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２０２３年度  メリー★ポピンズ 中板橋ルーム 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」 

 

 法人の保育方針、理念に基づき保護者・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・基本活動を実施する。 

（日課：戸外活動9時出発・畑仕事・ヤギ鶏などの生き物の世話等） 

園児が自己選択をする。（日課：雑巾がけ・座禅・散歩） 

② 食材や食の循環を通しての環境教育の実践 

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着ける。 

2 大人のにんげん力UP 

 学び続ける文化の醸成 

３ 接遇★神対応 

接遇や美観を提供することで地域から選ばれる園になる。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの発達の特質を理解し保育の質を高める 

実践予定内容 園内研修の実施と日々の振り返りから次の保育に繋げていく。 

①「乳児期前半の姿」②「乳児後半の姿」③「子どもの駄々こね・噛みつ

き」④「異年齢保育」 

2 計画・ねらい 子どもの人権を理解し保育を、手応えのあるものにする 

実践予定内容 定期的に人権チェックを行い、人権について考える。 

園内研修を実施 

①「子どもの権利条約の基本原理」「保育者が大切にしたい条項」②事例

を通して子どもの権利を考える「子どもの尊厳を傷つける言葉掛け」「無

言のはたらきかけ」 

3 計画・ねらい 子ども発達を促す保育環境（応答的な反応）を学び保育の質を高める 

実践予定内容 園内研修の実施と日々の振り返りから次の保育に繋げていく。 

①「応答」とは何か・「応答的保育」を支える発達理論②玩具や物による

「応答」・言葉による「応答」③「心の応答」モデル・心の仕組みと「応

答的保育」 
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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 保育園での子どもの成長を共有する 

実践予定内容 ・3分間対応や連絡帳にて子どもの成長を感じて貰えるような「具体的な

内容」を伝えることで、子どもの成長を喜び合える関係性を作る。（お迎

え時に写真を印刷し写真を見せながらエピソードを伝える） 

・保護者懇談会時に写真や動画で子どもの成長の姿や成果を共有する。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ来ても気持ちの良い保育園にする。 

実践予定内容 ・保護者や来訪者がいつ来ても直ぐに保育者が対応し、声を掛ける。園内

外が常に整理整頓されていて気持ちの良い保育園となるようにしていく。

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 「ちきんえっぐ」の定期的な開催により、地域の保護者に保育園を知って

もらう。 

実践予定内容 青空保育、寺親屋、自然食堂、芸術学校等の開催のお知らせを行い,定期的

に開催する。 

 

次世代を担うスタッフ育成  

1 計画・ねらい 子どもの発達段階を捉え、個々に合わせた援助を行う 

実践予定内容 MBOシートを用いて個人目標の立案、振り返りの実施を行う。 

2 計画・ねらい 職員のにんげん力ＵＰ 

実践予定内容 園長大学®･保育士大学の講座を積極的に受講し、目標達成の学びとアウト

プットを行っていく。 

 

環境実施目標 

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 食材や食の循環・環境への意識を育む環境教育を行う。 

実践予定内容 畑仕事、命をいただく、加工することやコンポストなどを通して、自分た

ちの生活に活かしていく。 

2 計画・ねらい 園内外の整理整頓に努め、気持ちよく過ごすことができる園をめざす。 

実践予定内容 清掃チェック担当者を決め、園内外の整理整頓に努める。 

 

接遇★神対応 

1 計画・ねらい 接遇や美観を提供することで選ばれる施設になる 

実践予定内容 職員、子どもが率先して保護者、地域の方に挨拶を行う。また、保護者の

気持ちに寄り添い、幸福感を感じられるように接する。 

アンケートを実施し、保護者のニーズや悩みをヒヤリングし保護者支援を

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 合計 

4人 6人 10人 20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 2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 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 コンピテンシー 園内研修 子どもの姿の共有  

給食運営会議 月1回 食事の様子やアレルギー児の情報共有 

事故防止委員会 月1回 全国の事故報告や法人内の事故の共有や対策の立案 

ケース会議 月1回 子どもの姿の共有や支援の確認 

週会議 週1回 行事内容の確認 施設長会議での周知共有事項 

 

 

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 園の情報報告 運営報告 課題検討 

施設長勉強会 月1回 保育の質会議の振り返り 課題検討 情報共有 
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食育会議 年4回 課内での食育活動の共有 マニュアル改定 情報共有 

