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２０２３年度 メリー★ポピンズ kids北朝霞ルーム 

事業計画書 
 

 

 基本方針 
 

基本理念…「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」 

 

 法人の理念・目標に基づき保護者、地域、保育園が相互にかかわりながら、地域に根差した保育園

を目指す。「子どもの最善の利益とは何か」を常に考えながら、一人ひとりの子どもが自分の感情や

意思をもち、やりたいことを自分で決められる、子ども主体の保育を実践していく。 

  

  

 【どろんこ会が育てる６つの力】 

 ・ケガをしない強い力を育てる。 

 ・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。 

 ・感じたこと・考えたことを表現する。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 一人ひとりの発達を捉える 

実践予定内容 職員間で子どもの姿の共有や、発達表を用いて一人ひとりの発達を捉えて

いく。発達過程や個性を見据え、個人差を尊重した保育を展開する。 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画の作成、実践、振り返りのPDCAサイクルの

定着 

実践予定内容 一人ひとりの発達を捉え、保育計画に落とし込む。実践し、振り返りを行

い、環境を改善しさらに次の計画につなげていくサイクルを定着させる。

各職員で完結させるのではなく、職員間で共有、意見交換を行うことで、

保育の質向上につなげる。 

 

 

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 全職員が、保護者の気持ちに寄り添い信頼関係を築き、保護者の心に入り

込んだ接遇を心がける。 

実践予定内容 保護者の知りたい情報や気持ちの良い対応を心掛け、安心して子どもを預

けられるよう丁寧な対応をする。 

2 計画・ねらい 自園の強み・特性を生かした園の様子や子どもの姿の記録と公開を行い、

情報を発信する。 

実践予定内容 家庭と保育園の連携を密にして、保護者との信頼関係を築き子どもの発達

や様子をタイムラインやドキュメンテーションなどを活用してわかりやす
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く伝えていく。 

3 計画・ねらい 保護者がいつ来ても整理整頓されている気持ちの良い保育園にしていく。 

実践予定内容 保護者や訪問者がいつ来ても、すぐに保育士が対応したり、満遍なく声を

かけたりする。園内外が常に整理整頓されており気持ちの良い保育園とな

るようする。また、日々の清掃や片付けなど職員の意識づけをしていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育、園開放などによって保育園と地域の共育てを行う。 

実践予定内容 青空保育、地域育児相談、次世代育成支援（実習生、中高生、職場体験、

ボランティアの受け入れ）。 

2 計画・ねらい 「ちきんえっぐ」の定期的な開催により保育園を知ってもらう。 

実践予定内容 寺親屋、自然食堂、自然学校、芸術学校の定期的に開催する。 

3 計画・ねらい 保育園が地域の資源としてサービスの提供をする。 

実践予定内容 園開放による保育園と地域の共育て。園だより、ちきんえっぐだより、献

立、食育だより、保健だよりなど子育て情報の提供や発信。子育て相談は

随時行う。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 子どもの理解 

実践予定内容 日々の振り返りや園内研修を通して、一人ひとりがどのような発達段階に

あるのか理解する。その子どもにとって今何が必要なのか、何に困ってい

るのかを把握し、適切な援助ができるようにする。 

2 計画・ねらい 学びのアウトプット 

実践予定内容 MBO目標に自分自身が年間を通して学びたいことを落とし込み、職員自身

が主体的な学びを深めていく。年１回以上はアウトプットの機会を設け、

ほかの職員に共有することで、園全体で学び合う風土をつくる。 

 

 

環境実施目標 

1 計画・ねらい 食材や食の循環を知る 

実践予定内容 子どもたち自身が畑仕事(種まき・育てる・間引く・穫る)や、食材加工

(梅・ケチャップなど)の活動を実践する。 

2 計画・ねらい 食べ残しを減らし、再利用できるしくみを知る 

実践予定内容 給食残渣を減らし、残渣から堆肥生産を行い有効活用できることを子ども

たちと一緒に実践し、知っていく。 

 

 

原点回帰 

1 計画・ねらい 日課・基本活動の定着 

実践予定内容 朝の日課から基本活動までたっぷりと活動し、子どもの生きる力を育て

る。保育者自身がなぜ必要なのかをきちんと理解し、自らが意欲的に取り

組む。 



20221215版 

2 計画・ねらい 子どもの自己選択と大人が教えるべきことを理解する 

実践予定内容 全てが自由ではなく、必要な体験と教育を提供できる保育者となる。大人

が教えねばならないことは、大人が子どもに背中を見せ、計画的に環境を

用意する。 

 

 

