2 計画・ねらい 「作る」と「食べる」をつなげる食育の推進 

実践予定内容 ・残さいを減らす取り組みとして、調理や栽培に関わる取り組みを大切に

する。食材の生産や調達、調理に触れ、作る人の気持ちも大切にする 

 

 

スタッフのにんげん力の向上（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 
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1 計画・ねらい 全スタッフが適切なタスク管理を行い、組織マネジメント力を上げていく 

実践予定内容 共有のタスク管理ツールを用い、仕事の全体像を把握できるようにする。 

2 計画・ねらい コンピテンシーの追求 

実践予定内容 毎月の園会議にて、コンピテンシーの内容から自身の行動変容を把握し、

具体目標をもって自己成長していく。 

 

 

地域資源の活用（施設長が力を入れて取り組みたい内容） 

1 計画・ねらい 自然豊かな稲城の土地の活用。 

実践予定内容 ・稲城の地域資源を活用し、五感を使い自然を感じる直接体験を毎日の活

動に取り入れる。 

 

 

 

 施設運営  
 

施設情報 

児童定員（本園） 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 6人 6人 16人 16人 16人 66人 

 

児童定員（分園） 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

6人 10人 10人    26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 産休 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 10人 事務 1人 用務 1人 嘱託医 ２人 

嘱託職員 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 保育計画の確認、自己評価、スタッフによる園内研修等 

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、献立の振り返り等 

事故防止委員会 
月1回 

随時 

自園、他園で起きた事故の周知、どうすれば防げるか対応

策具体的行動について等 

ケース会議 月1回 要支援児の姿、個別支援計画の内容、振り返り等 

子育て支援会議 
月1回 保育体験の実施状況、青空保育の活動による地域の方々の

反応、見直し等 

リーダー会議 週1回 本部からの情報提供、園運営に関すること 

クラス会議 
随時 子どもの姿、保育計画、振り返り、本園分園合同クラス会

議等 

パート会議 年3回 本部からの情報提供、業務の課題の抽出 

 

 

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等 

施設長勉強会 月1回 
委員による講義、各園の保育活動の取り組み発表、評価、振り

返り等 

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等 

保健会議 年4回 保健計画の見直し、各園の保健の取り組み発表等 

主任会議 年4回 主任の立場で、園の課題解決に取り組み、共有。 

子育ての質を上げる会議 月1回 

各園の保育活動の取り組み発表、 

評価、振り返り、テーマに沿ったグループディスカッショ

ン等 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 
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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と啓蒙 

月毎の保健計画の実施、保健に関する書類作成等 

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等 

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、自衛消防隊の編成等 

食品衛生責任者 衛生管理点検表、職員細菌検査実施、食品衛生上の管理等 

畑係 畑、プランター栽培の管理、年間計画実施等 

生き物係 生き物の飼育管理等 

清掃、備品チェック表係 
掃除、備品点検がしっかりされているか、掃除表の記入漏れがないか確

認等 

園・保健日誌係 園・保健日誌の記入がされているか確認等 

アルバム係 毎月の写真販売の確認（ぶれた写真、同じ写真の消去、販売促進等） 

絵本係 絵本の入れ替え、管理、おすすめ絵本紹介等 

保育環境係 保育室、テラスの環境整備、教材の在庫確認等 

  

 

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交流計画の作成、連絡、実施等 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・保育者と信頼関係を築き、安心できる環境の中で食事、睡眠などの

生活リズムを整え、のびのびと体を動かすことを楽しむ 

・身近な人と親しみ、関わり合いを深める中で、人と関わる心地よさ

を感じる 

・身の回りのことに親しみ、見る、触れる、探索するなど身近な環境

に自分から関わろうとする 

下半期 

0～1歳児 

・自分から体を動かすことを楽しみ、様々な動きをしてみようとする 

・身近な環境に親しみ、触れ合う中で様々なものに興味関心をもつ 
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・様々な感覚を経験し味わいながら、感じたことや考えたことを自分

