
２０2２年度 池上どろんこ保育園 事業報告書 

（保育所における自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
 

 

 昨年からの「子どもたちが主体的になって選択できる保育」を実践、さらなる発展を遂げる為に、

年度当初より子ども自身が好みの遊びを選び、思う存分遊び込める環境づくりに取り組んでいきた。 

折に触れスタッフ間で意見交換を重ね、現在に至っているが、今後は異年齢児がさらに混ざり合って

遊び込める環境づくりを目指し、各年齢の発達の理解を深め、子どもの興味や関心に応じた環境を作

れるように、スタッフ全体の保育スキルの向上に努めていきたい。 

 

概ね大きなケガやトラブルもなく安定した園運営を行うことが出来たが、 一時期コロナ感染の拡

大に伴い、幼児クラスのみではあるが、行政からの指示に基づき登園自粛期間が3日ほどあった。 

今後も行政機関からの指導に基づきながらも、園内の衛生管理、園児、スタッフの手洗い、うがいの

励行、健康管理に努めていきたい。 

 

 今後の課題としては、子育て支援の拠点になるように、地域に根差した園づくりを行っていくこと

が急務となる。 

未就園児のお子様をお持ちのご家庭が園に足を運びやすくなるよう、園の行事や活動の広報活動にも

力を入れていきたい。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもが主体となって活動できる環境構成作り 

実践結果 ・子どもが自ら好みの遊びを選び、遊び込める環境づくりを年間通して行

ってきた。その為、1階の保育室の環境構成を大きく作り替え、製作活

動、模倣遊び、絵本、粗大遊びのスペースを、子もたちの成長や興味、関

心に合わせて、スタッフ間で意見を出し合い構成してきた 

次年度方向性 今後も子どもが主体となって遊び込める環境づくりを継続して行っていく

ことを念頭に置き、スタッフ間での意見交換を活発におこなっていく 

2 計画・ねらい 子ども同士で話し合い、子どもが自身で活動を選択できる保育 

実践結果 ・幼児クラスを中心に散策先をはじめとして、子どもたちと話し合うこと

から始め、徐々に子どもたちで話し合うことが出来るようにすすめてきた 

・年度後半からは2歳児も交えて、散策先や活動内容を選ぶようになって

きた 

次年度方向性 ・2歳児も交えた散策先の選択を開始する時期を早めるとともに、散策先

の選択に限らず、幅広く選択できる機会を設ける 



3 計画・ねらい スタッフ間のコミュニケーションの向上によるチーム保育 

実践結果 ・月案、週案に限らず、日々の保育や配置についても、スタッフ間で積極

的に話し合う姿勢が強くなってきた 

・課題が見つかると、園会議などに議題として提案がなされた、昼礼時等

に意見交換するようになってきたが、話し合ったことがスタッフ全員に伝

わっていないことがあった 

次年度方向性 ・忌憚ない意見交換や問題提起が出来るような仕組作りを行う 

・各自議事録の閲覧の習慣化やチャットを利用することにより、情報共有

の漏れがないようにする 

 

 

〈２〉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 日頃から保護者とのコミュニケーションを通じ信頼関係を築き、相談・助

言を求めやすい、開かれた園づくりを行っていく 

実践結果 ・登園時、降園時の丁寧な対応を心掛けてきたが、時折、伝え忘れがあっ

た 

・子どもの様子を具体的に伝える中で、必要に応じて面談の提案をするな

ど適宜対応してきた 

・保護者様からの要望や提案に関しては、可能な限り即時回答し、改善で

きることは改善するよう努めてきた 

次年度方向性 ・登園時、降園時の丁寧な対応はもとより、伝達事項は正確に行えるよ

う、スタッフ間での共有を徹底する 

2 計画・ねらい 園生活、子ども理解を深めていただくために保育内容の可視 

実践結果 ・日々の活動報告、月間の活動報告として、ドキュメンテーションを作成

し掲示してきた 

・食育、畑、クッキングに関しても、適宜ポートフォリオを作成掲示して

きた 

次年度方向性 ・ドキュメンテーションに関して学びを深め、活動報告に留まらず、活動

に至るまでの経緯や子どもたちの気づきや、成長が読み取れるものを掲示

できるようにする 

・タイムラインや連絡帳を通して、子もたちの様子を分かりやすく伝えて

いく 

3 計画・ねらい 実際に園行事や保育参加をしていただくことで、園での実生活を体験して

頂き、理解や関心を高めていく 

実践結果 コロナ禍もあってか、保育参加される保護者様は例年と同等であった 

次年度方向性 園行事や保育内容を具体的に伝え、保育参加する機会を持ちやすくする 

 

