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２０２３年度 メリー★ポピンズ 北千住ルーム事業計画書 
 

 

東京都足立区にあるメリー★ポピンズ 北千住ルームは団地の中に園を構え定員15名の小規模保育園

である。下町風情があり、人情味あふれる地域の方々に優しく見守られながら子どもたちはのびのび

と過ごしている。小規模園である特徴を活かした丁寧な保育を行っており、家庭的な雰囲気の中で

日々保育にあたっている。 

近隣には北千住どろんこ保育園、発達支援つむぎ北千住ルームがあり、連携園として毎年北千住ど

ろんこ保育園の３歳児クラスに進級する児もいる。 

「にんげん力。育てます。」という保育理念に基づき、この地域で成長する子どもたちの将来を本

園職員、連携園、地域を巻き込み互いに考え、支え合いながら実践できる園作りを行っていく。 

 

 

 基本方針 
 

１．日課や基本活動を大切にしていく。 

①日課・基本保育活動 

月齢に応じた発達や体の使い方の基礎知識を学び、定期的に職員間での共有を行うことで一人ひとり

の姿にあったさくらさくらんぼリズムや雑巾がけ・時期や発達に応じた散歩先を選び、成長に合わせ

た保育ができるよう努めていく。 

②食の循環・環境への意識を育む環境教育の実践 

コンポストを活用し堆肥や土づくりを通して、親しみを持ちながら世話をしたり、0.1.2.歳児ができ

る食物の栽培や食の循環に触れたりする機会を大事にしていく。 

２．幼児期を見て知り、逆算した保育を行う。 

職員が幼児期を知り、移行後やその先の場面で、自分たちで遊びや活動を選択し過ごせるよう、大人

や子ども同士の関わりを大事にし、学びや遊びの土台作りを行っていく。移行期の重要さを理解し、

北千住どろんことの連携を密にして人間関係や遊び環境を充実させ経験を増やしていく。 

３．職員一人ひとりのスキル向上を目指す。 

日々の振り返りと保育への実践、エビデンスを残し、北千住どろんこやつむぎ北千住ルームと定期的

に交わる保育を取り入れ互いに刺激し合い、豊かな視野や臨機応変な保育を職員自身が考え判断でき

るように職員間の交流を増やす。園児の姿や必要に応じてつむぎなど専門職へ見解を求めたり手立て

を共に考えたりする機会を設ける。 

４．開かれた施設、温かみのある雰囲気づくりを行う。 

青空保育や日々の散歩などを通して近隣の学童や店舗利用者との関われる機会を増やし来園者の気持

ちに寄り添い少しでも力になることで「また来たい」と思えるようにする。行事や保育へ参加しても

らえるよう積極的に情報を発信し、地域と北千住ルームが密に関わることで日ノ出町団地の活性化も

図る。 

  

保育内容の充実・質の向上 

 

1 計画・ねらい ０歳から２歳児までの発達段階の理解を深め、養護と教育の一体性を意識

し、清潔で安心安全な場の充実を図っていく。 

実践予定内容 定期的な育ちの共通理解・園内研修・常日頃からの整理整頓・環境整備へ

の意識を高め努めていく。 
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2 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保育

の質の向上に努めていく。 

実践予定内容 ポートフォリオ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。 

3 計画・ねらい 子ども一人ひとりにあった生活リズムの中で、くつろぎ安心できる時間・

空間・関りが保障されることを大切にしていく。 

実践予定内容 発達に応じた環境・関りを定期的に考え、温かい目線・関り・雰囲気はど

う作られるのかを日々試行錯誤し子ども一人ひとりと向き合っていく。 

 

 

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 専門性を生かした支援とともに的確な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 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、関わり話しや

すい雰囲気を作っていく。また、成長や発達を共有し喜びを共有・共感し

ていく。 

2 計画・ねらい 0・1歳児の食の支援を行い悩みや相談、専門知識の発信を行う中で、食の

営む力を育んでいく。 

実践予定内容 離乳食の作り方や進め方の発信、家庭での食の悩みを一緒に共有し前向き

に導いていけるよう機会を作っていく。 

3 計画・ねらい 子育ての喜びを共有し、相互に理解し合える信頼関係を築いていく。 

実践予定内容 日々の子ども達の姿や成長を共有する機会を増やし、ポートフォリオの掲

示や3分間お迎え対応にて丁寧な伝達を心掛けることで保護者が安心でき

るように全職員が努めていく。 

 

 

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 開かれた園であるために園児不在の際にはルーム内で過ごす時間帯や散歩

の行き先などを入り口に掲示し見える化することで来園しやすくなり交流

が深まるよう努める。 

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 子育てサロンで実施予定の分野をボードなどに書き込み掲示することで来