なりに表現しようとする 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・基本的生活習慣を身に付け、喜びながら意慾的に生活する 

・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 

・身近な人と親しみ、関わりを深めるとともに工夫したり協力したり

する楽しさを味わい信頼感が育つ 

下半期 

2～5歳児 

・身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で、自分から関わったり発

見したり考えたり、扱ったりする中で様々な事象へと興味関心が広が

る 

・自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わい、人と伝え合う喜び

を感じる 

・自然の美しさや生活の中でのイメージを大切にし、自分が感じたこ

と考えたことを自分なりに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 

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１１月に実施予定  

 

 

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 ・多くの人に囲まれ楽しく食べる環境を整えることで、人と共に食べる楽

しさを感じる。 

実践予定内容 ・手にとって食べられる食材を提供し「自分で食べたい」という意欲を養

う。 

・柔らかい食材だけでなく、歯ごたえのある食材も提供することで、あご

を鍛え脳に刺激を与える。 

・なるべく薄味で添加物の少ない食材を提供することで、それぞれの食材

のもつ自然の味や食感を知り、食材本来の「美味しさ」を実感する。 

2 計画・ねらい ・種植えから収穫を体験、クッキングなどの調理体験をしながら、その過

程を理解することで、食材に興味をもち、自然の有難さ、作る人の気持ち
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を感じ、食べ物を大切にする気持ちを育む。 

実践予定内容 ・畑活動、調理体験、商店街ツアーなどを通して五感を使い食に興味関心

が持てるようにする。 

3 計画・ねらい ・園生活全体で取り組む食育にしていく。 

実践予定内容 ・保育計画に盛り込み、単に行事や調理のことだけではない、保育の一環

としての食育を推進する。ポートフォリオやタイムラインで発信し、家庭

も巻き込んでいく。 

 

 

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 

別紙「2023年保健計画」を作成し、実施していく。 

・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。手洗いが習慣付いた園児には「手洗いマ

イスター」の称号を渡す。 

・手洗い、うがい、歯磨きの意味を絵本や紙芝居で伝え、少人数ずつ

実践をして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 

夏頃…手足口病、へルパンギーナ 

冬頃…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 

抗アレルギー剤･･･４名より預かり済み／事務所若しくは0歳児冷蔵庫

にて保管 

エピペン使用できるスタッ

フ 

４月園会議にて全職員が、研修受講し、修得済み 

未受講の新入職員は４月末日までに受講予定 

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／春季・秋季 

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 保育環境係を任命し、子どもが主体的に関わる環境を考え、実践してい

く。 

実践予定内容 本園乳児、幼児、分園のスタッフ3名に保育環境係を作り、定期的にミー

ティングを実施、提案、実践していく。 

保育環境係は子どもの実態やスタッフの意見を聴き、環境に反映させて

いく。 

園外で使用する遊具の点検し、補充する。 

2 計画・ねらい 本園：子どもの実態に合わせた環境の見直しをしていく。 

実践予定内容 各期、必要であれば短期間で、スタッフから提案、環境の改善を進め

る。 

3 計画・ねらい 分園：玩具、教材の点検、すぐに使えるように整理整頓をしていく。 

実践予定内容 玩具、教材の一覧表を作成。必要な玩具の見直し。 
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４期毎に保育環境の見直しを提案する。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検計画 

 

手作り遊具・家具一覧（本園） 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 コート掛け（４） 玄関 毎日 

2 消火器カバー（２） 玄関、テラス入口 月１回 

3 バケツ棚 乳児トイレ 月１回 

4 電話台 事務所 月１回 

5 押し入れ棚（６） 押し入れ 月１回 

6 避難はしごカバー 玄関外 月１回 

 

 

手作り遊具・家具一覧（分園） 

No 遊具・家具名 設置場所 点検予定時期 

1 L型パーテーション 保育室 毎日 

2 本棚 保育室 毎日 

3 コの字棚 事務所 月１回 

4 ままごと台 保育室 毎日 

5 コート掛けフック 玄関 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 

 