 



〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育により近隣の方を保育に興味、関心を持っていただく 

実践結果 青空保育をはじめとして、子育て支援活動広報活動に努めてきたが、利用

者は少数であった 

次年度方向性 ・青空保育の開催場所を未就園児が遊びに来る公園に変更する 

・町内会の掲示場所を検討し直し、多くの方の目に留まる場所にする 

2 計画・ねらい ちきんえっぐ、子育て相談の実施により、子育て支援を行う 

実践結果 準備はしてきたが、利用者はなかった 

次年度方向性 青空保育時にちきんえっぐや園行事を記したチラシを配ることで、集客に

努める 

3 計画・ねらい どろんこ祭り、焚火活動などを通して、保育参加の推進 

実践結果 どろんこ祭りにおいては、未就園児や近隣の方の来園も多数あり、大盛況

であった 

次年度方向性 年度当初よりどろんこサポーターズの方々に声を掛け、出し物や広報活動

にもご協力を頂き、さらに集客数を増やしていく 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 法人内外の研修会への参加により、子ども理解と保育のスキルアップ、保

護者支援力の向上に努める 

実践結果 ・今年度より法人内で運営が開始された、園長大学の講座の受講者が増え

た 

・スタッフによって研修受講意識に開きがある 

・参加した研修をスタッフ間に共有する場を設けるようにしてきた 

次年度方向性 園全体で研修に参加する意識を高めるとともに、受講した後スタッフ間へ

の情報共有を徹底し、得た知識を日々の保育で実践していけるようにする 

2 計画・ねらい 個々のスタッフの育成計画を作成する 

実践結果 ・個々の経験に応じて MBO を設定したが、達成しよとする意識はスタッ

フによって意識の違いがある 

・定期的に個人面談などを実施し、計画が遂行できるように意識付けして

きた 

次年度方向性 ・スタッフの経験やスキルを熟慮し、個々に応じた MBO の設定を行う 

・短期、中期で MBO の進捗状況を確認し、達成できるように面談や助言

を行う 

3 計画・ねらい 園内研修の実施 



実践結果 年間計画に応じて園内研修を行ってきたが、その時々の必要と感じた事象

については、予定外でも園会議や昼礼の場を利用して研修の場を設けてき

た 

次年度方向性 学びの姿勢はできつつあるので、学んだことを自園に状況に置き換え、具

体化、実践していく方法を見出す 

 

 

〈５〉異年齢保育（施設長が力を入れて取り組むと決めた事柄） 

1 計画・ねらい 年齢を越えて子どもたちが自身の興味や関心に基づき、活動を選び取り組

めるようにする 

実践結果 ・環境構成の再構築により、保育室内での異年齢の交流は増えてきている 

・散策、戸外活動においては今後も改善の余地あり 

次年度方向性 年齢にとらわれず、脚力や興味や関心度に応じて、散策先や活動内容を選

択していく 

2 計画・ねらい 子どもたちをしっかりと見守る目を育てる 

実践結果 年齢に適した保育計画や活動内容、援助が出来ておらず、子どもたちが遊

び込めていないことがあった 

次年度方向性 ・それぞれの年齢に応じた発達を学び、個々に応じて援助を行えるように

する 

・異年齢でも楽しめる活動内容を用意し、保育計画の盛り込んでいく 

3 計画・ねらい 異年齢でも安心して遊び込める活動内容や、環境構成を設定する 

実践結果 スタッフ間で事前に情報共有が十分に出来ておらず、その場で準備する

等、活動内容を変更することがあった 

次年度方向性 園全体で事前に準備、情報共有すべきことは、連絡漏れが内容、議事録の

閲覧やチャットの有効利用を習慣化する 

 

 

