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２０２２年度 朝霞どろんこ保育園 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～ 
 

「センス・オブ・ワンダー」を実践するため、自然に恵まれた周辺環境を活かし、畑仕事・ヤギや鶏

の世話などの労働や体験を通した活動に力を入れた。また魚や鶏の解体、ヤギ糞や生ごみを利用した

堆肥作り等を通して、生命の尊さや食の循環を知る活動を積極的に行った。環境を活かした保育によ

り ISO１４０００１環境マネジメントシステム認証に繋げることができた。 

 

子どもたちの内発的な動機を尊重し“心からやりたいと思う活動”を自己選択し、安全に活動できる

ように見守り、支援を行った。 

乳幼児期の保育が、子どもの生涯にわたる人格形成にとって極めて重要な時期である事を踏まえ、 

養護及び教育が一体となった受容的で応答的な保育を実践するため、毎月テーマを決めて園内研修を

実施した。 

法人の子育て理念・目標に基づいた、園児・保護者・職員・地域・行政が相互的かつ協同的な子育て

への参画に向けて、地域が一体となった子育て環境の実現に取り組むべく礎を築いていく年度となっ

た。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 全体会議にて、質の高い保育実践モデルの特性やプロセスの分析を行う。 

実践結果 保育者にとってより良い行動特性についてのチェックリスト（コンピテン

シー）や目標達成シートを使用し、子どもが主体的に活動できる環境を整

えた。また個人が取り組むべき課題について定期的に話し合った。 

次年度方向性 個人の課題だけではなく、個人の強みを活かせるような機会や環境をつく

り、保育に取り入れる。 

2 計画・ねらい より多くの「他者」と接することで、Trial&Error を積み重ねる。 

実践結果 恵まれた自然環境を活かし、異年齢で遊びこめる環境を整えた。保育者は

介入しすぎず、多様な経験で生じる子ども達の Trial&Error を見守った。 

次年度方向性 新型コロナウイルスによる制限により実施できなかった老人福祉施設への

訪問について、社会情勢を鑑みながら再開していきたい。 

3 計画・ねらい 協働し、共通の目的を達成することの楽しさ、難しさを知る。 

実践結果 日々の生活、運動会や生活発表会を実施する中で、子ども同士で話し合う

機会や共通の目的を達成することの楽しさを知る機会をつくっていった。 

次年度方向性 子どもたちが共通の目的に向かって取り組んでいく機会を、大型行事に向

けてだけではなく、より日常の中で実践できるよう環境を整えていく。 
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〈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 保育園での日常から、保護者も気づかない子どもたちの成長をわかりやす

く伝え続けることで、保護者の安心と信頼関係をつくる。 

実践結果 保護者の個人面談、保育参加ではご家庭では見られないお子様の様子を 

お伝えし、ご家庭で心配されている事に丁寧にお答えする事ができた。 

お迎え対応では伝達漏れ防止のため、送迎時のスタッフ配置や対応場所の

改善を行った。しかしお迎え時の伝達、保護者のご要望に対するスタッフ

間共有については課題となっており、次年度に向けて更なる改善を行って

いく。 

次年度方向性 保護者との日々のコミュニケーションを強化するため、接遇に力を入れ

る。お迎え対応の現状をスタッフ間で共有し、園会議でロールプレイング

を実施する。ポートフォリオについては担当を決め、計画的に実施してい

く。 

2 計画・ねらい 目で見て安心できる保育環境を整備する。 

実践結果 利用時間中に清掃が難しい個所について、全スタッフで分担し定期的かつ

計画的な清掃を実施した。手作り備品及び遊具を精査し、安全面と景観を

考慮しながら解体及び処分を実施した 

次年度方向性 整理整頓され、清潔感がある保育環境を整える。また子どもの動線の妨げ

になるものを置かず、落ち着いて安全に遊びこめる環境設定を行う。 

3 計画・ねらい 個別面談の利用促進 

実践結果 面談を必要とする保護者について、年度内で複数回実施することができ

た。全家庭に対して「面談したい」と感じたときにすぐ対応できるという

認識が根付くために、次年度は更に定期的に周知をしていきたい。 

次年度方向性 お迎え時やタイムライン、保護者懇談会にて定期的に個別面談の周知をし

ていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい コロナ禍における利用促進を目的とした事業の再検討 

実践結果 従来のイベントは、原則として継続し、感染状況に応じ参加人数が多いと

きは2部制にするなど、適宜修正を行いながら実施した 

家庭に次ぐ子育ての場として支援センターを認識してもらえるよう、参加

の呼びかけを行っていった。 

次年度方向性 開催内容によって参加人数の差異が大きかった。来場者が多いいベントは

2部制にするなど柔軟に対応し、引き続き感染症に配慮した開催を行う。 

2 計画・ねらい 潜在的ニーズへの働きかけ 
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実践結果 出前保育の実施時に広告配布等の広報活動を展開した。 

利用者からの紹介で新しく来園されるご家庭が増えた。 

次年度方向性 定期的に来園するご家庭だけでなく、初めて利用するご家庭に対しても、

安心して利用できるような環境を整える。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい スタッフの意欲を取り入れた研修の実施 

実践結果 意欲ある職員に対して、保育の質を上げる会議の参加や戸外活動の安全研

修等、他園との交換研修等の機会を設けた。 

次年度方向性 研修希望アンケートや施設長との職員面談を参考に、課題だけでなく強み

にフォーカスした研修を決めていく。 

2 計画・ねらい 経験の多様化とリーダーシップの育成 

実践結果 経験年数に係わらず、係活動や園会議、行事担当の中で主として活動する

場面を設定し、リーダーとしての素地をつくった。 

経験を重ねた職員は、他の職員のフォローや園運営に関わる業務を通し

て、責任感、幅広い視野ときめ細かい配慮の獲得を目指した。 

次年度方向性 法人が掲げる6つの力について園会議では、持ち回りでファシリテーショ

ンを行い、スタッフ間の合意形成を促す役割を担っていく。外部研修にお

いてもリーダーシップを発揮し、法人全体で活躍できる人財となる。 

3 計画・ねらい スタッフのコミュニケーション能力向上 

実践結果 施設長、主任、リーダー層がチーム、組織づくりの目標設定を行い、目標

に向けた取り組み方について学び、考える機会をつくった。 

業務の質を向上するためにどのようなコミュニケーションを取り、どう関

係性を築いていけばよいかを園会議で話し合い理解を深めた。 

次年度方向性 園目標を深く共有し、スタッフ間で相互理解や共感力が高く、言うべき事

を言い合える心理的安全性の高いチーム作りを行う。 

 

 

〈５〉最適な保育環境の追求 

1 計画・ねらい 園内美化・清掃への取り組み方の再検討と改善策の実行 

実践結果 清掃担当者を中心に清掃確認表を元に清掃を実施した。確認表では補えな

い箇所も適宜確認表リストに追加した。 

次年度方向性 前年度に引き続き、常に来園者の目線となり、スタッフ一丸となって清掃

に取り組む。 

園庭の砂塵対策として、土壌改良を実施していく。具体的には園庭への定

期的な放水、砂埃が舞い上がりにくく不純物が少ない土を追加する。 

2 計画・ねらい 園内物品の精査と選別 
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実践結果 前年度の課題を基に、手作り家具や玩具を精査し、景観を損ねるものや使

用頻度が低い備品の処分を行った。整理整頓についての担当者を設置しス

タッフ間で連携しながら取り組んだ。 

次年度方向性 常に来園者の目線となりスタッフ全員が5S「整理・整頓・清掃・清潔・し

つけ」を実践していく。また物品の使用目的を明確にし、長期的な目線で

真に必要な物品のみ設置する。 

 

 

 

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 
36人 90人 89人 142人 122人 142人 621人 

年度後半：

10~3月 
36人 90人 88人 140人 120人 144人 618人 

 

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 

288

人 

283

人 

351

人 

308

人 

199

人 

272

人 

279

人 

299

人 

297

人 

277

人 

279

人 

290

人 

3422

人 

うち0

歳児 

0人 1人 4人 8人 10人 13人 25人 21人 15人 16人 8人 15人 136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 

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

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

6月７月のみ利用有り。１０月より一時利用を休止。 

 

 

〈２〉開所時間  

７時００分～２０時００分   
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〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 15人 看護師 0人 栄養士 2人 調理員等 1人 

事務 1人 子育て支援

員 

1人 臨床心理士 0人  人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 補助 0人 調理 0人 事務 0人 

用務 2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  人  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 

コンピテンシー自己チェック、保育の質向上に関わる勉強会 

園内研修（グループワーク・勉強会）、各月のねらいについて

共有を行った。 

給食運営会議 月1回 食育活動の実施内容・喫食状況の確認、アレルギー対応のロー

ルプレイングを実施した。 

事故防止委員会 月1回 自園及び系列園で発生した事故の検討会、ヒヤリハット・イン

シデントの傾向を把握し、分析と改善計画の策定を行った。 

ケース会議 月1回 支援が必要な児童の共有と援助について。援助の進捗状況を確

認し、振り返り及び省察と見直しを行った。 

乳児幼児連絡会 毎日 翌日の保育計画確認。怪我及び子どもの様子、その他の周知事

項の共有 

 

 

〈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 
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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4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 身体測定・定期健康診断の実施、施設清掃と衛生管理にかかる消耗

品及び備品の管理、感染症予防対策の管理点検の実施を行った。ま

た年間保健計画の振り返りを施設長とともに実施した。 

安全対策係 施設内外の設備点検及び事故防止会議の実施。実施避難訓練及び消

火訓練・防災自主点検の実施管理 消防署との連携窓口業務を行っ

た。 

防火管理者 消防計画の作成に基づいた避難訓練及び消火訓練実施を統括し、実

施後にフィードバックを行った。 

食品衛生管理係 食品の品質衛生管理。食育会議の立案。職員への食品衛生教育を実

施した。 

畑係 畑状況の管理、草刈り、道具類の維持補充、園会議にて畑活動の課

題と改善案を共有した。 

生き物係 ヤギ・ニワトリ等、生き物の健康管理、動物小屋の維持管理、また

乳幼児や職員の飼育活動の把握や課題検討における責任者を担っ

た。 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 
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どろんこ祭り係 保護者と協同して準備・進行を行った。 

彩夏彩係 保護者と協同して準備・進行を行った。 

 

 

 

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 

保護者対応では、役割分担を明確にする為、ご意見ご要望に対して職員間の共有

と「誰がいつ何をどうしていくか」を決め、保護者の不安感につながらないよう

対応を行った。 

子ども一人ひとりが現在どのような事に興味関心を持っているか観察しながら、

保育計画の見直しを適宜行った。 

行事や活動内容に変更があった際に、事前説明が不十分な事があった。保護者の

立場に立ち、活動に変更があった場合は、丁寧な説明を行う事の重要性を共有し

た。 

保育参加 
4～3月まで 合計15名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計10名 が参加済み  （3月1日時点） 

見通しと期待感を持ちながら登園できるよう、遊びや友だちとの関わり等の子ど

もの姿を丁寧にお伝えした。 

運営委員会 実施なし。 

 

 

〈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 人や食材との関わりから、食べる意欲を育てる。 

実践結果 畑仕事による作物の栽培や収穫、園庭の柿やカリンの収穫や食材の加工を

通じて、食に対する興味関心や積極性を育てていった。 

一緒に食べる人との会話や共感体験をより多く得ることで食事の豊かさを

実感するとともに、人と食事をとることの喜びを味わえる環境を設定し

た。 

保護者に協力していただき世界や日本全土の食を知る行事を実施した。 
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次年度方向性 保護者参加型の食育行事の実施。冬季でも栽培できる作物づくりの強化。

食材の加工や無添加の調味料作りを行う。 

2 計画・ねらい 食の循環を理解し、実感することで生命の尊さを頭と心で理解する。 

実践結果 魚の解体や鶏を捌いて食す体験、焚火での調理を見学し、命あるものが食

べられるまでの全行程を体験し、命をいただく事へ感謝する時間を共有す

ることができた。 

鶏の世話を通し、鶏の死や採卵を経験することで生命のサイクルを直接体

験した。 

コンポストを設置し調理後の廃棄食材から堆肥作りを行った。 

次年度方向性 魚の解体、鶏を捌いて食す体験は継続して実施し、コンポストでの堆肥作

りを日課にする等様々な角度から食の循環を学べる環境を用意する。 

 

 

〈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20日／11月7日に実施 

歯科検診 6月9日に朝霞どろんこ保育園にて実施 

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 

①  6月に朝霞どろんこ保育園にて手洗い指導を実施 

②  7月11日に朝霞どろんこ保育園にて服部歯科医による 

歯磨き指導を実施 

流行した感染症 4月～1月に新型コロナウイルス、園児29名・スタッフ7名蔓延し、

朝霞市へ報告 

発作・痙攣等の対応 発症者なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・2022年3月に朝霞どろんこ保育園にてエピペン研修をスタッフ名

計21名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ23名のうち、21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） 

・4月の第1週に朝霞どろんこ保育園にて AED 研修をスタッフ計20

名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ23名のうち、22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、うがい指
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導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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20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20日、11月7日 

歯科健診 各年1回／6月9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22日、10月24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 主体性と協働性を育む室内環境の整備・改良 

実践結果 子どもの戸外、園庭活動による体験効果を最大化するために、異年齢のメ

リットを活かすべく、安全に配慮し柔軟な職員配置の再構成を行った。 
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時間を忘れて遊び込め、仲間との協働しながら Trial&Erro 体験が豊かにな

るための環境づくりをフタッフ間で計画し検証しながら実施した。 

次年度方向性 子ども達の興味関心や意欲を刺激し、少し頑張れば達成できる仕掛けづく

りや活動を用意し Trial&Error の体験を促していく。 

2 計画・ねらい 主体性と協働性を育む園庭環境の整備・改良 

実践結果 木材を中心とした素材を厳選配置し、「何を使って、どのように遊ぶか」

を子どもたち自身が創造できよう安全に配慮しながら見守った。 

水・土・火を最大限活用するため、園庭の点検や整備、修繕を実行した。 

焚き火を実施する際は、届出等の手続や手順、ルールを徹底し、園内や周

辺地域の安全に十分に配慮しながら実践した。 

次年度方向性 木育の推進や安全に配慮した火おこし体験の実施。 

充実したどろんこ遊び体験ができるよう園庭整備の一環として園庭の土を

増量する。 

3 計画・ねらい 大きなお家、異年齢交流の推進 

実践結果 場所的な障壁を洗い出し、移動を制限していたパーテーションの除去を行

い、職員配置の見直しを行った。 

子どもも大人も園で過ごす一日の間「大きなお家」を実践すべく、園内で

一人でも多くの人物と交流ができるよう日課を見直し、動線や環境を整え

た。 

次年度方向性 心理的な安全を重視し、大人に見守られながら好きな仲間と好きな場所で

好きなだけ過ごせる環境を整える。 

 

 

〈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 
壁のぼり ホール 毎日 異常なし 

 

2 タイヤブランコ 園庭 毎日 異常なし/9月に撤去 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 防災…危機管理マニュアルの災害対策に則り、消防訓練・避難訓練の通知

を行った。安全対策係の設置し防災自主点検の実施、危機管理マニュアル

の読み合わせを行った。特筆すべき災害の発生はなし。 

2 実践結果 ケガ事故防止…事故防止委員会にて自園と他園で発生した事故の原因分析

と改善策を話し合い実践した。 

危機管理マニュアルの読み合わせを行い、ケガ防止策・安全点検と保全、

事故防止チェック及び 設備点検チェックを実施した。交通安全教室等の安
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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

って対応した。 

3 実践結果 不審者対策…危機管理マニュアルの不審者対策に則り、セキュリティーア

ドバイザーの意見を取り入れ、不審者侵入訓練を実施した。また不審者情

報の収集と共有、笛の携帯・代理の送迎者の把握を行った。 

4 実践結果 光化学スモッグ…危機管理マニュアル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、注意報発令の把握を行いながら、発生時には

光化学スモッグ発生時対応及び行政 連絡に従って対応した。 

5 実践結果 普通救命講習会への参加…4月に胸骨圧迫による心肺蘇生、AED の使用方

法を確認しロールプレイングを行った。 

 

6 実践結果 洪水…集中豪雨等により、園内浸水の可能性を想定し、朝霞市役所と連動

した要支援者施設における、洪水時対策計画書を作成。平成３０年１月市

役所へ提出済。今年度の集中豪雨等による浸水被害はなし 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

世代育成の観点から、各学校機関の依頼に対して積極的に受け入れを行った。個人情報の取り扱いに

留意し、実習生や生徒の一人ひとりの様子に合わせ担当スタッフによる丁寧な指導を行った。また、

実習やボランティア活動の実施に際し、法人理念や地域における役割や、社会インフラ維持に必要不

可欠なキーワーカーとしての意義を説明することで、園の地域施設としての役割について周知・理解

の深耕に努めた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月30～6月14

日 
十文字学園女子大学 1人 部分実習 

7月14日～7月

15日 
大宮こども専門学校 2人 観察実習・責任実習 

7月19日～8月

1日 
大宮こども専門学校 1人 観察実習 

8月16日～8月

22日 
国際学院埼玉短期大学 1人 責任実習 

9月5日～9月

21日 

文京学院大学 人間学部 児

童発達学科 
1人 観察実習 

11月7日～11 大宮こども専門学校 2人 責任実習 
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月18日 

11月15日～11

月30日 

文京学院大学 人間学部 児

童発達学科 
1人 責任実習 

2月13日～2月

17日 
大宮こども専門学校 1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

1月18日～1月

20日 
朝霞市立朝霞第二中学校 2人 

2月1日～2月3

日 
朝霞市立朝霞第一中学校 3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 

22日 

26名 

20日

26名 

17日 

25名 

15日 

25名 

25日 

25名 

29日 

25名 

24日 

24名 

18日 

26名 

16日 

23名 

20日 

23名 

22日 

23名 

24日 

23名 

園内研修 22日 

20名 

20日

19名 

17日 

20名 

15日 

18名 

25日 

21名 

29日 

13名 

24日 

13名 

18日 

18名 

16日 

19名 

20日 

19名 

22日 

20名 

24日 

22名 

表現について

研修 

講師：山村学

園短期大学 

子ども学科  

酒井誠様 

11月18日に朝霞どろんこ保育園にて18名のスタッフが出席(日高どろんこ保育園主

催による WEB での開催) 

 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師謝礼 10.000円 講師謝礼 10.000円円 

合計 10.000円 合計 10.000円 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 
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6月8日 園長大学🄬保育士大学 チームビルド研修 2名 無 

9月2日 園長大学🄬保育士大学 

「保育現場が考え直す養

護」突然死を経験した保護

者の方から学ぶ 

1名 無 

9月5日 園長大学🄬育士大学 森林浴の効果と活用方法 1名 無 

9月24日 埼玉県福祉部少子政策課 子育て支援従事者研修 1名 有 

2月21日 
朝霞市こども・健康部こど

も未来課 
虐待対応担当者研修 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

24日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

24日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 

 

 

〈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 

地域に開かれた保育園を目指した。地域の子育て世帯が気軽に利用でき、高齢者との音楽会、近隣の

小学生や保育施設の児童との交流を行った。 

 

 

〈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：わくわくドームすこやか花壇にて 
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商店街ツアー 週1回 主な行き先：K ファーム、西濃運輸、朝霞養魚場、社会福祉協議

会、朝霞博物館、田島ストア、わくわくドーム、浜崎児童館、無人販売

所、朝霞第三小学校、朝霞消防署浜崎分署等 

世代間交流 8月25日に城山公園にて世代間交流を兼ねた音楽会を実施 

異年齢交流 6月15日に朝霞市立朝霞第三小学校にて小学校見学を実施 

その他活動 9月20日に朝霞どろんこ保育園にて新座どろんこ保育園と交流会を実施 

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 

新型コロナウイルス感染症等の影響が懸念されたが、交流の機会を持つことができた。保育園小学校

の双方が両施設に訪問し交流を深め、子どもの就学への思いを培っていくための協力関係を築くと事

ができた。また幼保小の職員間交流を実施し、子どもの成長の連続性が保障されるような連携関係を

築くことができた。 

 

 

〈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 

6月15日 朝霞市立朝霞第三小

学校 1年 

23名 小学校見学（第三小学校

敷地内） 

子ども間交流 

11月25日 根岸台幼稚園 1名 施設見学・意見交換会 職員間交流 

11月30日 朝霞市立朝霞第三小

学校 2年 

24名 交流会 子ども間交流 

12月13日 朝霞市民会館 2名 保幼小連絡会 職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

ケース会議を実施。毎月計画の振り返りを実施する事で、計画に対する子どもの現状を話し合

い、見直しながら必要な援助を取り入れ ていった。 
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〈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：スタッフ3～5名 