保健会議 年4回 課内での保健活動の共有 マニュアル改定 情報共有 

子育ての質を上げる会議 月1回 各園の取り組み発表やグループディスカッション 

  

 

各種係の設置 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 園内感染区域の安全管理及び備品管理 

安全対策係 避難訓練 不審者侵入訓練 環境安全整備 

防火管理者 訓練の立案・反省 

食品衛生責任者 食育会議の計画及び実践 食品衛生に関する管理や啓発 

畑係 年間農業計画の実施 

生き物係 生き物の飼育及び計画の実施 

  

 

 

 保育方針 
 

基本方針 

乳児保育 
上半期 

0～2歳児 

・衛生的な環境の中で生命の保持と安定を図る 

・保育者との関りの中で信頼関係を築く 

・自我が芽生え、自分の思いや欲求を言葉で表現していく 

下半期 

0～1歳児 

・個人差に応じて、離乳や歩行の完成、発語の意欲を育てる 

・自分でやろうとする気持ちを受け止め、自主自立を促す 

・戸外活動や長距離散歩、リズム運動を通して体力や基礎的な運動能

力を身につける 

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 6月と11月に実施予定  
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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 進み具合の異なる離乳食や体調の変化なども加味し個別対応の重要性を理

解した食事提供（一人ひとりの生活やその日の体調を考慮した対応） 

実践予定内容 ・保育者や調理師が家庭との連携を取りながら子ども一人ひとりの発達に

応じて食材の大きさや食べやすい食具の提供等の援助を行う。 

・食事の時間は幅を持たせる事で、子どもの気持ちや生活時間の調整を促

す。 

2 計画・ねらい 完食より「おいしい」「楽しい」を優先する 

実践予定内容 ・園児と調理師やスタッフが食材について話をし、食材に興味を持ち、ど

んな味がするかなど心に栄養を持たせる。 

・保育中に職員が「今日のご飯は何かな？」と話題にすることで食事の時

間を楽しみに思えるように促す。また、給食前に食材がテーマの絵本や紙

芝居などを読み、食べることに興味を持たせる。 

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 園児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、季節の食

材の味を味わう。また、昔から伝承されてきた日本の大切な知恵を体験し

循環型社会への取り組みを知る。コンポストから堆肥を作り環境への意識

を育む。 

 

 

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 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 

3密を作らないよう可能な限り配慮をする 

6月頃･･･手足口病 

12月頃･･･嘔吐下痢 インフルエンザ 
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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／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5名が、研修受講し、修得済み 

 

その他保健に関する取組 

嘔吐処理、おむつ替え研修等を必要に応じて実施 

新型コロナウイルス及び他の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、換気も徹底する。 

 

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 

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 子どもが自発的に関わる環境の整備 

実践予定内容 ・子どもの興味がある物の写真などを壁に貼り、子どもが指を差し対話

が生まれるような環境。 

・自然物を室内に取り入れることで、自然物に興味や好奇心が沸き、大

切にする気持ちが芽生えるような環境。 

・プランターで野菜を育て、触れたり匂いを嗅いだり、持って重さを感

じるなど感覚遊びの恩恵を得られる環境。 

 

 

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 電車レール台 乳児保育室 使用時 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 毎月15日に避難訓練を実施。避難経路や流れの確認、持ち出し袋の点検や

懐中電灯等の使用確認を行う。 

2 怪我・事故防止 自園のヒヤリハットや全国、法人内の事故記録を活用し情報の共有や周知

事項の確認を行い、怪我や事故防止に努める。 

3 見失い防止 園内ではトイレや調理室の施錠確認。園外では出発前、曲がり角、信号、

活動の変更時や帰園時に人数確認をダブルチェックで行う。人数確認リー

ダーが最終的に確認をする。公園内では複数の園と一緒になることがある

為、帽子の色を変更するなど更に注視が必要となる。 

4 防犯 不審者侵入訓練実施（年2回）。散歩中や散歩先での対応もスタッフ間で

共有をしている。 

5 ハザードマップ 年に一度、ハザードマップの見直しを行う。また危険箇所や道路状況の変

更などその都度見直しを実施。 

6 光化学スモック 光化学スモック情報発信ツールを利用し注意報発令時は園外活動を控え

る。 

 

 