〈６〉季節の応じた自然体験（施設長が力を入れて取り組むと決めた事柄） 

1 計画・ねらい 園庭や近隣の自然物からの、四季の変化を感じられる取り組みを行う 

実践結果 その時々の季節を感じられるよう、散策先の選定に配慮し、動植物に触れ

る活動内容を意識的の盛り込むようにしてきた 

次年度方向性 子どもたち自身から、季節の移り変わりに気づけるような保育計画、活動

内容を準備していく 

2 計画・ねらい 身近な動植物を慈しみ、大切にする気持ちを育てる 

実践結果 ・ヤギ小屋の掃除、餌やり、卵の回収は定着してきている 

・雨天時にヤギ小屋の清掃をやり過ごしがちであった 

次年度方向性 日々の生活の中に、日課を定着させていく 



3 計画・ねらい 泥水遊びを楽しむ 

実践結果 ・大半の子は自ら泥に親しんでおり、ダイナミックに泥に身を委ねている 

・泥遊びが苦手な子が若干数おり、自ら泥に触れようとしない 

次年度方向性 ・保育士と共に泥に触れることで、親しみを増していけるようにする 

・泥遊びを楽しめるように、活動内容を工夫する 

 

 

 

〈７〉安全な環境づくりとケガの低減（施設長が力を入れて取り組むと決めた事柄） 

1 計画・ねらい 園内、園外危険個所を認知し、危険を回避する 

実践結果 ・園内、園庭の安全確認を日々行い、危険個所を発見時はすぐに修繕した 

・危険個所に気づいたら、スタッフ間に共有するとともに、ハザードマッ

プの更新をする 

次年度方向性 ・日々の園内、園庭の安全確認の徹底 

・スタッフ間での情報共有の徹底 

2 計画・ねらい ケガや事故が起こる原因を究明し、再発防止に努める 

実践結果 ・通院が続くような大きなケガはなかったが、園児間での意思の疎通が思

うようにとれないことからのケガが多かった。 

・その都度、ヒヤリハット、インシデントの作成により、振り返りを行っ

てきたが、ケガの低減には時間を要した 

次年度方向性 ・発達の過程を熟慮し、年齢の応じた遊びの提供ができるようにする 

・ヒヤリハットやインシデントをスタッフ全体にも共有していく 

3 計画・ねらい 危機管理や応急処置についての見識を深め、確実の行えるように準備して

おく 

実践結果 事前に子ども間でのトラブルに気づくことが出来ず、ケガに至ってしまう

ことがあった 

次年度方向性 ・子どもたちの行動把握が出来るように、スタッフ間での立ち位置の確認

と声掛けの徹底 

・ケガの事象に応じた応急手当の方法を学び、症状の悪化を防ぐ 

 

 

2. 施設運営 

〈１〉児童利用状況 

月極利用児童受託状況（延べ人数） 

 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

年度前半：

4~9月 
 60人 60人 89人 68人 90人 367人 

年度後半：  60人 60人 90人 66人 90人 366人 



10~3月 

 

延長保育利用状況 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

利用総

人数 

25人 65人 102

人 

78人 70人 76人 79人 99人 105

人 

102

人 

106

人 

105

人 

801人 

 

 

一時保育利用状況                      

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

利用総

人数 

1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 

 

 

〈２〉開所時間 

  

７時００分～２０時００分    

 

 

〈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 2人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 

保育士 4人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 

用務 1人 再雇用スタ

ッフ  

0人 嘱託職員  0人 嘱託医  2人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

園会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・運営マニュアルの読み合わせ 

・事故防止委員会 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・事務連絡 

給食運営会議 月1回 食育計画の進捗状況、アレルギー対応、喫食状況確認 

事故防止委員会 月1回 自園、他園で起きた事故をもとに、再発防止策検討 

ケース会議 月1回 保育の計画と振り返り、園児の姿の共有、援助や対応策の検討 

クラス会議 週1回 保育の計画と振り返り、園児の姿の共有 

 

 

〈２〉出席した施設外会議（Web 参加含む） 

会議名 実施回数 参加スタッフ 

施設長会議 

／法人本部 

月1回 施設長 

施設長勉強会 

／法人本部 

月1回 施設長 

食育会議 

／法人本部 

年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

調理スタッフ 

保健会議 

／法人本部 

年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

主任会議 

／法人本部 

年6回 主任・ミドルリーダー 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 園内の安全管理や備品などの管理・衛生点検 