個別支援計画を基に、毎月計画の振り返りを実施。スタッフ間で共有すると共に必要な援助を行っ

た。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

２０２３年１月朝霞市幼保小連絡会にて、２名の職員が参加し小学校への引継ぎを行った。 

同年２月に、就学予定園児の保育児童要録を就学先小学校へ送付済み。 

 

 

 

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 

574

名 

504

名 

669

名 

519

名 

389

名 

637

名 

555

名 

418

名 

338

名 

475

名 

437

名 

450

名 
5965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111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25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 

20名 18名 12名 16名 28名 23名 19名 7名 23名 5名 13名 20名 204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38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 

12名 17名 34名 12名 12名 12名 2名 0名 6名 3名 14名 10名 134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：わくわくふれあい花壇にて 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 

16名 16名 0名 4名 20名 10名 11名 11名 2名 4名 15名 10名 119名 
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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６月１０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：９時００分 

自己評価終了時刻：１６時００分 

自己評価実施者：石井、横田、斉藤、飛田 

 

 

〈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：100％ 

 

（省察） 

お迎えの時の保護者伝達等の接遇に関する事、衛生面、安全管理に対するご要望ご意見が中心となっ

ていた。利用者アンケートのご意見ご要望を受け、園会議にて改善策を話し合い、実施していった。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見：0件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべきケガ：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：朝霞どろんこ保育園 施設長 石井崇洋 
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２０２２年度 日高どろんこ保育園 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～ 
 

■日高どろんこ保育目標 

「子どもを信じて待つ保育」 

子どもの想いを尊重し、自らが考え活動を選択し行動できるよう見守る保育を行った。安心・安全

に配慮しながらも子どもの挑戦する心を信じて待ち、子ども自身の力を発揮できるよう「他者との協

働」や「感情コントロール」を意識した保育計画を立て実施した。 

 

「混ざり合う保育」 

『日高どろんこ学童保育室』併設を活かし、法人の中でも０歳から１２歳までの幅広い異年齢保 

育を展開していくことで、相互の刺激となって成長へとつながっていった。大きな家を目指すこ

とで施設全体が生活・遊び・労働を教え合うといった機会増えていった。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい ほんものの体験 

実践結果 見る・聞く・触れるなど五感を刺激するような直接的体験を常に意識する

ことで、子どもの興味が広がり活動や生活の幅が広がった。 

次年度方向性 原点回帰ということで火・水・土に触れるなどの原体験や日課の雑巾がけ

や長距離散歩に力を入れていく。 

2 計画・ねらい 学び合う集団 

実践結果 スタッフごとに差はあるが研修に参加をするなど自身で学びにつなげよう

とする姿が見られた。学び合うという点では発表形式でできたスタッフは

少なかったと感じる。 

次年度方向性 学んだことをアウトプットする場を園内会議等で用意し、学びを深めると

ともにスタッフ同士で学びを広めていく 

3 計画・ねらい 子ども同士の関わり 

実践結果 保育者は必要以上に関わり過ぎないよう見守り、子ども同士の関係性にま

かせていくようにしていった。大人が介入しないことで子ども自身が考え

や行動するような姿があった。を 

次年度方向性 子どもとの距離間を見極めながら任せていく保育を行う。 
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〈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 積極的な家庭連携 

実践結果 お迎え時には活動ではなく子どものエピソードで様子を伝え安心して預け

られるような場となるよう心掛けた。短い時間でも保護者と関わりを大切

にし、信頼関係を築くことで、より良い子育て環境を目指した。 

次年度方向性 お迎え時に混雑すると待っている時間が長いように感じている保護者の方

もいたため、スムーズに行えるようにしていく。 

2 計画・ねらい おもてなしのこころ 

実践結果 保護者に思いやり・誠実さ・謙虚さ・感謝を忘れず、常におもてなしのこ

ころを持ち関わっていけるようにした。あたたかい雰囲気で保護者を迎え

られるように相手の気持ちに立った姿勢でいられるよう意識をした。 

次年度方向性 お迎え時の対応だけでなく美観を意識した整理整頓を心がけ、視覚からも

安心できる場にしたい。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て相談や支援 

実践結果 子育て支援センターを利用した保護者にも挨拶から始まり、世間話をする

ことで相談をしやすい環境を整えていった。相談室を利用し、相談しづら

い内容でも話せる場を用意した。 

次年度方向性 子育て支援を利用していくうちに心が打ち解け、相談する件数が増えてい

ったため、心地よい場をつくっていく。 

2 計画・ねらい 利用者同士が交流 

実践結果 園庭開放や自然学校等、イベントに参加された利用者同士がつながれるよ

うな雰囲気づくりをした。 

次年度方向性 引き続き、利用者同士が交流できる場を設定し横のつながりを増やしてい

く。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 日課の徹底 

実践結果 どろんこ会グループの日課・基本活動へのこだわり意識を高め、形だけや

るのではなく、意味を深めながら実践することで少しずつではあるが日課

として成り立っていった。 

次年度方向性 日課や法人のこだわりの理解を深め、活動の質を向上させる。 
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2 計画・ねらい 子どもの人権の理解 

実践結果 園内研修にて「子どもの人権」について取り上げ、現状の子どもとの関わ

りについて振り返る機会を設けた。 

次年度方向性 子どもとの関わりを意識できるよう常日頃から伝えていく。 

 

 

〈５〉子どもの「やりたい」を大切にする 

1 計画・ねらい 子どもの「やりたい」を大切にする 

実践結果 子どもの意思を尊重し主体的な活動を行えるように保育者が関わることで

子どもたちのやりたいを実現できていた。 

次年度方向性 保育者の意思ではなく、子どもの主体となった保育にしていく。 

 

 

〈６〉すべての子をすべての大人で 

1 計画・ねらい クラス単位に留まらない保育 

実践結果 乳児と幼児のクラスが分断され、うまく異年齢保育を展開することができ

なかった。しかし各クラスの情報を共有する姿は多く見られ、それぞれの

状況は把握しながら保育を行えていた。 

次年度方向性 全ての保育者が一人ひとりの子を語れるよう引き続き、自然体で交われる

ような空間としていきたい。 

 

 

〈７〉過ごしやすい環境づくり 

1 計画・ねらい 環境構成の PDCA 

実践結果 一年間環境を通して子どもを捉えていき、3カ月に一度園会議にて環境整

備の経過と結果を共有していった。環境構成を行うことで起こった子ども

の変化や成長を振り返り、次の環境構成につなげていった。 

次年度方向性 子どもの発達や興味・関心に合わせた環境構成を行っていく。 
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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 
10人 11人 14人 19人 21人 21人 95人 

年度後

半:10~3月 
9人 11人 14人 20人 21人 21人 96人 

 

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 

46人 146人 143人 125人 158人 154人 161人 139人 142人 151人 120人 130人 1615

人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 15人 看護師 1人 調理員等 2人 事務 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 用務 1人     
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 ・離乳食・アレルギー児について 

・未食について 

・食育計画・活動について 

・残食について 

・食の循環について 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット 

・インシデント 

・SIDSについて 

・ハザードマップ 

・不審者対応 

・食物アレルギー児への対応・与薬の受取方 

・プール 

 

 

〈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4回 主任･ﾐﾄﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

備品 ・備品在庫管理 

・絵本、玩具、備品発注取りまとめ 他 

環境整備 ・園庭、室内、園舎裏の整備 

・敷地内の危険個所点検、環境整備 

・清掃分担作成、片付け、玩具、絵本整理 

・係以外の保育者への声掛け  他 

防火・避難訓練 ・防災バック点検 

・保護者への訓練実施の告知 

・避難訓練実施報告書の掲示 

・訓練の進行  他 

地域交流・勝手籠・誕生日カ

ード・バッチ 

・ふるさとケア訪問の計画 

・地域と共に活動できる行事の提案 

・誕生日計画・バッチやカードの作成 

・勝手籠整理整頓 

畑係 ・年間計画をもとに苗・種の購入 

・各クラスへの世話の声掛け 

・堆肥の管理 

生き物係 ・ヤギの当番表の作成 

・生き物の身の回りに関する事全般 

・生き物の餌発注 

 

 

〈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 どろんこ祭りの計画と実施 

 

 

 

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 

･沢山の経験から多くの事が感じられるように原体験の機会を多く設けた｡ 

･年齢を問わず､子どもたちが自分で遊びを選択できるような環境構成をした｡ 

･身の回りの事が自分で出来る事は自分でするように支援した｡ 
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保育参加 4~3月まで 合計3名 が参加済み  (3月1日時点) 

保護者面談およ

び発達相談 
4~3月まで 合計31名 が参加済み  (3月1日時点) 

 

 

〈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 好きな時間に好きな人と好きな場所で好きな分だけ 

実践結果 様々な場所で様々な人と会話をしながら食事を楽しみ、食べることを楽し

める子どもに成長していくよう導く。 

次年度方向性 個々のタイミングに合わせ、食事をすることで満足感得られるよう、時間

の設定を子どもが選べるようにしていきたい。 

2 計画・ねらい 子どもたちの食材への意識を高める。素材を知り味わう 

実践結果 素材への関心を高め、嚙む力を育て素材の味を味わう事が進められた。 

次年度方向性 その日の給食のメニューを知り、その素材を知り、関心を持って味わう事

が出来るようにする。 

3 計画・ねらい 食を楽しむ。子どもが自分たちで盛り付け・配膳をする 

実践結果 自分で食べられる量を知り、自分の体を育てる意識をもつことが年齢によ

るが意識出来てきている。 

次年度方向性 年齢に合わせた食の楽しみ方(盛り付け、バイキングなど)を進めていく。 

 

 

〈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2日/11月1日に実施 

歯科検診 6月29日に実施 

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 
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スタッフ検便 毎月1回(全ｽﾀｯﾌ対象) 

流行した感染症 12月に胃腸炎､園児約60名･ｽﾀｯﾌ約10名蔓延し､日高市へ報告｡狭山

保健所との連携を図り12月末にて消息｡ 

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･換気を徹底するなど各園で記載 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1日､10月2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 年2回/6月2日､11月1日 

歯科健診 年1回/6月29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15日､10月21日に実施済み 

ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ自己採点 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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

 

1 

 
計画・ねらい 子どもが遊びを選択し集中して遊べる環境を作る 

実践結果 幼児の部屋には制作コーナー・乳児の部屋にはおままごとコーナーの充実

を図り、子ども達が自分の好きな遊びを見つけ楽しむことができていた。 

次年度方向性 子どもの年齢にあった遊びを各部屋・園庭に設置し思い立った時に集中で

きるような空間を用意していきたい。 

 

 

〈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 一本橋 園庭 毎日 異常なし 

2 竹ジャングルジム 園庭 毎日 異常なし 

3 ツリーハウス 園庭 毎日 異常なし 

4 見晴台（小） 園庭 毎日 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 実践結果 各防災対策を実施することで重大事故につながることがなかった。 

2 実践結果 事故防止委員会ではヒヤリ・インシデント・事故記録簿をもとに怪我につ

ながるリスクをデータ化し、園で気を付ける点を抽出することができた。 

3 実践結果 警察を連携し、不審者侵入訓練を行うことでアドバイスを頂き、今度の防

犯でつなげることができた。 

4 実践結果 市からの発令を受け、子どもの活動の変更をした。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

コロナ禍という中でも実施を考える学校に対しては積極的に受け入れる体制を取り、スタッフが「教

える・伝える」といったいい機会となった。 
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〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月29日～ 

9月9日 
山村学園短期大学 1人 保育実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

10月28日～11

月2日 
埼玉県鶴ヶ島清風高等学校 3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 

15日 

24名 

20日

23名 

17日 

22名 

15日 

20名 

19日 

24名 

16日 

23名 

21日 

20名 

18日 

21名 

16日 

20名 

21日 

21名 
  

園内研修 15日 

24名 

20日

23名 

17日 

22名 

15日 

20名 

19日 

24名 

16日 

23名 

21日 

20名 

18日 

21名 

16日 

20名 

21日 

21名 
  

「子どもが楽

しいと感じる

表現」研修 

講師：山村学

園短期大学 

子ども学科 

造形選任講師 

酒井 誠  

11月18日に日高どろんこ保育園･朝霞どろんこ保育園にて約40名ほどのｽﾀｯﾌが出席 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師謝礼 10,000円 講師謝礼 10,000円 

合計 10,000円 合計 10,000円 

 

 

〈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・11月・

1月 
埼玉県 

令和４年度 埼玉県放課後児

童支援員認定資格研修 
5名 有 

9月22日 
社会福祉法人どろんこ会 

園長大学・保育士大学 
「信じて待つ保育」 1名 有 
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〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 

 

 

〈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 

積極的に園外に出かけ、近隣住民や異世代を含む様々な人との関わりの場をつくっていった。ま

た、子どもを社会全体で育てるための子育て支援の施設としての役割を意識し活動した。 

〈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：日高総合公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：コンビニ、交番、スーパー、ドラッグストア、衣料

品店等 

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 

・コロナ禍の為、小学校との子ども間交流の場を調整することができていなかった。しかし学童との

併設園ということもあり、遊びや生活の中で小学生との交流は多く持つように進めていった。 
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〈２〉具体的な連携 

・就学予定の小学校職員との連携を図り、児童の情報共有。 

・保育所保育要録の送付。 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

ケース会議を行い、それぞれ子どもの計画を見直すことで、目標に向かって必要な援助を取り入れ

ていった。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計12回開催 各会4名程度 

個別支援計画を基に、毎月振り返り、スタッフ間で共有することで子どもに必要な援助を行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

児童要録を用いて、小学校との引き継ぎを行った。アプローチカリキュラムを立て、遊びを通して就

学に向けての準備をした。就学前には各小学校からの聞き取りもあり、その際子どもそれぞれの引継

ぎ事項を共有した。 

 

 

 

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 

57名 80名 
111

名 

169

名 

107

名 
96名 

103

名 

145

名 
77名 77名 84名 80名 1186名 

 

実施項目 詳細 

園開放 (月)~(土)9時30分~16時30分 にて実施 

子育て相談 (月)~(土)13時00分~16時30分 ⇒計6件相談実施済み 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週(水)10時00分~12時00分   ⇒計24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 

6名 13名 25名 15名 12名 11名 11名 29名 15名 16名 18名 10名 181名 

どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

毎週(水)10時00分~12時00分   ⇒計12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 
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自然学校 16名 4名 3名 15名 11名 2名 27名 43名 4名 17名 12名 10名 164名 

勝手籠設置 
(月)~(土)7時00分~20時00分 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:日高総合公園にて 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 4名 4名 0名 0名 0名 3名 7名 0名 3名 4名 0名 25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、自己評価を実施済み。 

自己評価開始時刻：８時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：施設長 

 

 

〈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：７4％ 

 

アンケートの回収率は昨年より下がった。内容としては大半お褒めの言葉をいただいた

が、一部の意見として職員の態度や言葉に対しての指摘も見られた。職員全員で自分事と

して受け止め対応していくように周知した 

 

 

 

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   

報告すべきご意見  0件 
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〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 6月13日 5歳児 上腕骨顆上骨折 

公園の雲梯で遊んでいた所、転倒。 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

2 8月17日 5歳児 右橈骨骨折 

室内でタスキを踏みつまづき転倒。 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

 

※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：日高どろんこ保育園 施設長 宮園 司 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ 東武練馬ルーム  

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～ 
法人理念「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」 

園目標「一歩先に進む自分へ」 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 9時出発の定着を目的とし保育を展開していく。主活動の時間を充実さ

せ、より多くのトライアル＆エラーを体験の中で引き起こす。 

実践結果 9時出発を含む、日課の定着を実現出来るようになってきている。主活動

の時間を十分に確保でき日々、多様な体験を実現できるようになってき

た。 

次年度方向性 日々の活動に対しての計画から振り返りの共有をチームで丁寧に行い、保

育の質の向上に力を入れていく。 

2 計画・ねらい 「見守る保育」見る＝子ども理解、守る＝適切な援助の理解と定着を目的

とする。 

実践結果 「見守る保育」の理解と定着は進んでおり、スタッフ個人の考えや発言か

らも子どもに対する深い理解を感じ取ることができる。 

次年度方向性 個人の考えや子ども観をチームで共有し、保育の質向上に努めていく。 

3 計画・ねらい 子どもの権利条約、保育所保育指針の理解 

実践結果 発達段階や意見の表明権の理解を深める為に園内研修を充実させ、保育の

質を上げる会議の報告を通して共有を行うことは出来た。 

次年度方向性 子どもの姿と発達段階を考え、計画に落とし込む意識を高めていく必要が

ある。 

 

 

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 年2回保護者個人面談（必要に応じて随時開催）を行う。 

実践結果 必要に応じて、面談の声掛けや保護者との情報交換を行った。 
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次年度方向性 全家庭と年2回面談を行うことが出来なかったので、面談のスケジュール

を前もって設定しバランスよく情報交換が行えるようにしていく。 

2 計画・ねらい お迎え対応・面談の充実 

実践結果 お迎え時の対応としてまだ不十分な所はあるが、着実に話す内容やエピソ

ードの質が上がってきているように感じる。その結果も利用者アンケート

に反映されていた。 

次年度方向性 より多くの家庭と「子どもを真ん中においた」子育てが行えるように日々

のコミュニケーションを大切にしていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育てのスキル講座の活用 

実践結果 コロナ禍における子育て支援のやり方として、対面でなくても子育て相談

や子育て世代の繋がりを目的として支援事業を展開していくことを実践し

ていこうとしていたが、機会を設けることが難しく実践することが出来な

かった。 

次年度方向性 地域に開かれた保育園を目指した内容を計画に反映させ実践していく。 

2 計画・ねらい 世代間交流（シニア交流・実習生を含む学生との交流・中学生の職場体

験） 

実践結果 実習生を含む学生との交流・小学生の職場体験の機会を設けることが出来

た。 

次年度方向性 コロナの状況も加味しながらシニア交流を行っていく。 

3 計画・ねらい 子育て体験（保育体験月２回）を通して地域子育て支援活動の充実 

実践結果 駅前型保育園として、スペースや時間を有効活用しながら地域の保護者が

安心できるような場所を目指していくことを目的としていたが、子育て世

代への情報発信をスムーズに行うことが出来なかった。 

次年度方向性 引き続き上記の内容をねらいとして取り組んでいく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 「見守る保育」見る＝子ども理解 守る＝適切な援助の理解と定着を目的

とする。 

実践結果 「見守る保育」を念頭においた子ども観の理解と共有を目的として園内研

修を行った。 

次年度方向性 引き続き、子ども観の共有を念頭におき、昼礼や園内研修の機会を設けて

いく。 
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2 計画・ねらい 子どもの権利条約、保育所保育指針の理解 

実践結果 エピソード記録の考察を通して理解を深めるため、園内研修を行った。 

次年度方向性 昼礼を通して行う、園全体でのコミュニケーションを引き続き意識しなが

ら保育の質を高めていく。 

3 計画・ねらい 保育の質を上げる会議と連動し「幼児期の終わりまでに育って欲しい10の

姿」について理解を深めていく。 

実践結果 保育の質を上げる会議、参加代表者と連携し勉強会を進めていった。 

次年度方向性 参加者からの情報発信は継続的に行うことが出来たが、保育の深掘りまで

はたどり着けなかったので次年度は保育の深め合いを意識していきたい。 

 

 

食育 

1 計画・ねらい 子どもが食に対して興味・関心がもてるよう日々の保育の中で積極的に食

育活動を取り入れていく。 

実践結果 旬な野菜を取り入れたクッキングや、畑で収穫した野菜を素材の味を活か

し子どもたちに提供できた。 

次年度方向性 ジャガイモやサツマイモを使用してのクッキングや収穫したジャガイモを

種芋として使用したりと食の循環に対しても意識して取り組むことが出来

た次年度以降も継続していきたい。 

2 計画・ねらい ベジリンク（食材発注業者）との連携を図りながら食育活動に力を入れて

いく。 

実践結果 ベジリンクの食育スタッフが保育園に訪問し、ベジリンクの食育授業を通

して、子どもたちの野菜への興味関心の向上。年長児は小学校へ向けた認

知能力の刺激、外部講師との関わりを通して知識や話を聞く態度といった

部分の教育をしていくことを目標としていたが日程調整を上手く進めるこ

とが出来なかった。 

次年度方向性 ベジリンクとの直接契約ではなくなったので職員研修などの機会を作り、

スタッフの意識を高めていきたい。 

3 計画・ねらい 月1回の給食会議にて情報の共有を行う。 

実践結果 離乳食の進み具合や食事の状況を確認し、発達に合わせた援助を行った。 

次年度方向性 調理職員と保育現場とのコミュニケーション不足が原因で保育に対して深

く介入することが出来なかったため、次年度は調理スタッフの積極的な保

育参加を定着させていきたい。 
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就学に向けての取り組み 

1 計画・ねらい 小学校へ足を運び小学生との交流をしていく。学校探検・授業体験を通し

て小学生へのイメージを持ち、期待感を持って就学を迎えられることを目

的とした交流会である。（新型コロナウイルスの影響を考慮して内容の可

能性有） 

実践結果 小学校との交流会の開催がなく、行うことが出来なかった。 

次年度方向性 アプローチカリキュラムを意識して積極的な関わりを計画していく。 

2 計画・ねらい 授業参観に職員が参加し小学校の授業形態を体験する。意見交換会では円

滑な就学に向けてのアプローチカリキュラム、スタートカリキュラムにつ

いての協議を行う。 

実践結果 小学校との交流会の開催がなく、行うことが出来なかった。 

次年度方向性 アプローチカリキュラムを意識して積極的な関わりを計画していく。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