小１を知る 

1 計画・ねらい 小学校１年生を見て知る 

実践予定内容 小学校１年生の授業を自分の目で見て、就学準備と見据えて保育計画とア

プローチカリキュラムの内容を工夫する。 

2 計画・ねらい 子ども間交流の実施 

実践予定内容 園児と小学生の子ども間交流を年２回以上で計画・実施をする。他者との

協働の重要性を感じるとともに、子ども自身が小学校での生活に期待を抱

けるような内容で実施する。 

 

 

 

 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 10人 12人 12人 12人 62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 6人 看護師 0人 栄養士 0人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 
保育士 6人 補助 0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 保育運営について、行動計画の決定・共有 

給食運営会議 月1回 食育活動・喫食状況・アレルギー等の個別対応 

事故防止委員会 
月1回 ヒヤリハット・インシデント分析、自園、他園の事故記録

の検討や改善策の検討 

ケース会議 月1回 要支援児についての個別計画、振り返りおよび省察 

リーダー会議 月1回 各リーダーによる報告・相談・検討 

担任週会議 随時 保育計画の立案・振り返り 

 

 

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 法人内の運営方針共有 

施設長勉強会 月1回 法人内の運営方針共有 

食育会議 年4回 食育方針の共有と検討 

保健会議 年4回 食育方針の共有と検討 

主任会議 年4回 主任の役割や園運営について共有・検討 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育所保育指針・法人の目標等共有 

  

 

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・衛生点検・安全管理や備品等の管理 

安全対策係 避難訓練の実施や環境整備・安全な環境の整備 

防火管理者 災害・不審者等に対して消防計画・避難訓練の立案・設備の管理 

食品衛生責任者 食品の品質管理・衛生管理、調理室の衛生管理、食育会議の立案 

畑係 年間農業計画の遂行、畑の管理 
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生き物係 飼育全般の管理 

  

 

行事別係の設置 

係名 職務内容・役割 

どろんこ祭り 園、保護者、地域が一緒になって祭りを開催して楽しむ 

朝霞市民祭り 彩夏祭 地域活動の一環として有志の保護者、児童の補助 

子育て支援 子育て支援、ちきんえっぐの計画・立案・実施 

世代間交流 高齢者施設との交渉 

 

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 

上半期 

0～2歳児 

・新しい環境に少しずつ慣れ、特定の保育者に見守られながら情緒の

安定を目指し、基本的生活習慣の体得を図る。 

・一人ひとりの発達に適した環境を整え、的確に子どもを捉え子ども

たちが自ら選択する保育を行う。 

下半期 

0～1歳児 

・活動量や活動範囲、成長に適した環境を整え、活動や食事、睡眠な

どに配慮していく。 

・多事や周囲への関心が高まり、探索活動が盛んに行えるような環境

設定を考慮し、子どもたちがいきいきと遊びを楽しめるようにする。 

幼児保育 

上半期 

3～5歳児 

・子どもたちの社会性、主体性、意欲を培うための環境が整備された

中で満足感を得られる保育を行う。 

・子どもたちが自ら築き、感じ、考えて行動することの楽しさを味わ

えるような環境や機会を保育者が仕掛けていく。 

下半期 

2～5歳児 

・上半期で培ってきたことを自信に感じながら自分よりも年下の友だ

ちに対する思いやりや助け合いをもって関われるようにしていく。 

・年少児が年長児へのあこがれや期待感を抱きながら意欲的に行動で

きるような環境設定や異年齢保育を行う。 

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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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「２０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 

家庭との連携を図りながら、保育者・栄養等の職員が専門性を生かし、共に食を営む力の基礎を作

る。子どもの口腔発達に配慮し、離乳食、手づかみ食べなどの食事の提供をする。 

 

1 計画・ねらい 乳児も幼児も自分で選び、心もお腹も満たされる食事環境を目指す 

実践予定内容 自ら選び、食べたいと思えることを大事にして、乳児においても自分で選

ぶ環境を作る。バイキング給食の実践。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を身につけていく。食を通してすべてのも

のへの感謝の気持ちを知る。 

実践予定内容 食材の下処理や準備、加工品などに関わる環境を作り、コンポストなどを

活用して堆肥つくりなどを行い環境への意識を育む。 

3 計画・ねらい 伝統食、地域の特性（特徴）や加工食品の年間計画に盛り込む 

実践予定内容 郷土料理や素材の加工に触れ日本の食文化や地域に興味を持つ。 

 

 

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 
手洗い・うがい・歯磨き指導、衛生について、自分の体を知る。命の

大切さの指導等 

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 

6～８月頃･･･手足口病・ヘルパンギーナ・プール熱・とびひ 

11～２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･･･1名より預かり済み／冷蔵庫にて保管 
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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17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。 