安全対策係 避難訓練・環境安全整備 

防火管理者 避難訓練の立案・実施・反省 

食品衛生管理係 食材の衛生管理・在庫確認と管理 

畑係 畑の管理・栽培計画 

生き物係 園内の安全管理や備品などの管理・衛生点検 

内部監査係  

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 7月23日(土)、どろんこサポーターズの皆様のお力添えを頂きなが

ら、大盛況のなか無事に開催することが出来た。 

ここ数年実施を見送ってきたこともあってか、卒園児をはじめと

して在園児以外の方も多数お越し頂き、懐かしい様子でどろんこ

祭りを楽しんでいかれた。 

 

 

4. 保育支援 
 

〈１〉保育･保育参加･保護者面談および発達相談・園児の保護者への支援および意見要望

への対応 

保育 

ここ数年コロナ感染予防の観点から自粛してきた、どろんこ祭り、運動会や生

活発表会をはじめとした園行事を再開することが出来た。 

また、銭湯、商店街ツアーや、異世代交流、地域の方との交流も、感染防止に

努めつつ、少しずつではあるが再開しつつある。 

コロナ禍によって、改めて園行事や保育内容を振り返ることもきっかけともなっ

た。子どもたちの成長や主体性に重きをおきながら、何が必要でどうするべき

か、日々スタッフ間で追求しながら保育にあたっていきたい。 

お子様の成長を実感頂けるように、日々の保育内容の可視化に努めていきたい。 

保育参加 

4～3月まで 合計8名 が参加済み  （3月1日時点） 

・コロナ感染予防の観点から、食事は別室にて食して頂いた。 

・保育参加されたことで、園での生活の流れや、保育士の関りや業務自体にも深

いご理解を頂いた様子で、多数の保護者様から労いのお言葉を頂戴した。 

・今後も機会を捉えて、保育参加をしたい意欲的なお声も頂く。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計21名 が参加済み  （3月１日時点） 

・就学、進級、家庭での生活習慣などの相談が主となる。 

・乳児においては、食習慣、生活リズムに関した相談が主となる。 



運営委員会 

運営委員会を6月24日、池上どろんこ保育園支援室にて実施し、参加した保護者3

名。11月25日に池上どろんこ保育園支援室にて実施し、参加した保護者3名、 

詳細は議事録に記載   

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

 ・別紙「２０２２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・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 戸外活動で思う存分体を動かすことで空腹感を感じ、食欲を掻き立てられ

る保育を行っていく。 

実践結果 日々、戸外活動を十分に行ってきたが、9時に出発出来ない日もあった 

次年度方向性 戸外活動、散策の9時出発の徹底し、さらに戸外活動を充実させ、食欲が

増すようにする 

2 計画・ねらい 畑の活動に取り組むことで、栽培の楽しさを知り食に関しての興味、関心

を高めていく。 

栽培・収穫した野菜をクッキングで使用することで、身近な食材に目を向

け、作る楽しさ、食べる楽しさを実感し相乗効果を得られるようにする。 

実践結果 畑への意識は高まり、日々畑活動を行うようになってきたが、収穫に至ら

なかった作物もあった 

次年度方向性 ・栽培方法に関しても、子どもを巻き込み意欲的に取り組めるようにして

いく 

・栽培から収穫、クッキングと継続した活動とすることで、より意欲的に

取り組めるようにしていく 

3 計画・ねらい 手づかみたべを行なうことで、脳を刺激し感覚・運動機能を高められるよ

うにする 

食べたいときに、食べたい場所で、食べたいだけ食べられるような環境づ

くりを、栄養士のみならず、スタッフが一体となって行っていく。 

実践結果 2歳児もバイキング配膳を実施し、自分で食べる量を決められるようにし

てきた 

次年度方向性 コロナ感染防止に努め密にならないようにしつつ、縁側をはじめとして食

べる場所を選べようにしていきたい 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 6月22日／11月16日に実施 