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 
36人 60人 72人 66人 84人 84人 402人 

年度後半：

10~3月 
36人 60人 72人 66人 84人 84人 402人 

 

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 

178

人 

192

人 

228

人 

216

人 

224

人 

205

人 

201

人 

236

人 

196

人 

131

人 

135

人 

135

人 

2277

人 

うち0

歳児 

0人 3人 8人 2人 9人 8人 5人 12人 15人 7人 10人 10人 89人 

（解説）18時以降の延長保育利用者とする 
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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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 12人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 事務 1人     

 

 

 

3. 運営報告 
 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

給食運営会議 月1回 離乳食の進捗状況、各クラスの食事状況確認 

事故防止委員会 月1回 事故分析、ケガ防止の為の発達状況の確認 

ケース会議 月1回 気になる子への関わり方と対応について 

 

 

 

 



20221215版 

 

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4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 

 

 

係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 園内の衛生管理、行政への対応の実施 

安全対策係 リスクマネジメントを中心に実施 

防火管理者 災害対策・避難訓練防災計画・自主点検を実施 

食品衛生管理係 衛生点検・給食提供マニュアルに沿って実施 

畑係 年間計画に沿って実施 

 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 保護者と連携を取り実施 
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4. 保育支援 
 

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 

保育参加 4～3月まで 合計2名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計33名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 子どもが食に対して興味・関心がもてるよう日々の保育の中で積極的に食

育活動を取り入れていく。 

実践結果 旬な野菜を取り入れたクッキングや、畑で収穫した野菜を素材の味を活か

し子どもたちに提供できた。 

次年度方向性 ジャガイモやサツマイモを使用してのクッキングや収穫したジャガイモを

種芋として使用し、食の循環に対しても意識して取り組むことが出来た次

年度以降も継続していきたい。 

2 計画・ねらい ベジリンク（食材発注業者）との連携を図りながら食育活動に力を入れて

いく。 

実践結果 ベジリンクの食育スタッフが保育園に訪問し、ベジリンクの食育授業を通

して、子どもたちの野菜への興味関心の向上。年長児は小学校へ向けた認

知能力の刺激、外部講師との関わりを通して知識や話を聞く態度といった

部分の教育をしていくことを目標としていたが日程調整を上手く進めるこ

とが出来なかった。 

次年度方向性 ベジリンクとの直接契約ではなくなったので職員研修などの機会を作り、

スタッフの意識を高めていきたい。 

3 計画・ねらい 月1回の給食会議にて情報の共有を行う。 

実践結果 離乳食の進み具合や食事の状況を確認し、発達に合わせた援助を行った。 

次年度方向性 調理職員と保育現場とのコミュニケーション不足が原因で保育に対して深

く介入することが出来なかったので次年度は調理スタッフの積極的な保育

参加を定着させていきたい。 
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保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 6月8日／11月9日に実施 

歯科検診 6月27日にいとう歯科矯正歯科クリニックにて実施 

保健だより 毎月25日にアプリ配信 

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） 

流行した感染症 7月8月に手足口病に感染した園児が多かった。 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ使用なし。 

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、手洗いうが

い、消毒・換気を実施。 

 

 

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⇒実施していない日 なし 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 なし 

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⇒実施していない日 なし 

健康管理 予防接種状況・既往歴の確

認／保険証期限確認 

保険証期限確認 年2回／4･10月に実施。 

予防接種状況・既往歴の確認 1月 

身長体重測定 毎月1回／20日 実施済み 
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児童健康診断 

  

内科健診 各年2回／6月8日、11月9日 

歯科健診 各年1回／6月27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22日、10月21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 

 

 

実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 廃材コーナーでは子どもが創作意欲を発揮できるよう様々な廃材を用意し

意欲的に活動できるようにする。 

実践結果 廃材のストックや維持の方法を幼児会議で決定し展開していった。 

次年度方向性 話し合いは行われていたが、子ども観の共有から環境のアプローチまでの

しかけが不十分だったので改善していく。 

2 計画・ねらい 環境勉強会から物的環境・人的環境についての理解を深めていく。 

実践結果 園内研修、環境勉強会にて理解の深め合いを行った。子どもの興味・関心

から環境の課題をみつけ、子どもが自ら考えられるような関りと、遊びの

続きがしたくなるような環境つくりを意識した。 

次年度方向性 課題を明確にして、チームで問題解決を目指していく。 

3 計画・ねらい 発達勉強会を通して、保育の質を上げていく。 

実践結果 発達段階に合わせた関りを行うため、昼礼等で共有した子どもの姿から必

要な関りや発達を学んでいった。 

次年度方向性 課題を明確にして、チームで問題解決を目指していく。 

 

 

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 LaQテーブル ４．５歳児保育室 使用時 異常なし 

2 
帽子掛け 幼児棟玄関 

乳児棟玄関 

毎日 3月末で解体・撤去予定 

3 
カバン掛け 幼児棟玄関 

乳児棟玄関 

毎日 異常なし 

4 
おむつ替えスペー

スラティス 

乳児・幼児保育室 毎日 3月末で解体・撤去予定 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施。震度５弱

以上の際は園が情報を発信し、安否・施設状況・避難先を情報共有する体

制をとる。帰宅困難者対策を踏まえ、災害に備えた。 

2 実践結果 事故防止チェックリストについて、年4回設備点検6回を行い、事故防止の

徹底を図った。 

3 実践結果 インシデント・ヒヤリハット報告の分析を行った。 

4 実践結果 法人内で事故報告を共有し、事故防止策を考察した。 

5 実践結果 年2回防犯チェックリストに従い、確認し合わせて不審者訓練を実施。訓

練は避難訓練・不審者訓練・通報訓練とし職員全員を対象とした。 

6 実践結果 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・光化学スモッグ注意報を把握

し、発令があった場合は内容にあった情報を発信した。園児・職員は室内

で過ごした。 

7 実践結果 安全対策係による、リスクマネジメント研修を行った。 

 

 

 

6. 実習生・小中高生の受入 
 

今年度の振返り 

近隣の養成校と連携をとり、実習生の学びの充実を図ると共に保育業界の質を担保していった。実

習指導者は学生の指導を通して、自身のリーダーとしてのアウトプットスキルやファシリテーション

スキルを向上させた。 

 

 

実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

9月26日～10月12日 淑徳大学 1人 観察実習 

11月7日～11月18日 武蔵野短期大学 1人 責任実習 

 

 

小中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月26日 板橋区立北野小学校 2人 

8月8日 板橋区立紅梅小学校 1人 
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8月9日 板橋区立北野小学校 1人 

8月10日 富士見高等学校 1人 

8月15日 板橋区立板橋第二小学校 1人 

8月19日 板橋区立北野小学校 2人 

8月22日 板橋区立北野小学校 1人 

8月23日 板橋区立北野小学校 1人 

8月26日 板橋区立徳丸小学校 1人 

3月13日 広尾学園高等学校 1人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

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 
28日 

12名 

26日

27日

18名 

24日 

12名 

28日 

29日 

18名 

26日 

13名 

29日 

30日 

18名 

21日 

12名 

28日 

29日 

16名 

23日 

13名 

26日 

27日 

15名 

22日 

15名 

23日 

16名 

 

 

 

外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

6月20日 
社会福祉法人どろんこ会 

園長大学®･保育士大学 

「世界の保育」実践者から学ぶ 

ブラジル：カノア保育園 
1名 有 

 

 

 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 
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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） 

 

 

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 
 

今年度方針・テーマの振り返り 

新型コロナウイルスを考慮しながら地域の人と繋がり子育てしていくことを目指す。駅前型保育園

の子育て支援の拠点として、世代間交流（シニア交流・実習生を含む学生との交流・中学生の職場体

験）地域子育て計画を元に時代に合わせた子育て支援を展開していった。 

 

 

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：電車の見える公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：定食屋、ファストフード、レストラン、スーパー、

携帯ショップ、カフェ、100円ショップ、和菓子屋、ドラッグストア、

本屋、肉屋、コンビニ、衣料品店、洋菓子店、ピザ屋、すし屋、パン

屋、アイス屋、ペットショップ、写真館、クリーニング店、花屋等 

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 
 

今年度の振り返り 

・保育所保育要録の送付 

・板橋区保幼小連携研修を通じ、小学校の職員と連携を取り、進めていった。 

保育園で積み重ねられた子どもの育ち（保育所保育指針 第１章総則 「幼児期の終わりまでに育

ってほしい10の姿」をもとに）を、小学校での生活や学びに繋げていくことが重要と考え、就学前

支援の取り組みについて小学校と相談・協議を進めていった。 
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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 

2月16日 板橋区子ども家庭支

援センター 

 

20名 板橋区要保護児童対策協

議会 

情報交換 

 

 

 

10. 要支援児 
 

個別支援計画の作成・見直しの状況 

現状の子どもの姿を踏まえながら支援の手立てを考えていった。関係機関と連携を取り情報を共

有した。 

 

 

毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計９回開催 参加者：５名 

日々の関わりを振り返りながら毎月子どもの姿を共有し、今後についての見通しを持った計画を話し

合い、再検討を繰り返していった。 

担任以外の関わりでの気づきを共有していくことで、いろいろな見方で状況を把握していった。 

 

 

進級引継、および小学校への引継状況 

各小学校へ保育所児童保育要録の送付をし、電話や必要に応じて学校へ訪問して様子を丁寧に伝えて

連携をとった 

 

 

 

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 1名 2名 7名 3名 37名 15名 7名 0名 0名 0名 0名 72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39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 



20221215版 

 

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 

月1回   公園名：電車の見える公園にて 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 0名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２２年８月９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：８時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：施設長、主任 

 

 

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：７6％ 

 

園に対しての満足度が年々、向上してきているので今後はアンケートの回収率を上げていき、子ども

の育ちを保護者と共有できるよう日々の関係性の充実、園と家庭との連携を第一に考えていく。 

 

 

 

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。 

 

 



20221215版 

 

報告すべきご意見   

報告すべきご意見 ０件 

 

 

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：メリー★ポピンズ 東武練馬ルーム 施設長 築地 駿 
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２０２２年度 鶴見どろんこ保育園 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～ 
【３つの愛】 

 語り愛：大人も子どもも語り合う。「聞く」「傍にいる」「待つ」を大切にコミュニケーションを    

図り、尊重し合える関係の構築を目指す。 

 

 認め愛：大人も子どもも認め合う。「自己肯定」「他者肯定」「自分は違っていい」互いに認め合

い、受け入れ、共に歩んでいく。 

 

 助け愛：大人も子どもも助け合う。ただ「困っている人」を助けるのではなく、「困りごと」を互

いに伝え合い、相手がどんな事につまずいているのか、自分には何ができるのかを探り解決の糸口

を見つけていく。 

以上を基本として活動を進めていった。職員の特性や得意なことを生かせるように密なコミュニケー

ションを心がけ、子どもにとって必要なことはなにか、何を求めているのか探りながら成長を見守っ

た。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 考える保育 

実践結果 相手の姿を捉えて考え多方面から助言や相談にのった。一人ひとりがその

人の立場になって物事を考えてきた。 

次年度方向性 相手の気持ちに寄り添いすぎることなく、その人にあったやり方を一緒に

考えていく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉える 

実践結果 リフレクションやウェブ図式などアクティビティーを活用し、子どもの姿

を捉え成長発達を見通しながら、一人ひとりの生活を丁寧に保障していく

ために保育所保育指針を踏まえ、保育者、栄養士、施設長はそれぞれの専

門的な知識と技術を高め、常に自己目標・グループ目標・組織目標に向か

い学びを深めた。 

次年度方向性 引き続き子どものエピソードを職員間で共有し一人ひとりの生活を丁寧に

保障していく。 

3 計画・ねらい 子どもの最善の利益 

実践結果 個々の目標に向かってスキルアップを図るとともに、その都度、課題にな

っている事を解決できるように実践を重ねた。 

次年度方向性 課題解決の中の過程を大切に実践を重ねていく。 
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〈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 保育者、保護者との連携 

実践結果 お迎え対応、保護者懇談会、個人面談、送迎対応、連絡帳アプリの活用な

ど子どもの育ちを丁寧に共有する時間を積極的に提案していく。タイムラ

インの活用を行った。 

次年度方向性 保育参加の参加を全職員で保護者様へ周知し園生活を体験していただき、

一緒に子どもの育ちを保障していく。 

2 計画・ねらい 保護者の心に入り込んだ接遇 

実践結果 家庭の実態などを踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の

信頼関係を基本に気軽に保護者が相談できるようにした。 

次年度方向性 個々の状況に合わせた支援が出来るような工夫をする。 

3 計画・ねらい 外国籍家庭への配慮、支援 

実践結果 国際化における文化の違いも大きい中で、子どもの育ちを共有していくた

めに、個々の関係性を考慮しながら、共育の観点から一緒に考えて信頼関

係を築いた。 

次年度方向性 引き続き子どもの育ちを共有していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれたｏｐｅｎ拠点 

実践結果 体験保育・出前保育・園開放・小中高生交流・世代交流・ボランティア受

け入れ・勝手籠・子育てサロン、子育て相談をおこなった。 

次年度方向性 引き続き園庭開放時に積極的に話しかけ地域に根付いた保育園を目指す。 

2 計画・ねらい 他園と連携し出張動物園 

実践結果 ヤギ・ニワトリの出張動物園を通して、自園の地域に限らず、広く地域と

の交流をした。 

次年度方向性 引き続き同じ法人内での出張保育を続け、ゆくゆくは地域の移動動物園と

なるように宣伝し活動していく。 

3 計画・ねらい 食育を通した地域交流 

実践結果 園内の畑でとれた野菜など焚火で焼いたり料理したりと青空クッキングを

定期的に行い、地域の方も参加できるように呼び掛けた。 

次年度方向性 引き続き地域の方も参加できるようにアナウンスや掲示、口コミなどで広

がるように活動していく。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい みんなで考える場作り 

実践結果 園内研修では子ども研究を１年と通して行い、常に子どもの気持ちに寄り

添い考えた。 

次年度方向性 保育所保育指針をもとに子どもにとって本当に必要な活動とは？を職員と

かんがえていく。 

2 計画・ねらい 主体的に臨む姿勢作り 

実践結果 職員自らが方針を踏まえて主体的に行動するために職員育成計画（面談記

録）を作成し、目的と意識を持ち、保育所保育指針の理解を深め、子ども

の姿を捉えた。 

次年度方向性 振り返りでは、アクティビティーを使って実施することを定着させる。 

3 計画・ねらい リーダー層の育成 

実践結果 リーダー層の気持ちを聞き取る事を中心に対話を繰り返し行いリーダーと

しての自覚と行動が伴うように指導した。 

次年度方向性 中堅保育者がリーダーシップを発揮しチーム園運営を担っていけるような

指導、環境を作る。 

 

 

〈５〉「あそび込む」が生まれる保育 

1 計画・ねらい 園庭環境の見直し 

実践結果 職員会議にて園庭環境の見直しを行う。子どもの遊びを中心に園庭での様

子を振り返り、具体的に語り合った。 

次年度方向性 子どもの興味・関心はどこにあるのかを追求していく。 

2 計画・ねらい ゾーン保育の確立 

実践結果 継続して子どもが遊びたいと思える環境をゾーンにして保育者の配置を考

える。保育者がやらせたい事ではなく、子どもが年齢関係なく自分で活動

選択していけるように努めた。 

次年度方向性 保育者配置を整理し、子どもの遊びの黒子となるような援助や環境を整え

る。 

3 計画・ねらい 保育の可視化 

実践結果 保育環境見直しと共に保育の可視化をウェブやチャットを使って語り合い

整理した。 

次年度方向性 引き続き、チャットを使って 
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〈６〉「チーム保育」を考える 

1 計画・ねらい 個人を知る 

実践結果 施設長・主任と定期的に面談を行う。個々の気持ちを聞く機会を作る努力

をした。 

次年度方向性 職員個々の特性を把握した上で仕事を任せる。任せたことは最後まで責任

をもって施設長と主任で管理する。 

2 計画・ねらい リーダー会議を毎月行う 

実践結果 不定期ではあったが、エキスパート研修で得た知識を保育に生かせるよう

にリーダー会議を行い専門性を高めた。 

次年度方向性 リーダー会議を不定期ではなく定期的に行い職員指導を相談しながら園運

営をしていく。 

3 計画・ねらい 子どもの事を語り合う 

実践結果 会議以外でもクラス以外の子どもの姿を捉え語り合うことを日常化する。

語り合い子ども探求した。 

次年度方向性 隙間時間の中ではなく、職員でグループを作り子ども探求記録をとってい

く。 

 

 

〈７〉多くの人と交流する 

1 計画・ねらい 地域交流の場の拡大 

実践結果 継続して他園との合同地域交流（出張動物園）を行い、幅広く交流を受け

入れた。関わりの場、色々な人を知る機会を多くとるために、いつ、どん

な時も受け入れる姿勢をもって行動した。 

次年度方向性 地域に開かれた保育園となるように鶴見ではこんな活動していますなど活

動を宣伝し園庭解放者のリピーターを増やす。 

2 計画・ねらい 園庭開放来園者への気配り、配慮を全職員が出来るようにする。 

実践結果 園庭開放利用や、地域の方が園を利用することを意識して園内の整理整

頓、いつ見ても気持ちが良い施設を目指した。 

次年度方向性 気持ちの良い挨拶・配慮する。 

3 計画・ねらい 子どもの活動を通して地域の人たちと触れ合い、繋がりを大切にする 

実践結果 青空保育・商店街ツアーを通して地域の方との関わり、触れ合いを大切に

心がけた。 

次年度方向性 商店街に通い、常連となることで園名や名前を覚えてもらう、そこから繋

がりを広めていく。 
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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 
569人 1604人 1796人 1790人 1906人 1950人 9615人 

年度後半：

10~3月 
314人 1183人 1300人 1289人 1393人 1362人 6841人 

 

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 

70人 60人 122

人 

110

人 

101

人 

155

人 

130

人 

122

人 

124

人 

124

人 

120 

人 

120

人 

1358

人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 0人 0人 2人 0人 1人 0人 1人 0人 1人 6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 

0人 0人 2人 5人 7人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 14人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 2人 5人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 8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 14人   栄養士 １人 調理員等 １人 

パート 保育士 9人   調理 １人 事務 １人 
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スタッフ 用務 １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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 事故記録簿・インシデント・ヒヤリハットを使い自己分析 

園内環境・ハザードマップの見直し 

ケース会議 月1回 特児に関しての情報共有、指導方針の確認 

週案会議 週1回 各クラスの保育の流れ、活動の共有 

 

 

〈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 
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〈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、備品などの管理を滞りなく実施 

安全対策係 怪我防止・危機管理マニュアルに則り実施 

防火管理者 災害対策・避難訓練防災計画・自主点検の計画、実施 

食品衛生管理係 食育会議の計画や実践に課題があったが、即日対応済 

畑係 畑作業に遅れあり、改良中。 

生き物係 飼育全般に関する管理を実施。 

 

 

〈４〉行事係の設置状 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 企画・計画通り実行。 

  

 

 

 

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 

・タイムライン、書面での周知、補助ツールを生かしなら、保護者様への無理の

ない発信と共有の場を作っていた。 

法人マニュアルに則り、コロナウィルス対策として、園内行事では、手洗い、う

がい、マスクの交換を徹底し、その都度の消毒を徹底した上での参加を促した。 

安全面に関しては、保育者間の連携不足からの課題が残る形となったものの、次

年度に向けて保育者自身も主体的に考え、問題解決しようとする姿勢で臨めた。 

保育参加 
4～3月まで 合計15名が参加済み  （3月１日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計２０名 が参加済み  （3月１日時点） 