園しやすくなるようにする。また来園された際には子育てへ抱く不安感に

寄り添い共に解決できるよう歓談の場を設ける。定期的な子育てサロンを

行い地域の子育て世代のコミュニティが広がるように努める。 

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 
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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気づけるよう、職員一人

ひとりの保育や価値観を伝え合える機会を作る。 

3 計画・ねらい 子どもに携わる職員全員が様々な視点から意見を出し合い、よりよい充実

した保育を作るために、互いに刺激し合い向上していける人間性豊かな職

員を育成していく。職員の小さな気づきや発見、思いを大事にしていく。 

実践予定内容 意欲的なスキル講座への参加や学ぼうとする意識を互いに深め合っていけ

る研修を取り入れ、互いの意見の気づきを大事に認め合い思いやり支えあ

う関係性を築いていく。 

 

 

環境実施目標 

 

1 計画・ねらい 北千住どろんこ保育園、つむぎ北千住ルーム、地域の方との連携を密に行

う。様々な大人や友だちと関わる中であそびを知り、関係を深め親しみを

もっていく。 

実践予定内容 定期的な交流や合同保育を行い、様々な環境で様々な人や友だちと関わる

機会をつくり生きる力を育む。 

2 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。 

3 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人間力を

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ていく。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 大人が率先してあそび、背中を見せ一緒に行う。 

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
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やしていくことで豊かな遊びを十分に作っていく。 

 

 

豊かな心を育てる 

 

1 計画・ねらい 自分自身を認めてもらうことで安心して過ごせる園をつくる。 

実践予定内容 見守る保育の意味を理解し、言葉かけや関わり方を日々試行錯誤し、子ど

もたち自身が自分で気づき、自信を持って自ら行動できるような関わりを

心掛ける。 

2 計画・ねらい インクルーシブ保育の知識を深めていく。 

実践予定内容 誰もが自分らしく、頼り合い、ぶつかり合い、大きな家の家族として過ご

せる環境づくりにスタッフの連携発達状況の理解を深めていく。 

 

 

 

 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 

５人 ５人 ５人 ０人 ０人 ０人 15人 

 

 

開所時間 

     

７時30分～18時30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 １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 

スタッフ 
保育士 １人 補助 ０人 調理 ０人 事務 ０人 

用務 ０人 
再雇用スタ

ッフ  
０人 嘱託職員  ０人 嘱託医  ０人 

言語聴覚士 ０人 臨床心理士 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 自己評価・研修報告・園児状況共有・園内研修 

給食運営会議 月1回 マニュアル確認・食育・アレルギー・離乳食 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・事故報告書の分析 

ケース会議 月1回 保育計画立案・修正 

 

 

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・マニュアルの見直し 

施設長勉強会 月1回 
園運営について協議・各園の取り組みについて・ディスカ

ッション 

食育会議 年4回 マニュアルの見直し・各園の取り組みについて・献立立案 

保健会議 年4回 マニュアルの見直し・感染症対策・衛生管理について 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育について学び合う・意見交換 

  

 

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・保育園の衛生全般の管理 

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・植物の管理・コンポストの管理 

生き物係 飼育動物の健康管理・環境改善 
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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 企画・立案・計画・役割分担 

子育てサロン 子育てに関する相談会・イベント企画・立案・計画・役割分担 

  

 

 

 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、豊かに育っていく上で必要な力の

基盤となるものを育んでいく。 

・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、自主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。 

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23日と11月22日に実施予定  

 

 

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 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 該当なし 

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（衛生について）・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 

12月頃･･･インフルエンザ 

 

2.3月頃･･･ウイルス性胃腸炎・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･･･１名より預かり済み／事務室にて保管 

頓服･･･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 

その他保健に関する取組 嘔吐処理・おむつ交換手順の周知 

 

 