過去の事例や予測される事故はスタッフ全員周知の上、今後二度と同じよ

うな事故に発展することがないように注意喚起する。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」「生きる力」を損なうことにもな

りかねないので、スタッフ全員の総意のもと意識の統一を図る 

2 実践予定内容 

 

日ごろより防犯に対する意識を高めるために、毎月避難訓練を実施・シミ

ュレーションを行う 

3 実践予定内容 

 

法人指定の虐待防止の14項目を理解し、気になる子どもへの関わり方のノ

ウハウを学ぶ。 

4 実践予定内容 

 

救命士資格を有するスタッフ集団のため、心肺蘇生、ＡＥＤの使用方法な

ど、咄嗟の場合にも行動できるように訓練していく 

5 実践予定内容 防犯（不審者）に対する訓練は１年で２回実施。更に日々の生活の中で常
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 に意識することが重要である為、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都度意識喚起をする 

6 実践予定内容 

 

園外保育におけるリスクマネジメントについて学ぶ 

 

 

 

 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という考え方を大切にし、地域におけるボラ

ンティアや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、小中高生の体験学習

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を積極的に受け入れ

る。 

 

 

1 実践予定内容 

大学生の受け入れ 

・市内にある駒沢女子大学との保育実習や交流、採用 

2 実践予定内容 

小中高校生の受け

入れ 

・中学生の職場体験受け入れ 

・小中高校生ボランティアの受け入れ 

3 実践予定内容 

実習生の受け入れ 

・子育て支援員研修受け入れ 

・保育養成学校実習生の受け入れ 

 

 

 

 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20日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②児童・保護者の人権に関する

チェック 

③エピペン講習会 

④スタッフ研修：さらしおんぶ

のロールプレイ 

・人権について考え、日々の子どもたち

への関わりについて振り返る。 

・エピペンの実践。 

・スタッフが講師となり、さらしおんぶ

のロールプレイを実施する 

5月18日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②スタッフ研修：さくらさ

くらんぼリズム体操 

・スタッフが講師となり、リズム体操に

ついて実践を交えて学ぶ。 

 

6月15日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②水遊び、プール遊びの危機管

理について 

・スタッフが講師となり、水遊びにおけ

るリスクマネジメントの強化研修を実

施。 

 

7月20日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②心肺蘇生のロールプレイ 

・スタッフが講師となり、正しい心肺蘇

生の仕方を身につける 

 

8月24日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②スタッフ研修：さくらさ

くらんぼリズム体操 

・スタッフが講師となり、リズム体操に

ついて実践を交えて学ぶ。 

9月21日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②スタッフ研修：嘔吐処理

のロールプレイ 

 

・スタッフが講師となり、感染症流行前

に正しい嘔吐処理の仕方を学ぶ 

 

10月19日 18:00～20:00 

①コンピテンシー自己採点 

②児童・保護者の人権に関する

チェック 

・人権について考え、日々の子どもたち

への関わりについて振り返る。 

 

11月16日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②誤食が起きてしまったら 

・スタッフが講師となり、誤食が起

きた時の対処を知る 

12月21日 18:00～20:00 
①コンピテンシー自己採点 

②ハザードマップの確認 
・ハザードマップの確認 

1月18日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②今年度の保育計画、係の

振り返り 

・今年度の保育計画の振り返りと次年度

の計画を考える。 

・係分担の振り返り次年度の係分担

を考える 
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2月15日 13:00～14:00 
①  コンピテンシー自己採点 

 
  

3月21日 13:00～14:00 
①  コンピテンシー自己採点 

 
  

 

・保育指針勉強会 月１回（第四金曜日）18：00～19：00勤務時間内開催 

・自主勉強会開催 年３回以上 造形表現について、見守る保育について、メンタルヘルスについて 

 

 

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 

「新しい日常の地域交流を考える」 
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新型コロナウイルスとの共存する社会において、人との関わりが希薄になっていると感じる反面、イ

ベントが中止になることが多いのが現状である。子どもにとって必要な直接体験である地域交流は欠

かせないと考えるため、出来ないと考えるより、出来るよう工夫し継続していきたい。 

 