主に就学に向けての相談事項が多く、個別対応した。 
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〈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 子どもの食欲と意欲を育てる 

実践結果 十分な遊びから自然とお腹が空く子ども、意欲的に食べる子が増えるよ

う、生活の中で整えた。家庭との連携をとりながら、栄養士・施設長・担

任と共に食を営む力を作ることができるよう、一人ひとりへの食事の配慮

を行っていった。 

次年度方向性 日中の遊びの時間の確保を引き続き行い、意欲的に食事が出来る環境を作

る。 

2 計画・ねらい クッキング・畑で作物作りを継続的に取り組む 

実践結果 保育者、栄養士と食事作りや準備に関われるよう日ごろの給食活動以外に

も、焚火での野外調理を実施していった。 

次年度方向性 引き続き野外での焚き火体験を実施する。 

土作りから取り組み畑に興味をもつ子どもを増やす。 

3 計画・ねらい 食品ロスを減らす 

実践結果 自分の食べられる量を覚え、バイキングにて自分で食べられる量をよそう

ことで残食が減った。 

次年度方向性 苦手な食べ物が減るように畑仕事、クッキングの在り方を今一度職員間で

共通認識をもって取り組んでいく。 

 

 

〈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17日/10月28日に実施 

歯科検診 6月24日/11月11日に保育園にて実施 

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 

①  6月10日に保育園にて手洗い指導を実施 

②  6月6日に保育園にて歯磨き指導を実施 

③  12月13日に保育園にて手洗い指導を実施 
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流行した感染症 ①  1～2月に、園児10名程度・スタッフ3名蔓延し、報告なし 

②  2月にインフルエンザ、園児4名感染報告有り。 

発作・痙攣等の対応 計２名に対し、計２回ダイアップ使用 

その他、1月27日、2月9日に救急車要請 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・３月24日に保育園にてキックオフ研修を全スタッフ計30名が新た

に受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ２８名のうち、２８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24日に保育園にてキックオフ研修を全スタッフ計30名が新た

に受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ２８名のうち、２８名が使用可能 

その他保健に関する取組 保育年間計画の遂行 

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。 

 

 

〈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⇒実施していない日  

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日  

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⇒実施していない日  

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15日、10月15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１７日、１０月２８日 

歯科健診 各年2回/6月２４日、１１月１１日 



20221215 版 

 

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15日、10月21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 子ども達が主体的に活動できる環境 

実践結果 各クラスに遊び込めるゾーンを取り入れる。子どもが自由に使いたいもの

が取り出せるように職員間で対話し日々試行錯誤して trial＆error した。 

次年度方向性 遊び込めるゾーンとは何か？子どもの遊びを観察し研究していく。 

2 計画・ねらい 子どもたちが自由に行き来できる環境 

実践結果 クラスごとの活動がメインでなく、子どもが自分で考えて行動できるよう

な環境を作り上げる。どの部屋で遊んでも良い。でも職員が子どもの遊

び、育ちが把握できるように職員間で密な共有を繰り返した。 

次年度方向性 どの部屋にも自分の居場所がある安心できる環境をつくる。一斉に活動で

はなく個々に合った活動を見つけ援助する。 

3 計画・ねらい 衛生管理のもと実行し日々の掃除、チェック 

実践結果 衛生管理リーダーを中心として日々の園内チェックを行う。誰がいつ見て

も気持ちの良い環境を職員一人ひとり考えた。 

次年度方向性 細かい部分の埃や土汚れを日々の清掃の中で担当外の職員も綺麗を意識し

て取り組む。 

 

 

〈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 
パーテーション 各室内 毎日 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 実践結果 月1回の避難訓練実施と共に年2回に不審者侵入訓練実施（保護者にも共有

した）。 
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2 実践結果 子どもの達の命を守るため、大惨事に備えて保護者との連絡が取れるよう

にアプリ利用の確認をした。 

3 実践結果 安全マニュアルを2か月ごとに実施し、チェックリストと共に確認をし、

保育者との周知に努めた。 

4 実践結果 事故防止自主点検を年4回実施した。 

5 実践結果 日々の保育中のヒアリ・ハットした内容用紙に報告し事故防止に努めた。 

6 実践結果 公園マップ（ハザードマップ）を作成しルート、危険場所、避難場所を職

員同士でも確認し合った。 

7 実践結果 光化学スモッグが発生しやすい気象条件、影響、情報、注意報を把握し、

発令があった場合は内容に応じて張り紙、アプリを掲示し、室内で過ごす

など移動した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月5～23日 共立女子大学 2人 責任実習 

10月24～11月

6日 
羽田幼児教育専門学校 2人 責任実習 

２月20～3月6

日 
関東学院大学 1名 部分実習 

2月13日～17

日 
東京家政学院大学 1名 調理実習 

２月27日～3月

3日 
東京家政学院大学 1名 調理実習 

3月6日～17日 
チャイルドケアカレッジこど

も保育専攻 
1名 部分実習 

 

 

〈２〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

２月３日 末吉中学校 10人 

8月1日～19日 横浜総合高等学校 1名 
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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 

15日 

30名 

20日

30名 

17日 

29名 

15日 

29名 

19日 

29名 

16日 

28名 

21日 

28名 

18日 

28名 

16日 

28名 

20日 

28名 

17日 

28名 

23日 

28名 

園内研修 15日 

30名 

20日

30名 

17日 

29名 

15日 

29名 

19日 

29名 

16日 

28名 

21日 

28名 

18日 

28名 

16日 

28名 

20日 

28名 

17日 

28名 

23日 

28名 

 

 

〈２〉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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17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 該当なし 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 該当なし 

 

 

〈３〉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 

コロナウィルスによる自粛、緊急事態宣言に伴い、大幅に縮小もしくは中止となった。そ

の中でできる活動を実施。書面での交流、形を変えての実施にて対応していった。 

 

 



20221215 版 

 

〈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：三ツ池公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：クリエイトＳＤ、佃野商店街、佃野商店街フラワ－

ショップ、北寺尾交番、下末吉出張所、文具店おぎも、宝泉寺等 

世代間交流 毎月第1・3金曜日に当園にて敬老サークル開催 

異年齢交流 ２月３日に保育園にて豆まきを実施 

その他活動 ２月２２日に下末吉公園にて他園交流を実施 

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 

コロナウィルスの影響により、学校間との交流行事は中止。 

交流は中止となったが、上末吉小学校１年生より、小学校生活について（授業で習ったこと）の手紙

をいただく。年長児を中心に回覧し小学校生活をイメージする。 

 

 

 

10. 要支援児 
  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

個々の保育計画から日々の子どもの様子を観察、記録をし、全職員、保護者様とも共有し

ながら振り返りを行った。療育機関からの園訪問で連携をとることもできた。現在の状況

と、心がけている支援をウェブを活用して職員間で共有した。 

 

 

〈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：６名 

現在の状況と、心がけている支援を職員間で共有した。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

ウェブを活用して要録を作成。小学校への引継ぎでは児童要録や園訪問の際、必要事項の引継ぎを行

った 
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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 

25名 14名 68名 43名 38名 41名 37名 52名 66名 38名 19名 25名 466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5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12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 ８名 ８名 ０名 ０名 16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12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：三ツ池公園にて 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 

1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 12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 

２０２３年２月２４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：１２時００分 

自己評価終了時刻：１３時００分 

自己評価実施者：井上あゆな・佐藤吏良・幼児リーダー、異年齢リーダー 
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〈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：70％ 

 

 

 

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  ０件 

 

 

〈２〉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：鶴見どろんこ保育園 施設長 井上 あゆな 
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２０２２年度 越谷どろんこ保育園 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～ 
社会福祉法人どろんこ会の保育理念、保育方針に柱に、ゆったりとした生活の流れの中で一人一人が

園での生活者として実体験から様々な力が育つよう、以下に重点を置き取り組んできた。 

 

① すべての子どもが「大切にされている」という実感から、人と人とのつながりに喜びを味わい、 

自分も他者も大切にできるよう自尊心を育む。 

② 自分の「居たい場所」「居たい人」「したいこと」を選択し、好奇心旺盛に動き、自分の思いを 

可能な限り表現する。 

③ 季節の移り変わりの中で自然物の変化に対応しながら、遊びを通して探求し学びを深める意欲を 

育む。 

④ 表現したことを他者と共有し、時には衝突を繰り返しながら子ども自身が葛藤し、乗り越えること

で協働し、調整する力を芽生えさせる。 

⑤ 子どもを真ん中に、「子育て拠点」として時代や地域の特性に見合った子育ての知識や情報を 

伝え、家庭や地域と連携し、子どもを取り巻く大人も育ちあう環境を整えていく。また地域の中で多

くの人から選ばれ愛される施設を目指す。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの気持ちの尊重・行動の読み取りを丁寧に行う。 

実践結果 ・保育所保育指針の指す養護の部分を理解し、一人ひとりの自尊心を大切

に、やさしく、温かく、深くいつくしむ態度で接する。 

・子どもが夢中になる姿を見守る中で、個々の育ちを考察しながら、必要

に応じた言葉がけや援助を行う。 

次年度方向性 更なる養護充実に向け、継続して取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 子どもの興味からはじまる保育の中で、他者と協働し共通目的の実現をす

る活動実践を行う。 

実践結果 ・園舎、園庭、散歩先など、子どもが主体となって選択していくことを大

切にする。日々、学びの振り返りを子どもと行い「昨日のつづきが今日

へ」「今日のつづきが明日へ」と学びの連続性を意識した関わりをする。 

・他者とのやり取りの中で合意形成や感情コントロールを繰り返す中で、

人とのつながりに喜びを感じ目標達成へと協働する体験を繰り返す。 

次年度方向性 引き続き、子どもたちが主体となって選択していく姿、学びを大切にし、

繰り返し協同する体験ができるよう環境含め取り組んでいく。 

3 計画・ねらい どろんこ会グループの日課・基本活動の徹底を通し生きる力を育む。 
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実践結果 ・どろんこ会グループの日課から育む力について、保育者が理解を深め子

どもたちとともに取り組み背中を見せる。また、継続することでの子ども

の育ちを記録し、発信することで成長実感ができるようアプローチする。 

次年度方向性 日課への取り組みへは、更なる育みにつながることが期待できる。引き続

き、取り組んでいく。 

 

 

〈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 どろんこ会グループの保育サービスの徹底を行う。 

実践結果 ・どろんこ会グループの保育サービスについて、園会議内にて実践の振り

返りを行い、保護者の立場になって課題抽出し改善へ取り組んでいく。 

（保護者とのやり取りのツールの質向上） 

次年度方向性 発信に注力し、改善に向け取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 保護者との「共育て」の意識を高める。 

実践結果 ・子どもを軸においた対話的なやり取りを通し、子育ての楽しさや成長、

喜びを互いに感じられる支援や情報提供をする。園で行っていること、大

事にしていることを保護者と共有し、常に保護者と共に育てていくという

意識を持てるよう、ドキュメンテーション型の発信（園内掲示・タイムラ

イン・ブログ）や子育てスキル講座を公開する。 

次年度方向性 個々の発信は非常に充実したものとなった。 

園全体の取り組みとして、園ベースでの新たな発信に期待する。 

3 計画・ねらい 相手の心に入り込んだ接遇の徹底を行う。 

実践結果 ・園を利用してくださる全ての人に対し、謙虚さ、感謝を忘れずおもてな

しの心を感じ取ってもらえる対応をする。接遇の研修を通し、相手の立場

に立った行動をとり常に自分の行動を俯瞰して考えられるようになる。 

次年度方向性 ひとり一人の質の向上を目指していきたい。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の方のほっと一息つける場所を目指す。 

実践結果 ・保護者や地域の子育て世代だけでなく、様々な地域の方に対して開かれ

た場所となり、利用者同士が交流を図れるような企画や仕組みをつくる。

（お迎え時間後のちきんえっぐカフェ、絵本の貸し出しなど） 

次年度方向性 コロナ禍としての情勢も落ち着いてきたように思われる。再びの“一息つ

ける場所”に戻りつつある。引きつづき取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 施設に足を運ぶことが困難な家庭にも支援の目を向けた取り組みをする。 
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実践結果 ・オンラインでのイベント企画や、電話での子育て相談窓口も積極的に発

信し、気軽に問い合わせできる体制を整える。 

・市の広報への記載や地域の児童館・子育てサロンへちきんえっぐ便りの

配布願いを通し、オンラインサロンへの呼び込みを強化していく。 

・オンラインを通して保護者同士の交流が図れるようにしていく。 

次年度方向性 対面での活動に戻りつつある。保護者のニーズに応えられるよう、アンテ

ナを張って情報収集していく。 

3 計画・ねらい 地域に開かれた子育て内容の実現や美観を通し選ばれる施設を目指す。 

実践結果 ・イベントだけでなく園庭開放や室内開放での子育て支援事業と、保育事

業が混ざった環境の保証をする。 

・ブログやインスタグラムに加え園内掲示のドキュメンテーションなど、

園の活動を発信することでより保護者や地域に開かれた子育てを目指す。 

・保護者・来訪者がいつ見ても気持ちの良い環境を整え、選ばれる施設を

目指す。 

次年度方向性 保護者や地域のニーズに応えられるよう、引き続き情報収集してく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 常に自分の保育を振り返りながら前に進もうとする力を保育者自身も育ん

でいく。 

実践結果 ・丁寧な「言葉」と「態度」を念頭に、自身の保育を振り返る時間を持

つ。（リフレクション研修） 

・毎日の振り返りを通し、保育内容の見直し年齢ごとの発達の理解を深め

子どもの成長に見合った保育計画・環境設定を行う。 

次年度方向性 自ら発信する学びに繋げていけるよう、ブラッシュアップしていく。 

2 計画・ねらい 子育てのプロとしての意識の水準を向上する。 

実践結果 ・コンピテンシーを追求し、プロとしての行動を振り返ることで自身の特

徴を分析し、得意なところを活かし課題解決へと繋げる。 

次年度方向性 基本を大切にし、更なる質の向上を期待する。 

3 計画・ねらい 保育者自身が学び育つことに喜びを感じながら、活き活きと働く。 

実践結果 ・保育者自身が学ぶことに貪欲になり、個人目標と連動し保育に課してい

く。また、自身が発信する側になることで学びを共有しあい、共に育ちあ

う環境を作る。 

次年度方向性 学びを楽しんでほしいと願う。ひとり1人が学ぶ側・発信する側両経験を

積んでいく。 
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〈５〉人として生きることに喜びを感じ、自分を愛せる人になる 

1 計画・ねらい 一人ひとりが主体的に園生活を送る。 

実践結果 ・園にいる、全ての人が自身の個性を活かし、互いを認め合うことで居心

地の良い環境づくりをする。 

・自身の思いを安心して言葉や態度で表現しながら、前向きに取り込める

関係性を作ることで、人としての育ちを相乗できるよう導いていく。 

・子どもも職員も保護者も自分自身を認める自尊心を育みあたたかみのあ

る環境を整えていく。 

次年度方向性 互いに認め合い、ひとり一人の持っているタラントを活かしていく。 

 

 

〈６〉環境を通した乳幼児・職員の学びの場・育ちの場作り 

1 計画・ねらい 一人ひとり目的をもって登園し、充実して過ごせる環境作りを行う。 

実践結果 ・園舎、園庭も含めた「大きなみんなのお家」の中で、「居たい場所」

「一緒に居たい人」の選択を担保する。 

・遊びの選択肢が充分にあるよう様々な素材を準備し、園庭でも様々な工

夫や創造ができ、遊び込めるような環境作りと素材の充実を図る。 

次年度方向性 引き続き、環境づくりと素材の充実を図っていく。 

2 計画・ねらい 心地の良い環境を整えよりよい子どもの育ちへとつなげる。 

実践結果 ・園内環境の整備・美観につとめ、各係で子どもの育ちに関連付け日々を

振り返り環境整備と連動して取り組む。 

次年度方向性 整備・美観を常に頭に置き、日常になるよう取り組んでいく。 

3 計画・ねらい 法人が育てる“６つの力”と基本活動の理解を深め活動実践をする。 

実践結果 ・６つの力と基本活動についての理解を深め、なぜ必要かをスタッフ一人

一人が見極め活動実践することで、子どもの育ちの理解・促進をする。ま

た保護者へ発信することで、保護者との共通理解も成しえていく。 

・６つの力を土台にしたプロジェクト型環境整備を通し、スタッフが学び

合い共有しあうことで保育の充実化を図る。また、半期ごとプロジェクト

の成果発表を行い、ドキュメンテーションを残し発信することで学び育つ

ことへの意欲を育む。 

次年度方向性 研修等への積極的な参加を続けていく。 

プロジェクトとしての成果を次につなげていく。 
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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 
36人 54人 72人 88人 120人 114人 484人 

年度後半：

10~3月 
36人 54人 72人 85人 120人 114人 481人 

 

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 

60人 79人 79人 56人 41人 70人 67人 52人 56人 52人 52人 51人 715人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 11人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 5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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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園として取り組むべき課題への研修 

給食運営会議 月1回 乳児の離乳食進行検討､乳幼児の喫食状況検討 

事故防止委員会 月1回 事故報告書の分析､再発防止､ヒヤリハット､インシデントの報

告 

ケース会議 1回 子ども一人ひとりの個性に対しての具体的計画・振り返り及び

省察 

年齢別会議 週1回 保育の振り返りと計画､児童処遇検討など 

 

 

〈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12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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 児童保健衛生に係る身体測定・定期健康診断・歯科検診の実施と保

護者との連携、施設の清掃と衛生管理、衛生管理に係る消耗品およ

び備品の管理、感染症予防対策の管理点検を行った。 

安全対策係 避難訓練及び消火訓練・防災自主点検の実施管理、消防署との連携

窓口業務、救命講習計画と実施、施設内外の設備点検および事故防

止点検の実施。 

環境整備、日々のリスク管理表の追いかけを行った。 

広報・写真係 写真管理、販売用写真の選定、保存用写真の保護管理・選定を行っ

た。 

食品衛生管理係 子どもに向けた食への働きかけや、環境整備を行った。 

畑係 畑状況の管理、道具類の維持補充、乳幼児や職員の畑活動の把握や

課題検討におけるイニシアチブをとった。 

 

 

〈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 保護者と協働的に準備・進行を行った。 

運動会係 協働的に準備・進行を行った。 

どろんこフェスタ係 準備、進行を行った。 

 

 

 

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 

【０～２歳児】 

・健康で気持ちよく過ごし､生活リズムが整っていった。 

・安定した生活の中で特定の保育者と心のつながりを深め､人や物への関心が広が

る｡身近な自然に触れながら､探索活動を楽しみ､様々な感覚が育っていった｡ 

【３～５歳児】 

・身近な大人や友だちとのやり取りの中で､豊かな言葉のやり取りや時には衝突も

しながら人間関係を築いていった｡また､遊びの中で共同・協働していく経験から

自律の力も身につけていった｡ 

・様々な心躍る経験を通し､身近な大人や友だちと共有･共感し､個々がもつ感性を
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認め合いながら豊かな表現を育んでいった｡ 

・生活や遊びの中で､達成感や充実感を味わうことで､自分たちの力で行うために

考え工夫するなどし､見通しを持って行動する力を養っていった｡ 

保育参加 4～3月まで 合計15名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 ・身近な人と共に食べる喜び、心地よさを味わう。 

実践結果 ・保育者は目交いやコミュニケーションを大切にした食事の時間、空間を

担保し、食べる喜びを感じられるよう関わり必要な環境設定を行っていっ

た。 

次年度方向性 “共に”が実現するよう期待する。 

2 計画・ねらい ・よく遊び、よく食べる子へと育つ。 

実践結果 ・午前中いっぱいの充実した学びから、個々の様子に合わせた食事時間の

担保をし、空腹感を感じたうえで食事に向かえるようにする。 

・様々な食材に触れる中で、自分で食べられる量・食べたい量を調節する

ことで食べる喜びに繋げていく。 

次年度方向性 保育者が食の重要性を意識し、専門性の向上や発達を捉えた食のあり方を

学んでいく。 

3 計画・ねらい ・子どもが自ら体験し食材や食の循環・環境への興味関心を深める。 

実践結果 ・保育者が食の重要性を意識し、専門性の向上や発達をとらえた食の在り

方を学ぶ。（食育会議・給食会議） 

・子どもと共に畑仕事での栽培や収穫に加え、糞・廃棄食材の堆肥化を行

い、食の循環を認知する。 

・実体験での命をいただく（捌く、解体する、焼く、食べる）経験や、食

材の加工などの食育活動を行う。 

次年度方向性 子ども、保育者、調理スタッフ、みなが一つとなり食育活動に取り組める

ようになることを期待する。 

 



20221215 版 

 