歯科検診 6月7日に池上どろんこ保育園支援室にて実施 



保健だより 毎月25日に児童数にて配布 

スタッフ健康診断 年1回実施 

スタッフ検便 毎月1回（全スタッフ対象） 

その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

①4月22日に保育室にて手洗い指導を実施 

②1月13日に保育室にて手洗い指導を実施 

 コロナ感染者が発症時に随時、手洗い、うがい指導を行い感染拡

大予防に努めてきた 

流行した感染症 ・９月にコロナ感染症、園児12名・スタッフ2名蔓延し、 

大田区へ報告 9月13日～15日幼児クラスのみ登園自粛要請 

9月19日に終息 

発作・痙攣等の対応 対象事象なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月8日に園にてエピペン研修を受講し習得済み（計1名） 

・本日時点で、在籍スタッフ17名のうち、16名が使用可能 

AED 使用できるスタッフの

状況（AED 設置施設のみ） 

・3月23日に池上どろんこ保育園保育室にて AED 研修を受講し習得

済み（計1名） 

・本日時点で、在籍スタッフ17名のうち、16名が使用可能 

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の、玩具、

遊具、施設内消毒 

・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・手洗い指導を行い、消毒・換気を徹底する 

・心肺蘇生、AED操作の周知と講習、嘔吐処理の確認 

・SIDS防止、午睡チェック方の徹底 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 4･7･10･1月の25日に計4回実施済み 

事故防止チェック 4･7･10･1月の25日に計4回実施済み 

防災自主点検 

（備蓄品点検含む） 
6･12月の25日に実施済み 

避難消火訓練 毎月1回／15日に計12回実施済み 

不審者侵入訓練 6･12月の25日に実施済み 

情報セキュリティチェック 5月･11月に実施済み 



衛生管理 衛生管理点検表／毎日 毎日実施 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施 

衛生管理点検表／毎月 毎月25日に計12回実施済み 

個人衛生点検簿／毎日 毎日実施 

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  

⇒4月8日、10月20日に実施済み 

身長体重測定 毎月1回／20日 実施済み 

児童健康診断 

  

内科健診 各年2回／6月22日、11月16日 

歯科健診 各年1回／6月7日 

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  

⇒4月8日、10月20日に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／園会議冒頭5分間 実施済み 

利用者アンケート調査 8月25日～9月5日に実施済み 

 

 

〈６〉実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 子ども自らが興味や関心のもとに、遊びを見つけ、遊び込める環境づくり 

実践結果 ・通年通して子どもの成長を興味関心に応じて、環境構成を構成すべく、 

スタッフ間での意見交換を繰り返してきた 

次年度方向性 ・それぞれの発達や興味や関心に応じて、環境構成、活動の提供が出来る

ようにしていく 

2 計画・ねらい 安全・衛生に配慮快適に遊び込める環境整備 

実践結果 ・新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のための、玩具、遊具、

施設内消毒の実施 

・園庭、室内安全点検・清掃実施 

次年度方向性 ・日々の園庭、室内安全点検・清掃の徹底 

・適宜ハザードマップの更新 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

手作り遊具・家具一覧 

No 遊具・家具名 設置場所 点検実施時期 点検結果 

1 配膳台 幼児保育室 毎週月曜 異常なし 

2 ラティス 園庭 毎週月曜 木製の為一部、朽ちた部分が



見られた為修繕した 

3 パーティション 幼児保育室 毎週月曜 異常なし 

4 平均台 倉庫 毎週月曜 異常なし 

5 はしご 倉庫 毎週月曜 異常なし 

6 箱椅子 幼児保育室 毎週月曜 異常なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 災害対策 ・防災計画の作成と届出  

・毎月一回の避難訓練、消火訓練の実施 

・災害管理マニュアル、災害フローチャートの整備、確認     

・災害用の備品の管理と点検   

2 ケガ事故防止 ・ケガ、事故防止の為の危機管理マニュアルの設置と理解  

・SIDSの防止策を徹底周知と定期的にロールプレーを行う     

・事故報告簿、インシデント・ヒヤリハット報告書の検証        

・投薬方法、アレルギー食の提供方法の徹底              

・保育士の上級救命救急資格取得、エピペン講習  

3 防犯 ・危機管理マニュアルの不審者対策に則り、不信者侵入訓練の実施         

・カメラ付きインターホンでの防犯対策                

・送迎者登録カードによる園児の引き渡し 

4 光化学スモッグ ・光化学スモッグの知識の習得                  

・光化学スモッグ注意報発令メールの配信システムへの登録 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉 今年度の振返り 