 

具体的な地域交流計画 

青空保育（保育園主催） 月２回：本園分園１回ずつ計２回   公園名：亀山下公園にて 

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 

（介護施設訪問デイサービスツクイ） 

異年齢交流 ・仲間との葛藤を体験しながらお互いを認め合い、自らを 

肯定する気持ちを育む 

・自然体験活動など異年齢で体を動かし、遊ぶ活動を充実させ自分

で考え、挑戦する気持ちを育む 

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を積極的に受け入れる 

銭湯でお風呂の日 月２回 〈3～5歳児〉 

 

 

 

 小学校との連携の計画 

 

今年度方針・テーマ 

・「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  ※別紙参照 

・アプローチカリキュラムの作成 

・保育所保育要録の送付 

・保育園から小学校への就学を円滑に進めるために、年長児が小学校へ行く機会を設け、特に小学校

１年生との子ども同士の交流の場を設ける 

・保育園での保育内容、小学校での教育内容をそれぞれのスタッフが理解し合える場を設け、相互に

関連しつながるように工夫する機会をつくる 

 

 

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６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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11月頃 
南山小学校  

1年生 
1６名予定 

校庭遊び（南山小校

庭） 
子ども間交流 

11月頃 
南山小学校  

1年生 
1６名予定 

室内遊び（当園幼児

保育室） 
子ども間交流 

1月頃 
南山小学校  

1年生  

スタッフ5名

予定 

授業参観（南山小教

室） 
スタッフ間交流 

1月頃 
第三小学校 

1年生 
1６名予定 

学校体験（第三小教

室） 
子ども間交流 

2月頃 
第三小学校 

1年生 

スタッフ5名

予定 

授業参観（第三小教

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 

 生活習慣、感覚機能、言葉、人とのコミュニケーションなどの項目で計画を作成し、評価を記録す

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：10名予定） 

園児の状況を踏まえ、個別指導計画の見直しと課題、対応策について話し合う 

インクルーシブ保育を実現するための課題と改善点、保護者支援の仕方について話し合う 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

保護者の了承を得た上で、行政の機関と連携し、進学予定の小学校と情報を共有していく 

 

 

 

 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 
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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：亀山下公園にて開催 

 

 

 

 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

２０２３年度受審予定 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２３年秋頃に「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、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 ①日課から始まる生活の流れ（デイリープログラム）を定着させる。 

②子どもを見る目を確かなものにするため、子どもの表現についての研

修を受け実践する。 

③園外保育の品質向上を図る。 

振り返り ①本園分園とも日課を欠かさず実施している。 

リーダー、サブ、フリーの役割分担や全体把握をする保育者の配置、育

成に課題と捉え取り組んだ。 

②年3回、子どもの表現について白梅学園短期大学教授花原幹夫先生の

研修を受け、保育実践に繋げた。 

③ハザードマップを随時見直し、安全な園外保育を目指した。ロールプ

レイや他園研修を積極的に取り入れ改善に取り組んだ。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 保育の課題に対話を重ねながら向き合い、常に前進していく。 
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重点施策 ・スタッフの保育力アップ 

・チーム保育の向上 

・環境の整備 

2024年度 目指す姿 「見守る保育」が定着する。 

子ども主体の保育が展開されている。 

重点施策 ・スタッフそれぞれの個性が発揮され、職員集団のチームワークの良さ

が際立っている。 

・今までにない保育の発想が見られるようになる 

2025年度 目指す姿 「見守る保育」が醸成される 

稲城ルームの保育の特色が色濃くなり、地域で選ばれる園となってい

る。 

スタッフたちが本園分園と２園あることを最良と捉え、保育の面白さを

感じながら保育をしている。 

重点施策 ・子どもの発達を的確に捉えたスタッフ集団になり、クラスの枠を超え

て乳児、幼児担当という視点を超えた保育が展開されている。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 稲城ルーム 施設長 本澤 朝子 

 