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 該当なし 

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 パーテーション 保育室内 毎日 

2 おままごとテーブル 保育室内 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。 

2 実践予定内容 子ども達の命を守るため及び大惨事に備えて保護者との連絡ツールとして

うちのこアプリ閲覧を要請。 

3 実践予定内容 年２回の不審者侵入訓練実施・年２回の発電機稼働テスト実施。 

4 実践予定内容 安全マニュアルを２か月毎に実施し、チェックリストと共に確認し、保育

者との周知に努めていく。 

5 実践予定内容 事故防止自主点検を年４回実施 

6 実践予定内容 日々の保育中のヒヤリハットを分析・共有し事故防止に努める。 

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 

 自ら学び理解しようとする職員の育

成並びに、園の方向性や意識をそろ

えスタートできる機会とする。 

5月12日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの発達を学ぶ 

③ 危機管理・ハザードマ

ップ 

 子どもの現在の育ちや発達を共通理

解し、関りや言葉かけの工夫を考え

る。 

職員同士の連携や危機管理意識を高

め主体的に考え共通理解していく。 

6月9日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  プール・水の危機管理 

 水へ意識や夏ならではの危機管理や

衛生面を再度マニュアル等で再認識

していく。 

7月７日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自

己採点 

②  スタッフオリジナル研修 

 自ら学んだことをアウトプットする

機会を経験する。 

8月25日 18:00～20:00 
①  コンピテンシー自己採点 

②  保護者対応について 

 接遇について、心地よい人との関

り、対応について学ぶ 

9月8日 18:00～20:00 

①  コンピテンシー自己採点 

②  子どもの気持ちを読み取

る 

 保育の振返り見直しを行う。 

10月13日 18:00～20:00 
②   コンピテンシー自己採

点 

自ら学んだことをアウトプットする

機会を経験する 
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②  スタッフオリジナル研修 

11月10日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②  環境について 

 発達に適切か子どもたちにとって豊

かな遊びになっているか見直す。 

12月8日 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②  スタッフオリジナル研修 

自ら学んだことをアウトプットする

機会を経験する 

1月12日 18:00～20:00 

①   コンピテンシー自己採

点 

②   子どもの育ちと言葉か

け 

 心地よい言葉のかけ方・子どもの良

さを引き出す声掛けとは考え学ぶ。 

2月 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②  策定会議 

 来年度の顔合わせ 

来年度の事業計画発表 

3月 18:00～20:00 

②   コンピテンシー自己採

点 

②  策定会議 

 次年度に向け目標設定する 

 

 

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 

地域に開けたコミュニケーションや日頃からの挨拶かかわりを大切にし、地域の方すべてから見守ら

れ、愛される保育園を目指す。 

 

 

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：旭町公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 地域行事参加・老人ホーム訪問・どろんこ祭り・運動会・小中学校

の体験学習の受け入れ・近学童交流 

異年齢交流 近隣連携園（北千住どろんこ保育園）との交流・大きな家と捉え、

温かみのある室内環境 

地域拠点活動 一時保育事業の実施・子育てサロン・青空保育・保育ママ交流・ 

自治会行事参加・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 
 

対象児なし 

 

 

 

 要支援児計画 
 

個別支援計画の作成・見直し 

状況に応じて受け入れを行う。また、行う場合には、関係機関と密に連携を取りながら子どもと保護

者への支援を行う。 
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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） 

全職員で子ども一人ひとりの育ちを多方面から見て、情報の共有を行い、目標や具体的な取り組みを

個別の支援計画に記載していく。 

 

 

進級引継、および、小学校への引継 

近隣連携保育園（北千住どろんこ保育園）や情報共有また、足立区と連携し行なう。 

 

 

 

 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：旭町公園にて開催 

 

 

 

 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３月 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：佐々木俊彦、小林千春、宮下湖百、鈴木由希穂、知花藍美 

 

 

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 互いに認め合い刺激し合いながら向上心を高め一人ひとりのスタッフ

が、自分の保育に対する考えをしっかりと持ち、子ども達一人ひとりの

発達について語る事ができる専門性を高め自信をもって子どもを中心に

保育を展開していきます。 

振り返り 園内研修を通し、自分の保育観や思いを言葉でアウトプットする機会を

設けスタッフの質の向上に努めることができた。スタッフ自身も身にな

る機会となり意識が高まった経験から今後も様々なジャンルで互いに学

びを深めていけるようにしたい。 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

23年度 目指す姿 情報の発信を絶やさず、開かれた園になる。地域の子育て世代の人たち

が気軽に来園できる園となる。 

重点施策 子どもたちの散歩先や在園時間をボードに書き込んだり入り口に掲示し

たりして見える化する。 

同世代や異年齢交流を積極的に行い、大人も子どもも互いに関係を深め

る。 

24年度 目指す姿 地域の人たちと共に子どもたちの成長を見守れる園になる。 

保育者が広い視野をもち柔軟な保育と交流の幅を広げられる園になる。 

重点施策 青空保育や散歩先で出会った地域の方たちに保育参加やボランティアに

参加していただけるよう呼びかける。 

北千住どろんこ保育園と共に行う行事を発案、企画する。 

25年度 目指す姿 メリー★ポピンズ 北千住ルーム、北千住どろんこ、つむぎ北千住ルー

ム、地域住民との関係が密になる。活動や生活、行事を共に過ごし、関

わる全ての大人も子どもも活気がある園となる。 

重点施策 園行事や園児・職員交流、保育参加を増やし互いに親しみ合い触れ合え

る機会を定着させる。 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：2023年3月15日  作成者：メリー★ポピンズ 北千住 施設長 佐々木 俊彦 

 

 