性教育・薄着の励行・爪チェック 

 

 

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 

 様々なことに挑戦出来るように、散歩を基本とし想定外の事象に出会える経験を通して喜びや葛藤

を共感していく。室内環境では、整理整頓された気持ちの良い環境と子どもにとって必要なものを揃

え子ども自らの意思で使用することができる環境整備を行う。 

 

1 計画・ねらい 戸外活動では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

関心を持つ。 

実践予定内容 １日2回の散歩では生き物や植物が身近にあり、命の大切さや不思議さを

体感できる環境を整える。 

2 計画・ねらい 自分から環境に関わり、自分で考え主体的に行動できる環境を整える。 

実践予定内容 異年齢保育の中で自分から関わる社会性を育むとともに、子どもの主体

性を大切し自分たちで解決できるような援助をしていく。子どもの発達

に応じての必要なものを準備して自らの意思で使用する環境をつくる。 

3 計画・ねらい 室内環境等においては、安全で衛生的な整理整頓された気持ちの良い環

境を整える。 

実践予定内容 玄関や保育室等の安全点検や玩具等の整理整頓、衛生的で誰が見ても気

持ちの良い玄関や室内環境を整える。 

 

 

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 ボルダリング 幼児室 毎日 

2 滑り台 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 防災 危機管理マニュアルNo.3の災害対策に則り、消防計画、避難訓練、避難訓

練開催通知、自衛消防訓練通知、普通救命救急資格取得手続き、防災自主

点検、危機管理マニュアルの周知、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う。 

また、定期的に非常持ち出し品、非常備蓄品、防災準備品の点検を行う。 

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のケガ事故防止策・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 防犯 危機管理マニュアルNo.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う。 

不審者侵入時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に則り、光化学スモッグの

知識を身につけ、職員全員が自治体の「光化学スモッグ注意報発令メール
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配信システム」に登録し、注意報発令の把握を行う。 

光化学スモッグ発生時には対応フローチャートに従う。 

 

 

 

 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

するために実習生・研修生を積極的に受け入れる。 

1 中学生の職業体験 積極的に受け入れ安心して体験学習を行えるように配慮する。 

2 保育養成校の学生 

の実習 

積極的に受け入れ安心して実習を行えるように配慮する。また、保育や

福祉の現場で活躍する人材を育てる。 

3 一般および学生の 

各種ボランティア 

積極的に受け入れ安心してボランティアなどを行えるように配慮する。

また、保育や福祉の現場に興味関心をもってもらう。 

 

 

 

 スタッフ育成と研修計画 

・園内研修の充実を図りながら職員のスキルを高めていく。園の課題になっている事柄を全職員と共

有し、意見交換を行いながら、子どもにとって何が一番必要かを考え、実践を積んでいく。 

・近隣園で合同園内研修を重ね、保育者のスキル向上を図りながら、職員交流を深めていく。 

・職員自らも学びを発信し、共に学び合いリーダーとしての役割を果たし、次世代を担う人材育成に

努める。 

 

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 18:30～20:30 ① コンピテンシー自己採点  ・コンピテンシーを深め極める 
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② 人権チェック 

③ ハザードマップの確認と

共有 

・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 18:30～20:30 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

③ 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 18:30～20:30 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

③ 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 18:30～20:30 

① コンピテンシー自己採点 

②  エピソード研修 

③ 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 18:30～20:30 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

③ 子どもたちの言葉がけ 

・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 

・子どもに対する対応や言葉がけ 

9月 18:30～20:30 

① コンピテンシー自己採点 

② エピソード研修 

③ 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 18:30～20:30 

① コンピテンシー自己採点 

②  エピソード研修 

③ 前半の振り返り 

・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 

・前半の振り返りを行い、後半に向

けて共有する 

11月 18:30～20:30 

① コンピテンシー自己 

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 18:30～20:30 
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、職員

との関わりを考える 

1月 18:30～20:30 
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、職員
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③ 1年間の振り返り 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 18:00～21:00 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 9:00～18:00 第二回策定会議 
・2024年度の年間計画策定会議 

・畑研修 

 

エリア研修（近隣園合同開催） 

開催日 研修名 研修内容 

 

 

６月 

９月 

１月 子どもの行動分析 

・自園の子どものエピソードを他園と共有す

る。 

・他園のスタッフも交えて子どもの行動分析を

行い、対応法をディスカッション形式で検討す

る。 

・園に持ち帰り実践する。良かったこと、継続

して実践していること、今後のねらいや子ども

にどうなってほしいかを実践報告として共有す

る。 

 