〈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2日／11月8日に実施 

歯科検診 6月9日に実施 

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 

歯磨き指導、手洗い指導の実施 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

本日現在23名が、研修受講し、修得済み 

その他保健に関する取組 5歳児対象に性教育指導を行う 

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、消毒・換気を徹底していった。 

 

 

〈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 
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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2日、11月8日 

歯科健診 各年1回／6月9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7日、10月6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 心地の良い環境を整えよりよい子どもの育ちへとつなげる。 

実践結果 ・園内環境の整備・美観につとめ、各係で子どもの育ちに関連付け日々を

振り返り環境整備と連動して取り組む。 

次年度方向性 整備・美観を常に頭に置き、日常になるよう取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 法人が育てる“６つの力”と連動した環境整備実践をする。 

実践結果 ・６つの力と基本活動についての理解を深め、なぜ必要かをスタッフ一人

一人が見極め環境整備を実践することで、より良い育ちへと導く。また保

護者へ発信することで、保護者との共通理解も成しえていき、一緒に環境

整備を行う土台作りをしていく。 

次年度方向性 スタッフ一人一人の理解をさらに深め、継続していくが期待される。 

 

 

〈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 駒台 幼児保育室 毎日 異常なし 

2 家 1,2歳児保育室 毎日 11月に解体、廃棄 

3 のぼりロープ 縁側 毎日 異常なし 

4 どろんこタワー 園庭 毎日 10月に解体、廃棄 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 防災…危機管理マニュアル№３の災害対策に則り、消防訓練・避難訓練・

避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手

続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・自衛防災…危機管理マ

ニュアル№３の災害対策（Ｐ．１２～）に則り、消防訓練・避難訓練・避

難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・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い、災害発生時には対応フローチャート

に従っていった。 

2 実践結果 ケガ事故防止…危機管理マニュアル№３のけが事故防止策・安全点検と保

全（Ｐ．１４～）に則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの実

施、安全教育、ＳＩＤＳ防止策を行い、けが発生時には対応フローチャー

トに従う。事故記録簿、インシデント、ヒヤリハットに基づく事故検証の

実施。（事故防止委員会） 

3 実践結果 防犯…危機管理マニュアル№３の不審者対策（Ｐ．２０～）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

有を行い、不審者侵入時にはフローチャートに従っていった。 

4 実践結果 光化学スモッグ…危機管理マニュアル№３の光化学スモッグ対策（Ｐ．２

１～）に則り、光化学スモッグの知識を身につけ、注意報発令の把握を行

いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対応および行政連絡に従って

対応していった。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
次世代育成の観点から、積極的に受け入れを行い、実習生や生徒の一人一人の様子に合わせて具体

的かつ家庭的に援助・指導を行っていった。受け入れた際には、保育への興味関心を広めるととも

に、活き活きと働く大人の背中を見せ人と人との仕事に喜びや、価値を見いだせるよう働きかけて

いき、未来の人材獲得へつなげていくようにした。 

 

〈１〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

7月19日～8月

1日 
大宮こども専門学校 1人 責任実習 

8月3～19日 国際学院埼玉短期大学 2人 責任実習 

1月10～23日 大宮こども専門学校 1人 責任実習 

2月27日～3月

3日 
東京こども専門学校 1人 観察実習 

3月2～17日 埼玉学園大学 1人 責任実習 
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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 

7日 

21名 

12日

21名 

9日 

21名 

7日 

20名 

4日 

21名 

8日 

22名 

6日 

21名 

10日 

21名 

8日 

19名 

11日 

17名 

22日 

21名 

23日 

21名 

プロジェクト

型環境整備へ

の取り組み 

7日 

21名 

12日

21名 

9日 

21名 

7日 

20名 

4日 

21名 

8日 

22名 

6日 

21名 

10日 

21名 

8日 

19名 

11日 

17名 

22日 

21名 

23日 

21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15日 どろんこ会グループ 子どもの写真の撮り方研修 2名 有 

10月20日 

11月19～20

日 

1月19日 

どろんこ会グループ 

保育と自然を未来志向で考

えてみよう～飼育・栽培・

散歩どうしてる？ 

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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

 

 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

全社員研修 11月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

積極的に園外に出かけ、近隣住民や身近な人と様々な関わりを経験し、地域に愛されるよう計画し

実践する。つながりをより深めていった。 

 

 

〈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：平方公園にて 

商店街ツアー 週1回 

世代間交流 高齢者施設の訪問は、施設側の意向もあり行えなかったが、公園や日常

の保育の中で積極的に交流を行っていった。 

異年齢交流 中止 

その他活動 なし 

銭湯でお風呂の日 7月のみ実施 

 

 

 

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 

埼玉県の３つの芽生えをもとに、越谷どろんこ保育園アプローチカリキュラムを作成し、小学校へ

のスムーズな移行ができるように小学校との連携を図りながら取り組んでいった。 

 

 

〈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 

2月8日 越谷市立桜井小学校 2名 就学時情報共有 職員間間交流 

2月15日 越谷市立平方小学校 2名 就学時情報共有 職員間交流 
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10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

特別な支援が必要な乳幼児については、個別に保育計画を作成し、家庭や関係機関と連携しなが

ら、計画的・継続的に一人一人に応じた保育内容や配慮を実践していった。 

 

 

〈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：6名 

毎月の全体会議の中で、発達や気になる行動がみられる児について姿の共有や、子どもの強みを伸

ばせる環境について計画的・継続的に園全体で取り組んでいった。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

学校生活との接続の質向上のために、保育要録の活用及び個別申し送りを行っていった。 

 

 

 

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 

72名 68名 
102

名 

140

名 

155

名 

185

名 

122

名 

166

名 

203

名 

172

名 

175

名 

155

名 
1715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21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24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 

4名 10名 8名 13名 6名 12名 15名 14名 34名 15名 15名 15名 161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24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 

4名 5名 6名 2名 17名 16名 10名 11名 10名 19名 15名 15名 130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 月1回   公園名：平方公園にて 以下日程にて実施 
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（支援セン

ター主催） 

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

7名 0名 2名 0名 0名 2名 0名 0名 6名 0名 2名 2名 19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9月1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：8時30分 

自己評価終了時刻：16時30分 

自己評価実施者：篠﨑理恵、中川真美子、濱堀比呂美、小林彩華 

 

 

〈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：79％ 

 

NPS 数値等上がってきているが、回収率改善の取り組みとして、声掛けを徹底していくことを申し

送りにいれておく。 

 

 

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   

なし 

 

〈2〉報告すべきケガ（事故含む） 

  なし 

 

 

※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：越谷どろんこ保育園 施設長 篠﨑 理恵 
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2022年度 志木どろんこ保育園 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～ 
今年度掲げていた方針７項目について、昨年から続いている新型コロナウイルス感染症の影響で食育

体験や給食での配慮は必要だったものの、体験行事は昨年の反省を活かしながら職員間で今出来るこ

とは何かを話し合い実施が出来た。また、基本活動もどうしたら出来るか、どのやり方がいいのかを

実施しながら改善を行ってきた。実施するだけでなく、どうして行うのか、目的はないかなど職員が

意図を理解し、実施が出来るようディスカッションを増やし職員間での意見を活発に行えるように取

り組んできた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 原点回帰：どろんこ会グループの日課・基本活動の意味を深めながら実践 

し、常によりよくするために学び・努力する。 

実践結果 園内研修で活動理解を深めながら、より良くするための学び、話し合いを 

行っていく中で、改善を行いながら取り組む事が出来た。 

次年度方向性 引き続き、改善を行いながら活動を深めていく。 

2 計画・ねらい 他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活 

動実践 

実践結果 環境構成をし、見守り、記録をとっていったが、共有が出来ていなかっ

た。 

次年度方向性 記録を共有し、全体での学びにつなげていく。 

3 計画・ねらい 自園の強み・特徴を生かした園や子どもの姿の記録と公開 

実践結果 日々の保育をポートフォリオやドキュメンテーションなどで記録をとり、 

情報の公開を行ったが、8月以降行えていない。 

次年度方向性 年間で掲示が出来るよう、分担や担当を決めて行っていく。 

 

 

〈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 保護者の心に入り込んだ接遇 

実践結果 子どもを保育園に預ける保護者の不安を理解し、安心して預けられるよう 

に日々の子どもの様子をお互いに共有していけるよう取り組んできたが、

お迎えが重なってしまうとその対応に追われてしまい、コミュニケーショ

ンが取れなかった。 
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次年度方向性 お迎えの時間が重なってしまうのは仕方がないことなので、面談などを取

り入れコミュニケーションが取れる機会を作っていく。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設 

実践結果 日々保護者目線での施設内の点検・清掃を行うことを意識してきたが、土

埃などですぐ汚れてしまっていた。 

次年度方向性 気が付いた時に掃除が出来る環境にし、常に意識をしていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた施設になる 

実践結果 地域の保護者の子育て支援の為、感染症に注意しながらちきんえっぐや青 

空保育等を行ってきたが、時間帯が合わず参加者がいなかった。 

次年度方向性 広報を行い、参加者を募っていく。 

2 計画・ねらい 地域公開講座を実施 

実践結果 実施が出来なかった。 

次年度方向性 年1回開催を目指し、準備を進めていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画・アプローチカリキュラム作成 

実践結果 週に1回振り返りの時間を設けたが、振り返りの共有だけになってしま

い、改善や周りからの気付きを共有まではいかなかった。 

次年度方向性 個人の振り返りだけでなく、周りからの気付きも共有してより多方面から

子どもの姿を捉え、計画へつなげていく。 

2 計画・ねらい 大人のにんげん力 UP 

実践結果 全スタッフが1年間の目標を立て取り組み、個人の目標、組織目標の達成

に向けて取り組んでいた。 

次年度方向性 個人のスキルに合わせて目標達成基準を設ける。 

3 計画・ねらい コンピテンシーの追求 
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実践結果 毎月 NO3・4の「計画・実行する」「判断する」の中から1つ目標を立て

て取り組んできた。達成できた、出来なかったものがあるが、1ずつ改善

する事が出来た。 

次年度方向性 引き続き、目標を立てて改善に取り組んでいく。 

 

 

〈５〉自らが活動・遊び・相手を選択する環境構成 

1 計画・ねらい 自らが活動・遊び・相手を選択する環境構成を作る 

実践結果 子どもたちにも選択することが馴染んできて、積極的に活動を選択する姿

があり、その中で異年齢での関わりや助け合う姿が増えてきた。 

次年度方向性 次年度も継続して取り組んでいく。 

 

 

〈６〉期日とルールを守る組織となる 

1 計画・ねらい 期日とルールを守る組織となる 

実践結果 期日を明確にすることで職員同士の意識が高まり、期日を守れるようにな

ってきた。 

次年度方向性 期日に間に合わなかった場合は、なんで間に合わなかったのかを明確に

し、改善していく。 

2 計画・ねらい 内部監査指摘事項を減らす 

実践結果 昨年度の指摘事項から重点的に担当を決め、担当を中心に全職員で改善を 

行ってきたが、今年度からチェック項目が増えたため全体数では増えてし

まった。 

次年度方向性 今年度の指摘事項を踏まえ、対策を行っていく。 

 

 

 

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 
36人 71人 72人 119人 113人 120人 531人 
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年度後半：

10~3月 
36人 72人 72人 120人 119人 120人 539人 

 

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 

171

人 

124

人 

194

人 

154

人 

162

人 

187

人 

162

人 

166

人 

175

人 

151

人 

121

人 

170

人 

1,937

人 

うち0

歳児 

1人 7人 7人 6人 7人 2人 10人 8人 8人 6人 5人 8人 75人 

（解説）一年を通して平均的に利用あり 

 

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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 （解説）一時保育事業利用なし 

 

 

〈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 13人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 

保育士 0人 補助 0人 調理 0人 事務 0人 

用務 1人 嘱託医  2人     

 

 

 

3. 運営報告 
 



20221215 版 

 

〈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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

・研修報告 

・ディスカッション 

給食運営会議 月1回 食育計画 

献立内容の見直し 

喫食状況（残食の記録簿） 

検食簿指摘事項の改善について 

配膳方法 

食育活動実施内容 

事故防止委員会 月1回 園内外における事故、ヒヤリハット、インシデント事例を 

基に、事故予防と防止の具体的な施策を検討 

ケース会議 月1回 一人ひとりの子どもの発達の確認や引継ぎ 

要支援児童の個別指導計画、経過確認 

リーダー会議 月1回 園長・主任・各リーダーによる報告・連絡・検討 

各担任会議 月1回 各クラスでの報告・連絡・検討 

安全対策・衛生管理

係 

月1回 安全対策・衛生管理係 月1回 園内における事故、ヒヤリハッ

ト、インシデント記入の確認と分析 

ハザードマップの見直し 

事故防止委員会の開催と議題提案 

衛生管理点検表を用いて、衛生的に園運営がされているか 

管理運営を行う 

清掃確認、感染症発生時の対応 

環境係 月1回 保育環境の見直しを行い、子どもの成長、季節にあった園庭・

室内環境の再構築 

 

 

〈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 
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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4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 衛生管理点検表を用いて、衛生的に園運営がされているか管理運営

を行う 

清掃確認、感染症発生時の対応 

安全対策係 事故防止点検・設備点検を行うとともに日々点検・補修・修繕手配

を行い生活の安全を図る。 

事故記録簿、インシデント、ヒヤリハットの記入確認と分析、事故

防止への対策 

避難訓練の実施・報告・地域への周知・避難袋の確認 備蓄の確認 

ハザードマップ作成 

事故防止委員会開催 

防火管理者 災害に備え定期点検・避難訓練・消防署への定期報告を行う。また

消防設備点検を実施する。 

食品衛生管理係 食中毒や食品衛生法違反を起こさないよう食品衛生上の管理運営を

行う給食会議開催 

畑係 農業計画作成・畑の管理・苗、種植え、収穫の調整・畑の管理の調

整 

生き物係 生き物のエサの管理・発注・体調管理・小屋の補修等 

 

 

〈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 どろんこサポーターズとの連携を中心的に行う 
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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 

・安心できる身近な大人がいることで、心身の安定と遊びを十分に楽しんでい

た。 

・様々な素材に触れ、探索活動を楽しみながら、様々な感覚を育んだ。 

・自分の要求や思いを言葉や行動で相手に表現しながら、他者を受容する感情が

育った。 

保育参加 4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月1日時点） 

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） 

・保育園での様子 

・就学に向けて心配事の共有 

・療育について 

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

 ・別紙「２０２３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 健康な心と体を育む 

実践結果 健康な心と体を育むために、体を使う遊びを十分に行い、お腹を空かせ意

欲的に食べることを実践していくために、活動を見直し改善を進めてき

た。 

次年度方向性 来年度も引き続き活動を見直し改善を進めていき、子どもたちの健康な心

と体を育んでいきたい。 

2 計画・ねらい 食に興味を持つ 

実践結果 昨年度よりも畑で活動を増やし、畑で野菜を育てて収穫、食べる経験を多

く取り入れたことで、子どもたちも畑や野菜に興味関心が出てきていた。 

次年度方向性 来年度も引き続き畑での活動を増やし、子どもたち中心に活動が出来るよ

うにしていきたい。 

3 計画・ねらい 人と食べる楽しさを感じる 

実践結果 食べたい場所を選択することで、食べたい場所、食べたい人と給食を楽し

んで食べていた。 
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次年度方向性 0～5歳児での給食を食べる環境を考えていく。 

 

 

〈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9日／11月17日に実施 

歯科検診 6月14日に志木どろんこ保育園にて実施 

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27日、志木どろんこ保育園にて手洗い指導を実施 

②5月末、咳エチケット指導を実施。ポスターを作成し、園内掲示 

③6月、歯科嘱託医商店街ツアーに加え、歯みがき指導を実施 

④9月、けが防止のための園内危険個所について園児と話し合いを実

施 

⑤10月29日、消化について保健指導を実施 

⑥12月12日13日、5歳児対象に性教育実施 

流行した感染症 ①5月に新型コロナウイルス感染症、園児7名感染報告あり。 

②8月に新型コロナウイルス感染症、園児8名感染報告あり。 

③11月に新型コロナウイルス感染症、園児2名、スタッフ5名感染報

告あり。 

④1月にインフルエンザ園児23名、スタッフ5名感染報告有り。 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月22日に志木どろんこ保育園にてエピペン研修を計17名が新た

に受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ17名のうち、17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） 

・6月21日に志木どろんこ保育園にて AED 研修を亀井、伊藤、樋

口、佐藤、ウィディアユ、吉川、三俣、堀井、計8名が新たに受講し

習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ17名のうち、17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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気の徹底を行う 
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〈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20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9日、11月17日 

歯科健診 各年1回／6月14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22日、10月28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 子どもの成長にあった園庭・室内環境を設定する 

実践結果 子どもたちの発達、活動から保育環境の見直しを行い、担任を中心に子ど

もの成長、季節にあった園庭・室内環境を考え、構成をした。 

次年度方向性 見直しを行う期間が長かった為、1か所ずつ短い期間で見直しを行い改善

に努めていきたい。 

2 計画・ねらい 見守る保育 
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実践結果 保育者が我慢出来ず、見守る前に言葉が出てしまっていることが多かっ

た。 

次年度方向性 保育者間で見守る姿勢を確認し、言葉が出そうなときも一呼吸置き、今言

葉を掛けるのが適切なのかを考えてから言葉を掛ける。 

 

 

〈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 壁登り ホール 毎日 異常なし 

2 パーテーション 乳児室・幼児室 毎日 11月30日に廃棄 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 マニュアルの災害対策に則り、消防訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・

自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続き・防災自主点

検・危機管理マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策係の設置・緊急

地震速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従って訓練が

出来た。 

2 実践結果 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って実施が出来た。 

3 実践結果 マニュアル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い、不審者侵入時には対応フ

ローチャートに従って訓練が出来た。 

4 実践結果 マニュアル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付

け、注意報発令の把握を行いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対

応及び行政連絡に従って対応することが出来た。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

新型コロナウイルス感染症も落ち着き、昨年度よりも多く実習生の受け入れが出来、中高生の職業

体験も 2 年ぶりに開催をする事が出来た。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月16日～9月 十文字学園女子大学 2人 後期実習 
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2日 

8月23日～9月

4日 
秋草学園短期大学 1人 後期実習 

9月5日～9月

30日 
文京学院大学 1人 後期実習 

10月11日～10

月24日 
秋草学園短期大学 1人 後期実習 

2月1日～2月

17日 
彰栄保育福祉専門学校 2人 前期実習 

2月15日～3月

1日 
秋草学園短期大学 1人 前期実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月25～7月26

日 
朝霞西高等学校 1人 

8月1日～5日 志木市立宗岡第二中学校 1人 

8月15日 新座市立第二中学校 1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 

22日 

18名 

27日

18名 

24日 

19名 

29日 

19名 

26日 

19名 

30日 

18名 

28日 

19名 

25日 

18名 

23日 

18名 

27日 

15名 

28日 

18名 

24日 

18名 

園内研修 22日 

17名 

27日

17名 

24日 

17名 

29日 

12名 

26日 

17名 

30日 

17名 

28日 

17名 

25日 

13名 

23日 

17名 

27日 

15名 

28日 

15名 

24日 

18名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 
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9月6日 学研教育みらい 
2022年夏の講習会  保育

から広がる！多様性 
1名 有 

9月13日 
学研教育みらい チャイル

ド本社 

明日へつながる保育セミナ

ー「見直そう！0.1.2歳児

保育」 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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 11月29日に ZOOM にて1名（保育士）が出席 

 

 

〈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 

今年度も新型コロナウイルス感染症の為、青空保育と商店街ツアー、銭湯のみ実施となった。 

 

 

〈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：すみれ公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：宗岡公民館図書室、郵便局、ヤオコー、セキ薬局、

宗岡ショッピング、等 

（新型コロナウイルスのため、実施無しの週あり） 



20221215 版 

 

世代間交流 新型コロナウイルス感染症のため実施無し 

異年齢交流 新型コロナウイルス感染症のため実施無し 

その他活動 1月12日にメリー★ポピンズ 志木駅前ルームと相撲大会実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈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 

今年度の小学校との交流は残念ながら新型コロナウイルス感染症の関係で中止となってしまった。 

直接的な交流はできなかったが、散歩時に小学校の近くを通り校外から小学校の様子見ることはでき

た。 

 

〈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 

2 月 24 日 

 

志木市立宗岡第三小

学校 

2名 幼保小連絡会 児童引継ぎ 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

個々の保育計画から日々の子どもの様子を観察、記録をし、全職員、保護者様とも共有しながら振

り返りを行った。 

 

 