 今年度は１名のみの実習生の受け入れとなったが、コロナ感染予防をしながら受け入れを行った。 

観察実習ではあったが子どもとの関りを模索しながらも、前向きに取り組んでいた。 

実習生、スタッフ共に多くの学びがあり、相乗効果が得られることが実感したので、今後も積極的に

受け入れていきたい。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

2月20～ 

3月６日 

総合学園ヒューマンアカデミ

ー東京校 
1人 観察実習 

 

 



〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

8月23日 洗足学園高等学校 1人 

10月11～13日 蓮沼中学校 1人 

11月30～2日 大森第四中学校 4人 

1月24～26日 馬込中学校 2人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉園内研修の開催 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

コンピテンシ

ー自己採点 

8日 

18名 

13日

18名 

10日 

17名 

8日 

17名 

12日 

17名 

9日 

17名 

7日 

17名 

11日 

17名 

9日 

17 

13日 

17名 

17日 

17名 

23日 

17名 

園内研修 8日 

12名 

13日

12名 

10日 

12名 

8日 

12名 

12日 

12名 

9日 

11名 

7日 

11名 

11日 

11名 

9日 

9名 

13日 

11名 

17日 

11名 

23日 

11名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

6月3日 大田区子ども家庭部 栄養士研修 1名 有 

6月15日 大田区教育委員会 
保育の質と子どもの育ちを

語る研修 

1名 
有 

1月12～13

日 

社会福祉法人東京社会福祉

協議会 
チームリーダー研修 

1名 有 

 

 

 

〈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） 

19日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

0名 

15日 

1名 

13日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 



施設長勉強会 19日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

13日 

1名 

11日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

全社員研修 9月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 第1回：5月17日にオンラインにて1名（保育士）が出席 

第2回：7月6日にオンラインにて１名（保育士）が出席 

第3回：9月7日にオンラインにて１名（保育士）が出席 

第4回：11月9日にオンラインにて１名（保育士）が出席 

第5回：1月11日にオンラインにて１名（保育士）が出席 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 該当者なし 

 

 

〈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た。半期に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認

をした。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 
 

 

小学校への訪問や交流を計画していたが、コロナ感染拡大予防につき、行政からの通達や指導に基

づき実施することが出来なかった。 

世代間交流としては、NPO法人はせさんず様のご協力により、月に１の訪問を実施することとなった

が、季節に応じた手作りの装飾作品を頂くなど、交流が深まってきている。コロナ感染予防を徹底し

つつ、今後もさらなる交流方法を模索していきたい。 

次年度もコロナ感染予防を念頭におき、実施可能な方法を模索、企画、実施していきたい。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育（保育園主催） 月1回   公園名：池上本門寺公園にて 

商店街ツアー 週1回 実施 

主な行き先：花よし、郵便局、市野倉消防署、池上駅、市野倉交番、東

急ストアー、養源寺、東急バス営業所、藤野屋、丸二青果、池上図書

館、ごまのお店いい友、オオゼキ等 

世代間交流 月1回 NPO 法人はせさんずを訪問し交流 



異年齢交流 職業体験を実施。小学生、中学生の多数が夏季休暇、冬期休暇を利用し

て、園児との交流を行った 

異文化交流 5月16日にオンラインにて実施  

転居にて退園したご家庭にご協力頂き、食や言語、生活様式の違いを学

ぶ 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施 

 

 

 

9. 小学校との子ども間交流・職員間交流 
 

〈１〉今年度の振り返り 

 

昨年度に引き続き緊急事態宣言、まん延防止等重点措置による行政からの通達に基づき、小学への

訪問や交流が中止となり、小学校訪問、授業参観などの多くが実施できなかった。 

そこで在園児保護者で小学校教諭を園会議にお招きして、「新指導要領」「小学校教育への接続」を

テーマとして懇談会を開催し、小学校での取り組み実践や課題点などについてご教授頂く。 

園でも取り組めそうなことなどについて話し合い、スタッフ一人ひとりが小学接続に関して意識を高

めることが出来た。今後はどのように日々の保育に盛り込み、実践していくかが課題となってくる。 

コロナ感染症に対しての行政の方針転換も見据えて、今まで控えていた活動や交流機会を計画的に

盛り込み、実施できるようにしていきたい。 

また、コロナ感染をはじめとした感染症の拡大状況に応じて、オンラインでの実施に切り替えるな

ど、柔軟に対応できるようにしていきたい。 

 