 

通年 
職員交換研修 

•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ことで改めて自園の

課題に気が付く。 

•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、自園に持ち帰り職員に共有する。 

 

 

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
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 

地域の様々な人・場所・機関などと連携を図りながら、地域に開かれた園として地域の子育て支援 

向上に貢献していく。 

 

 

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：北割公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 ・高齢者施設訪問 

・中高生の体験学習受け入れ、ボランティアの受け入れ 

異年齢交流 ・近隣保育園との交流 

地域拠点活動 ・ちきんえっぐ開催・寺親屋・自然食堂・芸術学校 

・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 

・職員や年長児が小学校を訪問してお互いの情報を共有し、安心して就学出来るようにする。 
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・小学校との交流活動（小学校見学・小学校公開授業見学・運動会見学等）を通して学校を知る機

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5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 
朝霞第七小学校  

 
12名予定 

学校見学（朝霞第七

小校庭） 
見学 

11月頃 朝霞第五小学校  12名予定 
学校見学、授業参観

（朝霞第五小学校） 
子ども間交流 

1月頃 朝霞第七小学校  12名予定 
授業参観（朝霞第七

小教室） 
職員間交流 

２月頃 

朝霞第七小学校、朝霞第

五小学校、朝霞第三小学

校他 

1名 小学校引継ぎ 職員間交流 

 

・5歳児と小学校1年生との年間連携計画及び報告書・アプローチカリキュラム作成・実施 

・小学校との交流活動(保育園行事の案内の送付、小学校見学、小学校公開授業、運動会未就学児種目

への参加) 

・教職員の交流活動（幼保小連絡協議会への参加） 

・小学校への接続（保育所児童要録送付、園児情報の申し送り面談の依頼・実施、スタートカリキュ

ラムの確認） 

・園児台帳の作成 

 

 

 

 要支援児計画 
該当園児が在籍した場合、以下の通りに実施 

 

個別支援計画の作成・見直し 

子どもの状況に応じた保育を行う観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための個別支援計画

を作成する。 

 

 

毎月のケース会議開催 

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：５～６名予定） 

計画・実施状況・結果の振り返りを行い、個別支援計画の赤入れ等も行う。 
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進級引継、および、小学校への引継 

・進級引継ぎは書面を用いて子どもの様子を共有する。 

・小学校への引継ぎは朝霞市児童要録、または各校担当教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いただく。 

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（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：北割公園にて開催 

 

 

 

 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。 

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：施設長、主任、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 

 

 

 



20221215版 

 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 チーム保育の定着を目指していく。 

振り返り どろんこ会の保育理念の理解はしているはずではあるが、行動に繋がる

ことに時間がかかり過ぎてしまった。子どもの心を読み取れる力を身に

つけるために研修に参加することについては限られた職員の参加になっ

てしまい全員が参加できなかった。チームワーク力を高めるための、コ

ミュニケーションも不足しがちだったが、各自の役割は意識して行って

いた。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2024年度 目指す姿 子どもの発達の理解 

質の高い接遇や美観を提供し、選ばれる施設となる 

重点施策 子どもの育ちや個性を理解し、保育に展開させる。発達をきちんと理解

することで、一人ひとりに応じた適切な援助をする。 

園を訪れた方が、美観、接遇対応ともに気持ちよさを感じ、保育園に対

して信頼を抱いていただける施設となる。 

2025年度 目指す姿 子どもの主体性を育む保育を目指す 

地域に保育園の取り組みを知っていただく 

重点施策 子ども一人ひとりが生活や遊びなどで、それぞれの力を発揮できるよう

な援助を行う。職員は子どもの気持ちに寄り添いつつ背中を見せた保育

を実践していく。 

園で行っている子育て事業を地域に知らせ、参加していただく。子育て

支援のみならず、地域の保護者同士をつなぐ役割も担い、不安を抱える

保護者を孤立させないようにする。 

2026年度 目指す姿 チーム保育の定着 

地域に開かれた保育園となる 

重点施策 職員一人ひとりが子どもを一人の人間として尊重し、丁寧で受容的で応

答的な保育を行う。そこを基盤にしたうえで、保育者一人ひとりの様々

な視点や考え方を園全体で共有し、子どもの姿を多角的に捉え、意識的

に関わり成長につなげる。 

地域の保護者にとって園の存在が相談場所や仲間と会える場所になる。

また子育て支援の活動に、地域の方の力を借りて一緒に支援する取り組

みを行ったり、必要な地域の情報を発信したり、役割を果たしていく。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日 作成者：メリー★ポピンズ kids北朝霞ルーム施設長 坂井 まゆ美 

 