〈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：8名 

現在の状況と支援について共有を行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

各学校の幼保小連絡会に参加し、引継ぎを行った。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
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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 0名 0名 0名 11名 5名 0名 0名 4名 0名 0名 0名 20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 ⇒利用者なし 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計4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 8名 2名 0名 0名 3名 0名 0名 0名 13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4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 3名 3名 0名 0名 1名 0名 0名 0名 7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 

 

 

 

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１2月２３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：１９時００分 

自己評価終了時刻：２０時００分 

自己評価実施者：添島、吉川、伊藤、堀井、樋口、亀井、佐藤、野村、ウィディ、熊谷、鈴木、梶田、

三俣、水智、西尾、水戸部 

 

 

〈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：49.3％ 

 

（省察） 
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送迎時の対応についてのご要望が多かった。課題を抽出して改善に取り組んでいく。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 0件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 11月11日 5歳児 右鎖骨骨折 

園庭で走っていた所、他児とぶつかり転倒 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

※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：志木どろんこ保育園 施設長 添島 崇夫 
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２０２２年度 板橋仲町どろんこ保育園 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～ 
2022年度運営本部ミッションでもある『原点回帰：どろんこ会グループの日課・基本活動へのこだ

わり』『保護者の心に入り込んだ接遇 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設』『大人のにんげん力

ＵＰ』の3つを意識して運営を行った。 

毎日8時から子どもたちとヤギ掃除、8時半から雑巾がけと畑活動を月曜日～金曜日5グループに分か

れて、散歩前に活動を行うことで、日課として子どもたちも取り組むことができた。しかし、散歩に

出る時間が遅くなるという問題が起きてしまっていたので、11月より8時15分からさくらさくらん

ぼリズム、8時半から雑巾がけ、畑活動、ヤギ掃除をグループで分かれて実施することで誰もが日課

を体験することと戸外活動の時間の確保を図ることができた。 

さらに毎月の園会議で『私たちが育てる6つの力』に沿って話し合い、翌月に実践を繰り返すことで

「なぜ」この活動を行っているのか、子どもたちの「なにが育っているのか」を深めることができ

た。来年度は1年間を通して深掘りしていくことで、更なるにんげん力ＵP を図っていく。 

また、保護者がいつ見ても気持ちが良い施設を目指して、使用していない物を断捨離したことで、玩

具の整理整頓しやすい環境作りを行った。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい ケガをしない強い体を育てる 

実践結果 裸足保育・草履保育、座禅、雑巾がけ、さくらさくらんぼリズム、長距離

散歩の実践を通して「健康な心と体」を育むことにつながった 

次年度方向性 特に「さくらさくらんぼリズム」について園会議でも取り上げて、一つひ

とつの効果や動きの確認などを深掘りしていく 

2 計画・ねらい 自分でできることを自分でする 

実践結果 畑仕事、縁側給食、自分たちで食事の盛付けの実践を通して「自立心」

「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」を育むことにつながった 

次年度方向性 特に「畑仕事」「自分たちで食事の盛付け」をする意味を深掘りしていく 

3 計画・ねらい 全ての人との関わりから判断・行動を身につける 

実践結果 異年齢保育、インクルーシブ生活、銭湯でお風呂の日、商店街ツアー、青

空保育の実践を通して「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」を育む

ことにつながった 

次年度方向性 特に「商店街ツアー」を通して人との関わりから子どもたちの何が育つの

かを深掘りしていく 
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4 計画・ねらい 活動を選択し、自分で考えて行動する 

実践結果 火と関わる、水と関わる、土と関わる、焚き火保育の実践を通して「自然

との関わり・生命尊重」を育むことにつながった 

次年度方向性 特に「水と関わる」「土と関わる」ことで子どもたちの何が育つのかを深

掘りしていく 

5 計画・ねらい 生死を知る 

実践結果 ヤギ・鶏・生き物の世話、生死教育、食材と食の循環を知る、性教育の実

践を通して「自然との関わり・生命尊重」を育むことにつながった 

次年度方向性 特に「ヤギ・鶏・生き物の世話」を通して生き物との関わりから子どもた

ちの何が育つのかを深掘りしていく 

6 計画・ねらい 感じたこと・考えたことを表現する 

実践結果 言葉で表現する、描く・つくる、就学前教育（読み書き計算・体操・音

楽）の実践を通して「数量や図形・標識や文字などへの関心・感覚」「言

葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」を育むことにつながった 

次年度方向性 特に「言葉で表現する」「描く・つくる」ことで子どもたちの何が育つの

かを深掘りしていく 

 

 

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 保護者の子育てに対する様々な悩みや疑問などに寄り添い、どう解決して

いくかの方法を導き出せるようにサポートをし、喜びや充実感が得られる

ように支援をしていく中で、成長した姿を一緒に喜び合う（保護者の心に

入り込んだ接遇） 

実践結果 日々のお迎え対応や連絡帳でのやり取りや個人面談月間を全学年対象で行

ったことで、園児の成長した姿を一緒に喜ぶことができた 

次年度方向性 引き続き保護者に寄り添った個人面談を実施する中で、さらに園生活の姿

を見ていただく保育体験につなげていくことで支援へとつなげていく 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良いと思える施設にする 

実践結果 整理整頓、チェックリストを用いた清掃、利用者や訪問者の視点に立って

の省察・仕組み作りをすることで棚の上に必要ないものが置いてあること

がなくなった 

次年度方向性 担任が変わっても整理整頓が維持された状態になる仕組みを作り上げてい

く 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て支援行事について積極的な宣伝を行い、保育園が身近な子育て支援

の場としての位置づけになるようにする 

実践結果 青空保育に関しては年度途中で公園整備が入ってしまったため、急遽7月か

ら違う公園で実践したが、あまり地域の方と会うことができなかった。ち

きんえっぐの活動が少しずつ地域に周知され、リピーターが友達を連れて

きてくださったため、今までよりも参加してくださる方が増えてきた 

次年度方向性 更なる地域支援ができるように広報活動を積極的に行っていく 

2 計画・ねらい 板橋仲町どろんこ保育園の保育内容を紹介すると共に、子育ての見通しが

もてるように支援を行う 

実践結果 保育体験、出産を迎える親の体験学習を通して子育ての大変さや楽しさを

共感しながら支援できることを伝えていった 

次年度方向性 引き続き保育体験や出産を迎える親の体験学習を積極的に実施していくこ

とで負担や不安の軽減につなげていく 

3 計画・ねらい 生き物（ヤギやニワトリ）との触れ合いを通して、自然との関わりや地域

とのつながりをもつ 

実践結果 ヤギやニワトリ等の生き物の世話をしに地域の方の来園が増えてきた。ま

た、商店街ツアーに対しても新型コロナウイルス感染症が流行する前のよ

うに子どもを受け入れてくれる方も増えてきた。さつまいも掘りや焼き芋

体験等大山保育園を誘って実施した 

次年度方向性 新型コロナウイルス感染症の対応が緩和される見込みなので、それに伴っ

て近隣園の状況を鑑みて他園交流を実施していく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 園目標に沿った個人の目標設定を行い、目標達成の過程を一緒に考えて進

めていく（大人のにんげん力 UP） 

実践結果 定期的な話し合いや個人面談、定期的な施設長や主任の保育同行を実施し

た 

次年度方向性 保育同行をすることが少なかったので、各クラスの保育計画に基づいて同

行していく 

2 計画・ねらい リーダーを中心に年間を通したコンピテンシー計画を立て、毎月課題に取

り組み、改善していく 

実践結果 毎月全体会議や昼礼でコンピテンシー「計画・実行する」「判断する」の

内容から園の課題を見出して実践することで一つずつ改善することができ

た 

次年度方向性 引き続き園の課題に沿って実施していく 

3 計画・ねらい 次世代を担う職員育成に向けて、職務分野別の仕事を各自に割り振って実

施する 
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実践結果 各職務分野（施設長、主任、リーダー等）の仕事を明確にして、役割を割

り振ることで各自が実施する意識が向上した 

次年度方向性 職員が異動しても役割が滞りなく継続できるように仕組みを明確にしてい

く 

 

 

日々の日課の取り組みの追及 

1 計画・ねらい 一つひとつの活動について「なぜ行っているのか」「どんな力が育まれて

いるのか」を省察することで、課題を見つけ、より良くなるための活動を

する 

実践結果 昼礼や全体会議での講義とディスカッションをしたことで、日課をするこ

とで育まれる力がどういったことなのかを職員が意識することができた 

次年度方向性 継続することができなかったので、年間を通して法人として育む6つの力

について話し合いを進め、改善していく 

2 計画・ねらい 日々の保育で気付いた子どもたちの姿について語り合う風土を作って、子

ども観を共有する 

実践結果 毎週エピソード会議を実施できなかったが、各自がエピソード記録を作成

することで子どもをどう見ているのかを共有できた 

次年度方向性 子どもについて話す機会をさらに増やしていく 

 

 

SDGs（持続可能な開発目標）を意識した取り組みを明確にして行う 

1 計画・ねらい SDGs の目標である１：貧困をなくそう、目標２：飢餓をゼロに、目標

３：すべての人に健康と福祉を、目標４：質の高い教育をみんなに、目標

５：ジェンダー平等を実現しよう、目標６：安全な水とトイレを世界中

に、目標７：エネルギーをみんなにそしてクリーンに、目標１０：人や国

の不平等をなくそう、目標１１：住み続けられるまちづくりを、目標１

２：つくる責任つかう責任、目標１７：パートナーシップで目標を達成し

よう 

上記全ての目標に対して施設長が一人で頑張るのではなく、子どもも大人

も一緒になって、一人ひとりが今の私たちにできることを意識して始めら

れるようにする。 

実践結果 目標６：安全な水とトイレを世界中に を環境教育として、実際に海外で

生活をしている方を講師として招いて武蔵野どろんこ保育園の園児と共同

して行った。「世界の水事情について」の実体験の映像や重たい水をリュ

ックに入れて運ぶ体験を子どもたちとする中で、各々が感じたことを聞い

て、自分たちができることは何かに結び付けるようにした。 

目標１２：つくる責任つかう責任 では地域のスーパーに交渉へ行き、捨

ててしまう野菜をヤギの餌として子どもたちがいただくことで、有効活用

する体験につなげていった。 

次年度方向性 新型コロナウイルスの対策状況に応じて地域の方々にも協力をお願いし

て、子どもたちと一緒に SDGs について意識した取り組みを実施していく 
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2. 施設運営 
 

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 
54人 60人 89人 90人 90人 84人 467人 

年度後半：

10~3月 
54人 60人 90人 88人 90人 79人 461人 

 

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 

221

人 

221

人 

227

人 

211

人 

196

人 

248 

人 

269

人 

293

人 

234

人 

264

人 

260

人 

280

人 

2924

人 

うち0

歳児 

18 

人 

18 

人 

29 

人 

34 

人 

29 

人 

37 

人 

35 

人 

38 

人 

39 

人 

39

人 

39 

人 

 50

人 

 414

人 

（解説）2021年度より利用者が増えている 

 

一時保育利用状況 

一時保育受け入れなし 

 

 

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 12人 看護師 0人 栄養士 3人 調理員等 0人 

事務 1人 言語聴覚士 0人 臨床心理士 0 

人 

管理栄養士 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 2人 補助 1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  １人 
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3. 運営報告 
 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・外部研修報告 

・園内研修 

・保健の話 

・コミュニケーション講座 

給食運営会議 月1回 各クラスでの食事の姿の共有、食育活動の振り返り・計画 

事故防止委員会 月1回 自園でおきたインシデントや事故の共有・再発防止策検討、他

園でおきた事故の共有 

週会議 週１回 翌週の週計画の確認・子どもの姿の共有 

コンピテンシー会議 月１回 前月の振り返り・当月のアクションプラン進捗確認 

 

 

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 

（5.8.11.2月） 

施設長 

調理スタッフ 

保健会議 

／法人本部 

年4回 

（5.8.11.2月） 

施設長 

看護師 

主任会議 

／法人本部 

年3回 主任 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士 

 

 

係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 
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衛生管理係 施設衛生管理、衛生自主点検の実施、感染症予防対策を実施し、棚

の上に物が乱雑に置かれないようになった 

安全対策係 怪我防止、危険箇所把握、安全点検を実施し、危険箇所の修繕や事

前の事故防止につなげた 

防火管理者 災害対策、避難訓練防災計画作成と実施、自主点検を実施し、実際

に災害が起きた時を想定して職員が行動できるようにした 

食品衛生管理係 衛生点検実施、食品の衛生品質管理を実施し、衛生的に食事の提供

ができるようにした 

畑係 畑の年間農業計画や管理全般、食育計画を実施し、計画的に園児と

一緒に畑仕事ができるようにした 

生き物係 生き物の飼育に関する管理を実施し、季節に応じて生き物を飼育し

たことで、子どもたちが生き物に関わったり、触れたりする体験を

した 

環境整備係 子どもの姿に合わせた環境整備を適時行うことで子どもの創造力を

育むことができた 

地域交流係 商店街ツアー・青空保育計画、地域交流計画と実施、地域行事参加

の対応を実施したことで、昨年度よりも地域交流が豊かになった 

 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 3年ぶりの開催となり、自園以外の地域の方も交えてピッコロ広場

でレクリエーション、園庭で泥遊びを実施した。地域の方にも案

内をしていたことで、たくさんの参加があったので、引き続き地

域の園にも案内をして地域交流をしていく。 

 

 

 

4. 保育支援 
 

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 

・保育目標を基に､子どもたちの様子や発達に合わせた丁寧な保育を心がけてい

る。一人ひとりの要求を受け止め､愛情豊かに子どもに接し､安心して過ごせるよ

うにしている｡雨天時の室内遊びの時は、園内を自由に行き来できるような環境を

構成し、ゾーン保育を実施している｡自由に行き来するには､職員一人ひとりの視

点や考え方が何よりも大切なことをその都度伝えていきながら、危機管理意識の
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向上を図っている｡いざという時に備え、避難訓練の実施と省察をし、改善点をあ

げ､昼礼や事故防止委員会時に改善策を講じ、実施を繰り返して行い､また室内の

危険箇所の確認を強化して､安全に留意しながら子どもたちの意欲を大切にしてい

る｡ 

・子どもたちが満足いくまで遊びきることを大切にし､見守る保育を心がけてい

る。人的環境、物的環境、自然社会の事象が相互に関連し合い、保育環境が作り

だされることを認識し､子どもの状況にあわせて保育の環境を考え､子どもたちが

落ち着いて遊びを楽しんでいる｡ 

保育参加 4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計62名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 日々の食事が子どもたちの食べる意欲（食育）につながることを意識した

関わりを行う 

実践結果 調理者と保育者の連携を密にし、食事提供する時間、基本的な食事量を把

握し、子ども自ら盛り付け、配膳ができるように見守り必要に応じて援助

をする 

次年度方向性 引き続き新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、子どもたちにとっ

て良い実践は何かを考えて実施していく。 

2 計画・ねらい 子どもたちが食事の時間を日々楽しみにするような食事を提供する 

実践結果 季節の旬な食材、新鮮な食材を使用して噛む力を育て、素材本来の味を感

じられる状態で提供する。またおいしく食べられる状態と温度で提供でき

るように配慮する。 

次年度方向性 子どもたちが食事の時間を日々楽しみにするような食事を提供する。 

3 計画・ねらい 畑で収穫した作物を使ってクッキングをし、新鮮な素材の香りや味を味わ

い、食の意欲に繋げる 

実践結果 畑活動、毎月の食育活動 

次年度方向性 さらに子どもたちが畑で収穫した作物に興味関心が持てるような関わりを

行うことによって、食への意欲に繋げていく。 
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保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 6月10日／11月11日に実施 ※０歳児は毎月受診 

歯科検診 6月20日園内にて実施 

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 

① 4月14日に保健の話「早寝早起き」を実施 

② 5月12日に保健の話「朝ごはん朝うんち」を実施 

③ 6月10日に保健の話「歯磨きできるよ！」を実施 

④ 7月15日に保健の話「汗をかいたら」を実施 

⑤ 8月10日に保健の話「早寝早起き」を実施 

⑥ 9月14日に保健の話「うんちの話」を実施 

⑦ 10月31日に保健の話「靴の履き方」を実施 

⑧ 11月10日に保健の話「風邪の話」を実施 

⑨ 12月11日に保健の話「どうしててをあらうの」「むしばはどう

してできるの」を実施 

⑩ 3月10日に保健の話「一年の振り返り」を実施 

流行した感染症 特になし 

発作・痙攣等の対応 該当なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

本日時点で、在籍スタッフ22名のうち、22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） 

本日時点で、在籍スタッフ22名のうち、22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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また定期的な換気と消毒を実施する。 

 

 

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 
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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･11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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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5日、10月5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 0歳児：各年12回／4月14日、5月12日、6

月10日、7月14日、8月12日、9月8日、10月13日、

11月11日、12月8日、1月12日、2月9日、3月9日 

     1-5歳児：各年２回/6月10日、12月8日 

歯科健診 各年1回／6月22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22日、10月28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 

 

 

実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 子どもたちが気持ち良く生活できるような環境にする 

実践結果 全職員が担当する室内整備を心がけ、玩具の清潔、水周り、棚の上の整理

整頓、ガラス窓などを常に清掃し、綺麗な状態を保つ 

次年度方向性 引き続き子どもたちが気持ち良く生活できるような環境にする 

2 計画・ねらい 子どもたちの興味関心に合わせた環境を構成する 

実践結果 異年齢で活動する機会や子どもたちの興味関心に合わせて定期的に環境を

構成していったことで、想像力や創造力を育むことができた 
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次年度方向性 引き続き子どもたちの興味関心に合わせた環境とは何かを考察していき、

その都度環境を構成していく 

 

 

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 巧技台 ホール 使用の際 異常なし 

2 パーテーション 2階保育室 毎日 異常なし 

3 平均台 ホール（使用時） 使用の際 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 実践結果 危機管理マニュアルを基本とし、あらゆる事故を想定し事前の予防対策に

配慮し、怪我防止に努めた。昼礼や園会議等で随時ヒヤリハット、インシ

デントの内容を省察することで大きな怪我を未然に防げるように意識付け

をした。 

2 実践結果 緊急時に速やかな対応と行動ができるように、毎月１回の防災避難訓練を

実施した。訓練後は毎回各クラス内でしっかり省察を行い、昼礼や事故防

止委員会で共有し、また改善点に関しては対策を考え、いざという時に備

えた。また、池袋防災館へ行き、地震や火事が起きた時にどう行動するか

の災害体験を行ったことで、子どもたちの災害への意識の向上につなげ

た。 

事故防止委員会において重要な視点の共有、自園・他園の事故記録簿の事

故の検証を行い、怪我の防止につなげる。 

3 実践結果 子どもの安全を守ることを最優先に、速やかな対応と行動が実践できるよ

う年２回の不審者侵入訓練を実施した。また、法人のセキュリティアドバ

イザーの方の立会で不審者侵入訓練を実施し、プロの視点でのアドバイス

を頂き、いざという時の対応についても学んだ。 

4 実践結果 板橋区役所からの情報を基に、光化学スモッグ発生時や暑さ指数の数値が

高い時には屋外での運動は差し控え、速やかに屋内に入る等の対応を行っ

た。 

5 実践結果 室内ハザードマップ、戸外ハザードマップ、公園内ハザードマップを3ヶ

月ごとに見直しを図り、危険箇所への共有を図った。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

今年度の振返り 

次世代の保育者を育てるためにも、希望があれば積極的に実習生養成校の受け入れを行った。小中

高生の保育所体験では、卒園児（小学1年生～3年生）以外にも近隣の小中学校に夏休み期間の保育体
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験募集のおたよりを送ったことで、多くの参加者を受け入れることができた。 

 

 

実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

６月13日～6月24日 東京こども専門学校 １人 観察・部分実習 

７月25日～8月5日 東京こども専門学校 １人 観察・部分実習 

8月18日 大妻女子大学 １人 見学実習 

８月24日 川村学園女子大学 １人 見学実習 

８月29日～9月10日 日本児童教育専門学校 ２人 責任実習 

10月11日～10月21日 東京こども専門学校 １人 観察・部分実習 

11月10日 華頂短期大学 １人 見学実習 

2月6日～2月21日  ２人 観察・部分実習 

 

 

中高生の受入 

日程 学校名 人数 

1月18～20日 板橋区立桜川中学校 2人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

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 

22日 

23名 

27日

23名 

24日 

23名 

22日 

23名 

26日 

23名 

30日 

23名 

28日 

23名 

25日 

23名 

16日 

23名 

27日 

22名 

20日 

22名 

20日 

22名 

園内研修 22日 

23名 

27日

23名 

24日 

23名 

22日 

23名 

26日 

23名 

30日 

23名 

28日 

23名 

25日 

23名 

16日 

23名 

27日 

22名 

開催

なし 

開催

なし 

 