 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・福祉の原場で活躍する人材を育成

するために 

1 実践予定内容 子どもや保育者と一緒にどろんこ会の理念や方針に沿った活動を体験す

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21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 子どもの人権 

③ エピソード研修 

・人権とは「子どもの権利条約の基

本原理」「保育者が大切にしたい条

項」 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

5月19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  乳児保育の3つの視点 

③ エピソード研修 

・3視点について学びを深める「健や

かに伸び伸び育つ」「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」 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

6月16日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 異年齢保育 

③ エピソード研修 

・異年齢保育の発達的意義 

・異年齢保育での多様な関係性 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

7月21日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 子どもの駄々こね・噛み

つき 

③ エピソード研修 

・「人間らしさ」の獲得 

・駄々こね・噛みつきと自我の育ち 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

8月18日 18:00～20:00 
① コンピテンシー自己採点 

②  乳児期前半の赤ちゃん 

・乳児期前半（5か月頃まで）の発達

的特徴 
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③ エピソード研修 ・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

9月15日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  乳児期後半の赤ちゃん 

③ エピソード研修 

・乳児期後半（6か月頃から1歳頃）

の発達的特徴 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

10月20日 18:00～20:00 

①  コンピテシー自己採点 

②  子どもの人権 

③  エピソード研修 

・事例を通して子どもの権利を考え

る「子どもの尊厳を傷つける言葉掛

け」「無言のはたらきかけ」 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

11月17日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  応答的保育（1） 

③ エピソード研修 

・「応答」とは何か 

・「応答的保育」を支える発達理論 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

12月15日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

②  応答的保育（2） 

③ エピソード研修 

・玩具や物による「応答」 

・言葉による「応答」 

・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19日 18:00～20:00 

① コンピテンシー自己採点 

② 応答的保育（3） 

③ 1年の振り返り 

④ エピソード研修 

・「心の応答」モデル 

・心・の仕組みと「応答的保育」 

・子どもの姿から子ども同士、職員

との関わりを考える。 

2月16日 18:00～21:00 
① コンピテンシー自己採点 

第1回策定会議 

・保育目標の決定 

・事業計画の周知 

3月15日 9:00～18:00 
① コンピテンシー自己採点 

第2回策定会議 

・年間行事の決定（保育・子育て支

援） 

 

 

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、地域に開かれた保育所として地域の子育て

支援向上に貢献する。 

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：板橋公園予定地にて  

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者との交流 

異年齢交流 近隣系列園との交流 

地域拠点活動 子育てサロン 青空保育 

 

 

 小学校との連携の計画 

今年度方針・テーマ 

該当なし 

具体的な連携計画 

該当なし 

 

 

 要支援児計画 
該当園児が在籍した場合、以下の通りに実施致します。 
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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しえん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：9名予定） 

毎月の園会議時に開催 該当園児の生活の様子や保育士の援助方法の認識を合わせる。 

 

進級引継、および、小学校への引継 

進級引き継ぎは書面を用いて子どもの様子を共有する。 

 

 

 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）～（土）9時30分～16時30分 

子育て相談 （月）～（土）13時～16時30分 

自然食堂…親子ランチ交流 該当なし 

どろんこ芸術学校 

どろんこ自然学校 
該当なし 

勝手籠設置 該当なし 

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） 該当なし 

 

 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 

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：10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、山中、尾名高 

 

 

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 コンピテシーを活用したスタッフの気づき 

振り返り 
コンピテンシーシートを個人毎に作成し実施（年間） 

 

 

当年度以降の3カ年計画 

2023年度 目指す姿 子どもを中心とした保育の実践 

重点施策 法人内研修への参加（全スタッフ年度内2回参加） 

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） 

スタッフによる園内研修実施（年度内6回開催、全スタッフ6回参加） 

2024年度 目指す姿 子どもの発達段階を理解し、個々の姿を捉えた保育計画の立案及び実践 

重点施策 スタッフによる園内研修の実施（年度内12回開催、全スタッフ12回参

加） 

2025年度 目指す姿 地域における開かれた保育園、保護者支援施設になる 

重点施策 地域との関わりを積極的に持つように努め、地域の子育ての拠点とな

る。青空保育やちきんえっぐの開催の案内のお知らせをする。 

 

以上 

 

作成日：2023年3月15日  作成者：メリー★ポピンズ 中板橋ルーム 施設長 山田 知子 

 