 

〈２〉具体的な連携 

日程 学校名・クラス名 参加人数 活動名（会場） 内容 

10月7日 池上どろんこ保育園 11名 学習指導要領に関し懇談 学習指導要領に関して懇談 

2月6日 幼児担任 1名 保・幼・小連絡協議会 就学前連絡会 

2日8日 幼児担任 1名 保・幼・小連絡協議会 就学前連絡会 

2月28日 幼児担任 1名 保・幼・小連絡協議会 就学前連絡会 

 

 

 

 

 

 



10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

 今年度、対象園児なし 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計１２回開催 参加者：１０名程度 

  

月の最終週の金曜日の昼礼にて、ケース会議を実施。スタッフ間で情報共有、意見交換をすることで

、子ども理解を深め、個々に応じた援助が出来るようにしてきた。 

今後も継続して行うことにより、更に適切な援助が出来るようにしていきたい。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

５歳児組においては就学を見据えて全家庭の個人面談を実施。園での生活状況を伝えるとともに 

就学が円滑に行えるように援助してきた。 

２０２２年２月地域別に順次開催される、保・幼・小の連絡協議会に参加し、それぞれの小学校の担

当教諭と、就学に必要となる情報共有、引継ぎを行った。 

 

進級児においては、保護者様の要望に応じて面談を実施したが、進級後も生活の様式の変化なども鑑

みて、随時、面談を実施していく準備があることを発信していきたい。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
今年度の子育て支援事業・イベント・子育て相談・青空保育を含む延べ来園者数 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

0名 15名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 

 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計0件相談実施済み 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計0回実施済み 

参加者延べ人数 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 

どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計0回実施済み 

参加者延べ人数 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 

勝手籠設置 
（月）～（土）7:00～20:00 にて実施 

門扉前に無人のフリーマーケットかごを設置 



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：池上本門寺公園にて 以下日程にて実施 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 名 

12. 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２２年１１月３０日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施済み。 

自己評価開始時刻：１６時００分 

自己評価終了時刻：１８時００分 

自己評価実施者：施設長、主任、幼児リーダー 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

施設利用 保護者に対し、アンケートを実施 

アンケート配布日：８月２５日 

アンケート回収率：82％ 

 

昨年に引き続き、保護者様に園の運営にご理解を頂いている旨のご回答を多数頂戴した。 

特にコロナ感染予防の観点から自粛してきた、どろんこ祭り、運動会や生活発表会をはじめとした、

園行事の再開については、感染予防を施したうえでの実施にご理解頂を頂いた。 

今後もお子様の成長を実感して頂けるように、日々の保育内容の可視化と、園行事開催の工夫を行っ

ていきたい。 

頂いたご意見、ご提案に関しては園内で振り返りを行った。園児の安全と健やかな成長、保護者から

の信頼を深められるよう、スタッフの接遇力、保育スキルの向上に努め、安定した園の運営を行って

いきたい。 

 

 

 

13. 苦情解決・ケガのうち報告すべき事項  
ご意見ご提案デスク（ＨＰ・メール・電話）、口頭・書面・連絡帳・ご意見ご提案ボックスによっ

て寄せられた全ての意見・要望・苦情について、原則、「苦情対応体制」に従い、法人として解決を

図る。以下、報告すべきご意見・ケガに関しては次の通りとなる。 

 

〈１〉報告すべきご意見   

本社での対応を要するご意見・ご要望・苦情は０件。 

今年度、外部窓となっている「第三者委員計３名」へ寄せられた苦情は０件。 

 

 



〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべきケガ（事故含む） 0件 

 

※なお、報告書内の３月度の数値結果に関しては、すべて見込みの数値となっている。 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：池上どろんこ保育園 施設長 髙井 めぐみ 