 

外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月25日 板橋区保育サービス課 板橋区乳幼児期の保育・教 1名 有 
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育ガイドライン 

6月6日 板橋区保育サービス課 子どもの人権 1名 有 

6月9日 ホイクテラスアカデミー 

ここから始める！超初級ド

キュメンテーション～わく

わく好循環で保育がもっと

楽しくなる～ 

1名 有 

6月9日、13

日、22日 
板橋区保育サービス課 

キャリアアップ研修 幼児

保育 
1名 有 

6月15日 板橋区保育サービス課 生き物の飼い方 1名 有 

6月17日 板橋区保育サービス課 

乳幼児期におけるアタッチ

メントと非認知的な心の発

達 

1名 有 

6月20日 
社会福祉法人どろんこ会 

園長大学・保育士大学 

「世界の保育」実践者から

学ぶ ブラジル：カノア保育

園 

1名 有 

7月1日 板橋区保育サービス課 子育て支援と地域連携達 1名 有 

7月5日 板橋区保育サービス課 乳幼児の発達とメディア 1名 有 

7月15日 板橋区保育サービス課 食品衛生講習会 1名 有 

8月25日 板橋区保育サービス課 エリアネットワーク研修会 1名 有 

9月8日 板橋区保育サービス課 
保育園の病気とけが対応

（基礎） 
1名 有 

9月9日、29

日、10月21

日、24日、

28日 

板橋区保育サービス課 
キャリアアップ研修 乳児

保育 
1名 有 

9月15日 板橋区保育サービス課 
乳幼児の発達に応じた運動

遊び 
1名 有 

9月16日 板橋区保育サービス課 幼児のための靴教育 1名 有 

9月20日 板橋区保育サービス課 

板橋区乳幼児保育・教育ガ

イドラインに学ぶ 保育の

室の向上を目指して 

1名 有 

9月21日 板橋区保育サービス課 防災研修 防災や危機対応 1名 有 

9月28日 板橋区保育サービス課 保育園職場のメンタルヘル 1名 有 
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ス 

10月3日 板橋区保育サービス課 
保育園での人間関係とマネ

ジメント 
1名 有 

10月6日 板橋区保育サービス課 
乳幼児の病気やケガ（発展

編） 
1名 有 

10月20日、

11月19日、

20 日、 1 月

19日 

社会福祉法人どろんこ会 

園長大学・保育士大学 

保育と自然を未来志向で考

えてみよう～飼育・栽培・

さんぽどうしてる～ 

1名 有 

11月4日、9

日、14日、

21日、22日 

板橋区保育サービス課 
キャリアアップ研修  食

育・アレルギー対応 
1名 有 

11月8日 板橋区保育サービス課 
保育における SDGs を考え

る 
1名 有 

11月15日 板橋区保育サービス課 
包括的セクシュアリティ教

育 
1名 有 

11月16日 板橋区保育サービス課 歌うということは 1名 有 

11月24日 板橋区保育サービス課 関係機関との連携 1名 有 

11月25日 板橋区保育サービス課 

関係機関との連携 

子ども家庭支援総合支援セ

ンター 

1名 有 

11月30日 板橋区保育サービス課 
これからの給食マネジメン

トについて 
1名 有 

12月13日 板橋区保育サービス課 
保育の向上プロジェクト研

修会 
1名 有 

12月16日 
一般社団法人日本保育チー

ムマネジメント協会 

保育経営セミナ～「職員が

主体的になれる組織風土」

～ 

1名 有 

1 月 12 日、

13日 

社会福祉法人東京都社会福

祉協議会東京都福祉人材セ

ンター研修室 

チームリーダー研修 1名 有 

2月28日 板橋区保育サービス課 

子どもの権利を守る保育-

「不適切な保育」を防ぐた

めに必要な保育者の学びと

あたたかな組織作り- 

1名 有 
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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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

26日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

18日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

26日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

18日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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 該当なし 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 該当なし 

 

 

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 
 

今年度方針・テーマの振り返り 

開園10年目を迎えるということで、仲町地域に根差した保育園になっていくためにどろんこまつり

では地域が集まる広場でレクリエーションを実施したことで、たくさんの方々に園の魅力を発信する

ことができた。また、近隣の大山保育園の園児を招いてさつまいもの苗植えや焼き芋体験を実施し

た。まだまだ新型コロナウイルス感染症によって園児同士の交流はできなかったが、仲町地域に住ん

でいる子どもたちに必要な体験を提供できるようにしていく。 

 

 

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：三葉児童遊園（７月より山中児童遊園）にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：佐々木生花、東日本銀行、船木畳店、むさしや青

果、秋田屋米穀、理髪店オガノ、新井精肉店、渡辺鮮魚、修月堂、いせ

や、大山園等 

世代間交流 12月9日にホールにてヒッポファミリークラブの方々を招いて多文化交

流を実施 
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異年齢交流 8月1日～31日に小中学生の保育体験を実施し、異年齢での交流をはかっ

た 

その他活動 6月11日に園庭とピッコロ広場にてどろんこまつりを実施 

11月24日に園庭で焼き芋大会を実施 

銭湯でお風呂の日 5月より月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 
 

今年度の振り返り 

今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各小学校で開催していた子ども同士の交流が

全て中止となったが、交流ではなく見学という形で対応することができた。 

 

 

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 

3月10日 板橋第6小学校 

 

9名 小学校を見てみよう（校

舎） 

授業見学 

12月14日 板橋第7小学校 1名 保育園長・幼稚園長・地

区小学校校長連絡会（体

育館） 

情報交換 

 

 

 

10. 要支援児  
 

今年度、対象園児なし 

 

 

 

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 ０名 52名 ０名 7名 2名 4名 21名 12名 4名 4名 ０名 106名 
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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4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 6名 4名 2名 0名 12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6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 3名 0名 4名 14名 6名 0名 0名 0名 27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：山中児童遊園にて 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 4名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 4名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

ISO9001 の受審 

ベリージョンソンレジストラーに依頼して11月28日、29日に受審済み 

 

（省察）保育所における保育サービスの提供やマネジメントシステムに関する経営機能についての審

査を受け、「不適合なし」と判断される 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２２年５月１９日、２０２３年２月７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：８時３０分 

自己評価終了時刻：１７時３０分 

自己評価実施者：石堀 茂雄、猪狩 直子 

 

 

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 
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アンケート回収率：８４％ 

 

（省察）概ね高評価をいただいているが、至らない点に関しては職員に共有して改善を図っている 

 

 

 

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。 

 

報告すべきご意見   

報告すべきご意見  0件 

 

 

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：板橋仲町どろんこ保育園 施設長 石堀 茂雄 
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２０２２年度 Ｐ’s スマイル保育園 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～ 
保育理念・・・「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」 

私たちが育てる６つの力 

       「ケガをしない強い体を育てる」 

       「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」 

       「考えたこと・感じたことを表現する」 

 

2022年度の始まり・P’sの事業計画書では、次のように決意を語りました。 

「新型コロナ感染症が発生して、２年という歳月が流れました。どろんこ会は一貫して、外遊びと

散歩を推奨し、子どものマスクや食事のつい立ては不要との見解を示し、「待ったなしの子ども」の

成長の機会を促進する活動を選び続けました。ソーシャルディスタンスを求められる世相の中、私た

ちは子犬がじゃれ合うように、肌と肌を触れ合わせ、とりとめのないおしゃべりを楽しむ子どもたち

と関わり続けています。 

世相が厳しくなればなるほど、散歩や戸外遊び、屈託のないおしゃべりや戯れなど、今まで当たり前

だったことが、どれほど子どもの育ちに大切だったか、その貴重さを感じながら、保育はよりシンプ

ルに「子ども中心」「子どもを真ん中において」「子ども時代を保障する」保育を進めていきたいと

思います。」 

 これらのことは、毎日の保育を積み上げる中で１番大事にしてきたことです。待ったなしの子ども

の成長の機会を促進するために、めいっぱい戸外活動と散歩、日課と畑仕事、与えられた環境以上に

子どもたちの生活の幅を広げてきました。ハレの日も大事だけれどもケの日をどのように過ごすのか

を考えました。毎日が子どもたちにとって、ドキドキわくわくする時間の連続であり、「友だちと遊

ぶことって楽しいな」「明日が待ち遠しいな」という子どもたちの姿に励まされながらスタッフ一同

で懸命に保育を積み上げたとおもいます。 

長距離散歩では、4歳 5歳児は最長川崎大師往復 14 ㎞、3歳児はふれあいの樹林往復 7㎞、2歳児

は三ッ池公園往復 6㎞、1歳児も花月公園など往復 4 ㎞を毎日の散歩の中で歩けるほどに、たくましく

育ちました。歩くことは決して楽しいことばかりではないので、目的をもって歩くときには忍耐する

こと、集中すること、困難なことを乗り越えること、自分自身を励ますこと、友だちと支え合うこと

を体験してきたことと思います。身体が丈夫になったことばかりでなく、心も健康に逞しく、しなや

かに育っていることでしょう。 

この結果は今の成果ではなく、子どもたちが育っていく節目や社会人として独り立ちしたときに、

その真価が図られるのだと思います。子どもの育つ先を見て考えてみると、何気ない日常が違う価値

をもって見えてきて、自分で自分自身を懸命に育てている子どもたちを信じて任せてみる保育が必要

であると思いました。これを満たすためにスタッフの園内研修では「肯定的な関わり」や「中立的に
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受け取ること」「Iメッセージを使うこと」「怒りの扱い」「問題の解決方法を学ぶこと」を取り入れ

ました。保育者がこれらのソーシャルトレーニングを失敗しながらも、保育の中で取り入れていく

と、大人の振る舞いを敏感にキャッチする子どもたちも自然に真似ていくようになっております。ス

タッフと子どもたち、相互作用をもって、育てあったといえます。 

まずは健康な身体を創ること、自分を育て、対人コミュニケーションを生活や遊びの中で学んでい

くこと、それらを強め発揮する「10よりも 100 のホンモノの体験の機会」を準備し実施すること、

2022年度の P’sの取り組みはここに集約いたしました。保護者様におかれましても、雨の日散歩や長

距離散歩、薄着などへの心配なお気持ちを「子どもの力を信じる気持ち」に変えて、保育活動にご協

力いただきました。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの

様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ることを第一とす

る。 

実践結果 ・肯定的・受容的な応答関係の日常：子どもたちと良く関わり遊び込む環

境を提供することで、心情・意欲を育て、気持ちの良い応答関係を作るこ

とに努めた。 

・生活リズムの管理と啓もう：子どもの様子から、生活リズムの乱れを日

常で感じた時には、ご家庭での様子を伺うなどして、まずはご家庭と園と

の共通の認識を持つことを進めた。すぐに改善することもあったが、子ど

もの育ちを待って解決に至ることもあった。年間を通して、子どもの生活

リズムはいつも課題であり機嫌・体調の要になっていることがわかり、1

年目の保育者も連絡帳や3分間対応で意識的に保護者に投げかけているこ

とが常であった。スタッフ全員が必要を感じ、きめ細かく対応することは

子どもたちの体調管理や安全面での管理に貢献されたと感じる。 

・朝の視診と保護者様との連絡 ・遊びこめる環境・休める環境設定 ・

保育園に生活の決まりがあることを覚え、身の処し方を学ぶ ・危険と安

全がわかり、自ら判断する基礎を養う：日常を多彩な活動で組み立てるこ

と、朝9時出発を励行し、CIAL6階往復の毎日と冒険のような散歩活動、

戸外での遊び、その中での try と error の認めが生活の中でのルールや身

の処し方に繋がっていった。 

次年度方向性 ・子どもとの応答関係のある保育を継続する。   

・不適切な保育とは、を理解するとともに「適切な」保育観を強めてい

く。             

2 計画・ねらい 「子どものすることに、無駄なことは何一つない」との考えを保育者の中

に定着させて、そのときその時の子どもの在りのままを受容し、子どもの

背景をくみ取って寛容に対応する。駄々こねや反抗期を歓迎する 

・子どものサインや発信を尊重する。大人の価値観を横において、子ども

の本質に迫る。子どもの発言を肯定的に受容すると同時に、子どもには、

自分の発言に責任を持たせ、「子どもに任せる保育」を忍耐と楽しみをも

って行い、try＆error の機会が日常に組み込む。 

実践結果 zoon 保育や日常の保育を通して、「子どもとは」を考え、「中立的」に関

わり、大人の価値観を極力横において、今目の前にいる子どもの意見や考

えを尊重する保育を目指した。一方で、「他人の自由を侵す自由はない」

との考え方では、相手を傷つける言動については、「責めないで教える」
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ことを大事にしていった。スタッフは「I メッセージ」を使って気持ちを

伝えたり、子どもたちの気持ちを代弁したり複数の提案をして選択させた

りと、工夫をして、子どもたちの本当の想いを寛容に引き出していった。

ここは保育者・調理・事務スタッフ全員で意識して関わった部分であっ

た。 

次年度方向性 「子どものすることに、無駄なことは何一つない」との考えを子どもの姿

から洞察・推察し、子どもの世界を保障する保育を進めるためにも、子ど

もたちと「中立的に関わる」こと、保育者自身が自分の価値観を横におい

て、子ども自身に添う保育を継続する。しかし、子どものネガティブな感

情に振り回されることは避け、子どもの前向きな主体的な姿勢が引き出せ

るような、能動的な保育環境を準備する。 

3 計画・ねらい ・進んで戸外で遊ぶ ・生活、社会生活の範囲を広げる  

・他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する

活動実践、異年齢の関りなど、直接体験の中で ①他者との協働 ②感情

コントロール ③目標の達成 の環境構成をし、見守る。関わる。教え

る。共感協動する。 

実践結果 ・長距離散歩 ・散歩9時出発 ・ルールのある集団遊び ・日課をデイ

リープログラム通りに組み立てて実践することが出来た。 

・生活、社会生活の範囲を広げることでは、バスや電車などの公共機関を

使ったり、毎日の散歩の距離を伸ばし、自分が歩ける範囲を広げたりする

ことが出来た。後半は2歳児も三ッ池公園往復（約7kｍ）を達成、4.5歳児

は日常から往復7.8kｍの公園に行き、1月には往復約14kｍの川崎大師詣

でも楽々と歩き切った。脚力はもとより、前向きに物事に取り組む力や取

り組んだ時にあきらめない力が子どもたちの内に培われていると感じる。 

次年度方向性 ・日課の推進 

・長距離散歩から、子どもの「生きる力」を育むこと 

・毎日が冒険でありチャレンジの環境構成を保育者自身が作っていくこ

と・背中を見せるために保育者が自分で、自分のために自らの資質向上を

育む土壌づくりをする。 

 

 

〈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 保育者はおもてなし（思いやり・誠実さ・謙虚さ・感謝など心のこもった

接遇のこと）を研鑽し、心がけて、保護者様の心の満足度を図る。 

実践結果 ・気持ちの良い行き届いたあいさつと受け応えを心がけて応対した。保護

者様が玄関を出るまで背中を向けないなど、気が付いたことはその場で確

認できるようにした。スタッフ同士での伝えあいや補い合いまでにするこ

とはできなかったので、次年度の課題とする。 

・1日の子どもの様子とその姿に成長の意味づけが出来る3分間対応を心が

けた。一方で、ふとした言動・振る舞いから誤解を得るスタッフもおり、

保護者様からのご意見を真摯に受け止めて、スタッフ個人のビジネスマナ

ーや接遇については、その場で指摘・確認を繰り返し自己研鑽していっ

た。「丁寧さ」「丁寧なふるまい」が子どもを尊重することに繋がってい

くことを確認した。 
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 次年度方向性 次年度も、保育者はおもてなし（思いやり・誠実さ・謙虚さ・感謝など心

のこもった接遇のこと）を研鑽し、心がけて、保護者様の心の満足度を図

る。2022年度とはスタッフの入れ替わりがあるので、心機一転して、保

護者様のニーズをつかみ、3分間対応が子どもの生活と育ちの意味づけが

できる「保育を言語化する」場となるように仕組んでいく 

2 計画・ねらい 最大の保護者支援：「子どもの安全が確保され、様々な体験を通して、体

も心も十分に育つこと」とし、保育活動を十二分に展開する。 

いずれも、意味やねらいを深めながら実践する。PDCA を回し、常により

良くなるためにまなび、努力する。プロセスを大事にする。保護者様との

相互理解を図る 

実践結果 ・どろんこ会グループの日課・基本活動：異年齢活動・座禅・雑巾かけ・

さくらさくらんぼリズム体操・散歩9時出発・生き物のお世話・畑仕事・

戸外での食事・商店街ツアー・銭湯でのお風呂の日・青空保育をデイリー

プログラム通りに行った。当たり前にすることを毎日継続することは根気

が必要で、忍耐がいる作業であったが、毎日の積み重ねは確実に子どもた

ちを育つ基礎作りとなったと感じる。 

・これらを活きいきと伝達できる可視化：エピソード記録・ドキュメンテ

ーションに着手した。商店街ツアーは交渉がうまくいかないことが多くあ

り、実施できなかった分のリカバリーすることがうまくできなかったの

で、実施できなかった時の経験・体験が追加できるように仕組んだりどん

欲に追及したりすることが必要であった。消防署や警察などの公の機関は

子どもたちを歓迎してくれて、働く人を真直に見ることが出来たり、乗り

物や仕事の一部を体験的に感じたりする機会となり、あこがれの仕事とな

ったようであった。 

 次年度方向性 ・交渉を数か月前には終えて、計画的な商店街ツアーを展開する。 

・日課を大切に行い、子どもたちの成長と変化を家庭に還元する。 

・リズムや散歩活動はどろんこ会の手本となるよう、基本をしっかりと身

に着けた保育者集団を目指す。 

3 計画・ねらい 2022年度・事業計画の明確化・どろんこ会保育の推進度の可視化・説明 

保護者様と保育や子どもの育ちの目指す姿や目標の共有を図り、相互の理

解を図る 

「6つの力」の育ちを子どもの姿（活動時の写真）を通して示す・年4回 

 （4月末 GW 前は必須・あと3回はクラスごとに計画・実行） 

事業計画・掲示をする（4月・進捗状況） 

実践結果 「6つの力」の育ちを子どもの姿（活動時の写真）を通して示す・年12回 

 （4月末 GW 前は必須・あと3回はクラスごとに計画・実行） 

1ヶ月も休まずに全クラスがクラスごとの活動内容を掲示で示すことが出

来た。 

・調理も朝食アンケートの返答を皮切りに、食育活動や豚汁作りなどの野

外炊飯や味噌づくりや豆腐作りの様子などを詳細に掲示物で発信し保護者

様からの共感や関心を得ることに繋がっていた。 
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・事業計画・掲示をした。（4月・進捗状況） 

 次年度方向性 保護者への発信方法は様々であるが、可視化すること、子どもの活動を観

察し、その背景にある子どもたちのつぶやきを読み取ることや発達段階の

一見ネガティブな姿の意味づけは保護者の子育ての手助けとなることを知

り、これを継続する。発信は発信で終わらせるのではなく、この後の応答

関係があって生きてくることを実践から学ぶ。 

4 計画・ねらい 保護者様の保育活動に対する保護者様の積極的な参加を促す 

保育活動に関心を寄せ、積極的な参加は、子育てを自ら実践する力の向上

に寄与することから、これを促す 

 実践結果 保育参加の促し・保護者様のニーズに添った個別面談の実施・卒園面談 

＊保護者様は、面談の時間、面談する職員を指名することができる 

を実施した。 

保育参加：10家庭  

園生活に皆が慣れてきたころに新型コロナ感染症の罹患者がふえたことも

あり、年間を通してお声掛けするタイミングが難しかったが、進級や就学

の機会で必要があるご家庭へは個別にお誘いし、参加していただいた。お

子様を肯定的に受け入れ、対応を共に考えられたことは、この先の子ども

の育ちを見守る上で有益であったと感じる。 

卒園面談：ご希望を伺い実施した。 

 次年度方向性 保育参加の促しを今年度以上に積極的にかけ、保育活動の意味や意図を実

践的に伝えて、保護者様の理解・応援を得る。このことは、子どもたちの

「にんげん力」を育てる生活を、より強めることが出来ると考える。 

5 計画・ねらい 卒園後も継続する保育 

日々の活動やその中での親切で寛容な関りから、卒園の後も子どもたちや

保護者の方の心のふるさととなる保育園を目指す 

 実践予定内容 卒園児が来園した時の気持ちの良い接遇を通年行う 

新しい職員も卒園児に配慮して名前を覚える。関心をもって受け入れる 

卒園時に子どもたち、保護者様にアナウンスを入れる 

・上記目標は達成された。 

 次年度方向性 次年度も次の観点で卒園後も継続する保育に取り組む。 

日々の活動やその中での親切で寛容な関りから、卒園の後も子どもたちや

保護者の方の心のふるさととなる保育園を目指す 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域への発信・「開かれた P’ｓ・集まれスマイル」 

ねらい：駅ビル型の利便性を活用し、いつでも子どもと共に受け入れられ

る安心基地を地域の子育て家庭に開放する 
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実践結果 

 

 

基本方針 

5.6.7.8.9 

 

園開放、支援室の長時間解放と利用者増への取り組み・情報発信・利用し

やすい受け入れ方法・遊具、遊びの工夫・育児相談実施に努めた。 

・安心して利用できる環境づくりに努める・くつろげる空間づくり 

→支援室の整備や年間を通して、お子様に提供できる積み木などを2年間 

かけて、シリーズで整えることが出来たが、集客は上手くいかなかった。 

どろんこ祭りには200名近い近隣の方を集客した。また一時保育を10月ま 

で行ったが、0歳児の要望が一番多かった。 

 鶴見地区では、ご家庭で育児をするご家庭は少なく、土日に祭りのよう 

な家族で楽しめるイベントや育児休業中に預けることが出来る0歳児の一

時保育の受容があることが分かった。次年度の検討事項とする。 

・園見学受け入れの当番制（職員育成を兼ねる）ことを計画したが、予定

していた年度後半は、他園連携が多くなったことと見学者の来訪が不定期

になったため、実施を見送った。 

・自園の保育の言語化と伝え方は別途ドキュメンテーションや保育活動の

掲示物を12か月続けて作成することでスタッフは力をつけていった。 

 

次年度方向性 第1の課題は集客率を上げることである。イベント型の催しのニーズがあ

りそうなので、仕組み作りをする。 

一時保育は0歳児のご要望が圧倒的に多いので、本部との検討を図り開催

する。 

2 計画・ねらい 子育て相談の実施・地域家庭のニーズの把握 

フォーマルな子育て相談と同時にインフォーマルな子育て相談を受け付け

て、雑談や共に遊ぶ中で、子育ての悩みを聞き、保護者様が感じておられ

る気持ちの開放を図る 

実践結果 ・園開放・遊びの設定などの環境構成・話しかけから始まるインフォーマ

ルな子育て相談とカウンセリング技術の習得と確認：スタッフの研修で

は、「傾聴」を有効にするために、「在りのままを受け入れ、事実を話

す」ことを日常で行ってきた。受け入れて、保護者様が気づいた分だけが

受け入れられることとし、インフォーマルな雑談の中の相談に努めた。 

 

次年度方向性 ・2022年度は改まった相談はなかったが、見学に来られた方や園開放を

ご利用の方とスタッフが、よく話ができる環境づくりを進めたい。また集

客がうまくできた時には、保護者様同士の間を取り持つ役割に徹して、保

護者様の対人コミュニケーションのきっかけ作りをお手伝いする。 

 

3 計画・ねらい CIAL 地域向け催事への参加 

CIAL テナントとしての意識付けと地域への貢献を図る 

実践結果 コロナ禍で催事の開催はなかった。 

次年度方向性 CIAL 催事等アンテナを張り、いつでも協力できる意識・体制づくりを組

織の中に作っていく 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

今年度、P’s のスタッフ研修はアクティブ・ラーニング「主体的・対話的な深い学び」を意識して行っ

た。「主体的」とは、自分から進んでやること、同時に自分がやろうとすることに見通しをもって振

り返ること、「対話的」とは、自分の考えや感じたことを他の人と伝えあうこと、伝えあったうえで

自分の考えに他の人の考えを取り入れて、自分もまた考えていくことである。ここを基盤に、ディス

カッションは「ブレーンストーミング」の手法を駆使して、多彩な意見やアイディア、奇想天外な発

想を批判しないで受け取ることを日常の中に取り込んだ。「深い学び」は「なぜ」や「本当にそうな

のか」と普遍的な考えさえも子どもや保育の中では、考えていくことが求められている。知識を積み

上げることと同時に答えの出ない問いに自分なりの考えをもち、意見を言える自己研鑽をそれぞれが

図っていったと感じる。実際に年度後半には、スタッフ全員が「ブレーンストーミング」の手法を使

って、各々の意見を引き出すファシリテーターの役割を身に着け、活発な意見を引き出すことにつな

がった。 

また、子どもに提供する保育をまず職員間で実践・共有し、変容する自分を楽しみ、自分育てをしな

がら、「背中を見せる」ことを意識し、慣れない火起こしなども自分から挑戦しようとするスタッフ

の姿が見られた。 

・「保育を言語化する」をキーワードにして、目に見えている子どもの姿や活動から、内面に育って

いる「6つの力」をどのように読み取ってアウトプットしていくかを考えて、発信する日常自体が研修

の毎日であった。 

 

1 計画・ねらい 職員の接遇・ビジネスマナーの向上を図る・対コミュニケーション能力を

養う 

保護者様に安心感・信頼感をもって保育園を利用していただく 

保護者様が子どもの成長ぶりに目を見張る３分間対応を展開する保育の視

点と丁寧で効果的な言葉を学ぶ。（保育ノートの活用と振り返り・話し合

い） 

実践結果 新人研修・OJT 研修・タイムラインや連絡帳の振り返り 

「言葉」の研修 

ソーシャルスキルトレーニング「中立的に関わる」「問題の解決のステッ

プ」など 

保育のねらいや意図を語れる保育者集団作り：12か月にわたる掲示物での

発信 

苦情対応研修 保育の実践とふり返り リスクマネジメント研修 

 

次年度方向性 職員の接遇・ビジネスマナーの向上を図る・対コミュニケーション能力を

養う 

 

2 計画・ねらい 園内研修の開催：保育技術を身につける ファシリテーション・プレゼン

テーション技術の向上 

実践結果 園会議時：アイスブレイク（手遊び、他） 会議体の司会 

次年度方向性 ファシリテーション技術の向上と保育への取入れの強化 

保育技術の研鑽と実行の推進 

 

3 計画・ねらい どろんこ会運営方針に沿った保育活動の推進 

保育の質の向上 ・主体的な「にんげん力」ある保育者集団を育成する 
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実践結果 コンピテンシー追求「計画・実行する」「判断する」 

「ダメと言わない保育」とは、またその保育を園の文化として定着させる

には。 

「セカンドステップ」：ソーシャルスキルトレーニング・アンガーマネジ

メント技術の向上：子どもの「生きる力」を引き出す・選択肢の幅を広げ

ることの基礎編を日常の中にとりこんだ。（中立的な考え方、有りのまま

を受け取ること、子どもに任す、しかし放任にならない保育） 

「保育マニュアル」「保育運営マニュアル」の読み込み：10月まではパー

ト会議を開催できたが、11月からは連携などにより、パートスタッフが一

定数園で保育にあたることは少なくなり、実行が難しかった。  

保育活動の可視化と情報発信：ドキュメンテーション・ポートフォリオな

どの掲示をした。 

保育 WEB の活用も取り入れることが出来、子どもたちとの活動を考える

ときのツールとしても活用することを試し、日常化していた。 

 

次年度方向性 「ダメと言わない保育」の強化と推進 

パートスタッフが楽しんで参加できる勉強会の開催の実施 

4 計画・ねらい リーダーの養成 

 実践結果 個からチームビルドへ。メンバー１人ひとりの資質・能力を活かし、チー

ムの相乗効果で効果的な保育へつなげるために、OJT:現場で、そのタイミ

ングで必要なことを伝えることを日常化した。また1年目のスタッフであ

っても、気づきを発信してきたときには、その意味付けや考察をフィード

バックすることに徹した。 

主任代行には、施設長として考えていることや子どもたちにとって必要な

冒険、その活動を実現化するための問題の解決法を提示したり、今解決し

ていかなければならないことなどを解説したりして、その人材の次のステ

ージで必要なことを伝える、教えるということを続けてきた。 

 次年度方向性 若い保育士集団となるので、自発的な意欲や企画力・実現する力を伸ばし

ていく。そのためには、適切な見本となる教材などを示し、子どもたちの

生きる力やにんげん力を真に育てるために何が必要か、何が出来るかを何

時も話し合いのベースとする。 

 

5 計画・ねらい MBO の導入 

 

 実践結果 保育者が主体的に業務の課題を抽出し、質の高い保育・業務の効率化・職

員のモチベーションアップ・を図る。 

MBO説明 １次考課者面談と施設長面談：目標面談と中間面接、評価面談 

中間面談実を実施、施設長との対1の面接に時間が十分にとれない時に

は、会議での進捗中間発表を行って、モチベーションを維持できるように

働きかけた。行ってみて、「新しく○○をつくる」などは進捗具合が悪い

結果が出ているので、日常の保育活動の中で充分に満たせるテーマの選定

が必要であった。 

スタッフそれぞれは、事業計画を考えて P’s の保育を推進しようとする意

気込みが見られたので、保育を様々な角度から多彩にしていける良いきっ
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かけになっている。 

 次年度方向性 MBOのテーマの決め方は日常の保育と直結していることがらを選び、事業

計画を太く豊かに進める術とする。 

 

 

〈５〉（施設長が力を入れて取り組むと決めた事柄） 

生物としての「子ども」の健康を創り、生きる力の土台作りを日常に展開する。保育者はこのことに

留意して、日々話し合い、方向性を共有して、活き活きとした冒険できる保育を日常に用意した。 

 

1 計画・ねらい 生活を大事に 

実践結果 「光・暗闇・外遊び」・（日体大 野井教授提）で子どもの生活リズムを

整える→6月保護者会（乳児）で伝達した。 

子ども自身の生活を安定させるためには、「子どもたちの主体的に生きる

力」を子どもの内に培う必要があるため、保育者は子どもたちと関わると

きには、共感協働し、認め、励まし、見守り、禁止しないで、叱らない

で、暖かい応答関係を作る。子どもたちの自尊感情を高め、有能感・肯定

感を育てることをすすめた。安心して思いのたけを表現し、のびのびとし

た応答関係で子どもたちと対面した。登園をしぶる子どももいたが、保護

者様からの提案や要望を真摯に受け止めて、問題の解決を図ることにつと

めた。 

次年度方向性 子どもが育つ生活リズムと心理的にも安心安全な環境設定を考えていく 

毎朝の実施を継続し、子ども自身が主体的に参加できる環境を作りつづ

け、深化させる。 

2 計画・ねらい 長距離散歩・自然遊び 

実践結果 「自然に勝る保育者はなし」・9-12時の戸外の時間を存分に楽しみ、自然

という生命力あふれる事象・物に触れ、自分自身の生命力を高める毎日を

過ごした。 

散歩・戸外遊び：小さい自然をどれだけ感じるか・感性の育ち 

自然とのかかわりを通して、（みる、聴く、触れる、味わう、嗅ぐ）を磨

き、感じる力、受け取る力、感受性、豊かな感性を育てることに留意して

保育を行った。 

長距離散歩： 

９時出発を継続して、午前中３時間の「散歩・畑仕事・労働」で直接体験

の場を使って、自分育ちを試みた。4月には 3つの園外計画書を作成、そ

の計画の中核は施設長と主任で担い、計画の立て方や子どもたちに体験さ

せたい活動のねらいの立て方やハザードの作り方を示した。 

①5月陣が下渓谷へのバス遠足（2~5歳児対象）、②6月の京浜急行・公共

機関を使っての金沢自然公園への徒歩遠足（3~5歳児対象）、③5月下旬

の親子レクレーションのために、3つの場所の下見を経て、園外計画書を

作成し、本部稟議へと上げた。 



20221215 版 

 

これは、一つの冒険でもあり、どの計画にもチャレンジが込められてい

る。例えば、①陣が下公園への渓流遊びでは、山道を引率して渓谷まで導

くときに、2歳児と幼児の時間帯を作り、施設長・主任は 2度にわたっ

て、急な坂道と川遊びの引率についた。これは、危険を排除し活動を狭め

るのではなく、どのようにしたら 2歳児の渓谷遊びが可能かを模索した結

果である。②については、やはり施設長・主任の 2 名で、6月下旬の真夏

日を想定して下見を行った。金沢文庫駅から金沢自然動物園までは約 50

分の道のりで、途中「せせらぎ公園」という水辺での水分補給や自然公園

での園内バスの手配など、物理的な検討事項は淡々と済ませることが出来

た。 

一方で、子どもに体験させたいことやねらいは下見の中で強めていき、

「動物の生態系を知り、守る」を子どもたちが見たり体験したりして、命

の神秘さや不思議さを知ることで子ども自身が育つ地球を大事にする、自

然の生物と共存する優しさや知恵を備えてくれることを願った。 

この活動を点にするのではなく、7月のどろんこ祭りでは「動物クイズ」.

スタンプラリーで、生態系や動物の不思議を伝えた。3月は夢見が崎動物

園で、森林伐採での環境破壊を考える機会を作っていく。 

次年度方向性 長距離散歩の推進と引率力の向上・研鑽を目指す。 

スタッフ全員が学び、ハザードの精度を上げて危機管理意識を強めてい

く。 

3 計画・ねらい 表現：生活を歌いっぱいに 

実践結果 保育者は次に掲げることを知って、保育園の生活を情緒的に、リズム的に

進めて、子どもが持つ生体リズム（呼吸や鼓動、歩行・手足の振りなど） 

を整える保育をおこなう。 

・歌は人間の魂を揺さぶり、情緒・感情を豊かにし、悲しい時も嬉しい時

もその人の心情に寄り添うことを知り、子どもたちのまだ完成されていな

い言語表現も良い歌詞、良い言葉を耳で聞き、感覚として、子どもの内に

育てていけるよう、環境を整えた。 

留意した部分は次の通りである。 

・季節の歌をその季節に歌う ・年齢にあった歌を歌う ・身振り手振り

を加えて、子どもの表現の幅を広げる ・手話で歌をうたう ・輪唱・エ

コーソング・合唱の取入れ 

・多彩な歌を提供し、子どもたちは生活の場面や長距離散歩でも歌を口ず

さむ姿が見られ、家庭でも歌を歌っている姿を保護者様からご報告いただ

くことが多かった。「生活を歌いっぱいに」して子どもたちが育っている

ことがわかった。 

 

次年度方向性 歌いっぱいの生活をテーマに、子どもたちに季節やリズム、美しい言葉や

世界を伝えて、子どもの情緒や心情を育てる。 

 

 

〈６〉 

人的環境・物理的環境双方から、子どもの育つ環境を考える。 

保育者は、新たなスキルを身に着けて、子どもの選択する力や自己決定する力、情動のコントロール、
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問題解決に向かう力を実際の園生活の中で使う。子どもも保育者も try＆error を繰り返しながら「に

んげん力。」を育ててゆく 

 

 

1 計画・ねらい 子ども・職員のソーシャルスキルトレーニング 

ねらい：心の知能指数「EQ」を育て、集団生活の中でのコミュニケーショ

ン能力を培い、人間力を育てる 

実践結果 子ども：11月から「セカンドステップ」のレッスンを行う予定であった

が、スタッフの兼務登録などあり、レッスンとして行うことはできなかっ

た。「落ち着くステップ」や「ブレーンストーミングの手法」を使った話

合い、「問題の解決」を図るときに一番目に選択する「安全か、安全じゃ

ないか」などを子どもたちの中に下ろしていった。「気持ち」では、乳児

も「嬉しい気持ち」「いやな気持ち」と自分の感情を言葉で表すことをし

ており、スタッフがその手法を使って、子どもたちに関わっていることの

確かさを知った。 

職員 ：「セカンドステップ」のレッスンの内容を知り、中立的な関りや

ブレーンストーミング、「気持ち」「怒りの扱い」「問題の解決」の方法

を学び、保育実践・保護者対応に取り入れ、適切な「人間力ある」「対人

コミュニケーションスキル」を意識し、保育の質を上げていった。 

次年度方向性 まだ学びの途中ということを意識して、上記スキルを新しいスタッフと学

び直しをして標準化を図る。基盤を作り、その積み上げをしていく。 

2 計画・ねらい 子どものゾーン保育・保育者のゾーン保育「混ざる」「自己決定を助け合

う」 

実践結果 子どもが混ざる・環境づくりはワンルームいう利点を活かして、十分に環

境設定をしていった。 

職員もワンチーム・クラスを超えて混ざり合うことが慣習化されているの

で、子どもたちが全スタッフに信頼感を持ち始めた夏過ぎには、クラスを

またいで活動を行うことが出来た。 

１人の職員がすべての子どもの成長発達や行動特性を把握して、どの職員

も子どもにとって頼れる安心の存在となることを目指した。これはスタッ

フ一人ひとりがすべての子どもと関わり、その見守りを責任をもって行う

ことにつながった。 

シッターノートの活用 昼礼での情報共有 担任会議録回覧・押印 

ヒヤリハットやインシデントの共有と再発防止策話合い 

事故・怪我の予防と対応に効果的な話し合いができた。 

 

次年度方向性 子どものゾーン保育・保育者のゾーン保育「混ざる」「自己決定を助け合

う」をより強化する。 

 

 

〈７〉P’ｓスマイル 

1 計画・ねらい 世代間交流「届けよう P’ｓの歌声」 

新型コロナ感染症発生から２年が経過し、人間関係の中で最も交流が難し

くなったのはお年寄りではないか。そして、このことは乳幼児期の子ども

たちの成長や将来的な思考に大きな影響を及ぼすと想像される。 
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ねらい：お年寄りに子どもたちの「歌」を届けて元気になってもらう 

 子どもたちは自分自身が「喜ばれる存在」と分かり、張り切って生活す

る糧にしたり思いやりの心を育てたりする 

実践結果 コロナ禍であったが、シニア交流は「ケアプラザ」で再開することが出

来、子どもたちの歌声を届けることが出来た。計4回を訪問することが出

来たが、夏前に新型コロナ感染症罹患率が上がってきたところで休止とな

ってしまった。その後の交渉がうまくいかずにお年寄りとの交流を十分に

することはできなかった。 

 

次年度方向性 ケアプラザ以外の交流場所を探す。 

Zoom での交流の場を作る。 

 

 

 

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 
0人 8人 10人 12人 12人 12人 54人 

年度後半：

10~3月 
0人 8人 10人 12人 12人 12人 54人 

 

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 

53 

人 

58 

人 

68 

人 

63 

人 

47 

人 

72 

人 

58 

人 

68 

人 

69 

人 

58 

人 

66 

人 

80 

人 

760 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

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 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

6 

人 

8 

人 

18 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

32 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0人 

（解説）7月から受付開始、11月に一時保育は休止となった。一時保育のニーズは高く、問い合わせ
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は多かった。0歳児育児休暇中のお母様のニーズと2歳児となり、活発に遊んだり集団を意識されて利

用したい方が多かった。 

 

 

〈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 8人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 7人 補助 0人 調理 1人 事務 1人 

用務 0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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・保育の振り返りと質の向上 

・園内研修・行事進捗・研修報告 

・個別ケース会議・課題の検討・安全対策 

給食運営会議 月1回 ・献立の振り返りと喫食状況の確認・食育・クッキング・行事

メニュー・保護者支援と発信・保育者との連携・環境への活動

（地産地消・残食削減など）・畑仕事との連携 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット分析・インシデント検討と共有・事故情報の共

有と対策・マニュアル確認と実施方法の確認 

ケース会議 月1回 ・要支援児についての情報共有と保育方法の確認、検討  

・気になる子の情報共有と保育方法の確認、検討 

昼礼会議・担任会議 週1回 ・指導計画案・週案・行事・子どもの様子・共有事項確認・他 

朝礼 日1回 ・一日の確認（保育・行事）・子どもの様子・体調確認・来客

確認・アレルギー児の申し送り・その他    
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時間差で出勤する職員のためにシッターノートに網羅する 

 

 

〈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5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 身体測定・定期健康診断・歯科検診の実施と保護者との連絡 施設

の清掃と衛生管理に係る消耗品及び備品の補充と管理 感染症予防

対策の管理点検・対コロナ対策消毒と危機管理 

安全対策係 火災・地震訓練・不審者侵入時訓練および消火・防災自主点検の実

施管理・消防署との連携窓口業務・救急講習計画と実施           

施設内外の設備点検および事故防止対策の実施 

防火管理者 消防計画の作成と備蓄リスト 帰宅困難者表作成          

上記計画に基づいた地震、消火・通報訓練を定期的に実施 

食品衛生管理係 調理室全般の衛生管理                      

給食食材および提供食材の衛生管理と在庫品保管状況の管理 

畑係 畑づくりの年間計画・畑の管理                  

子どもと職員の畑活動の推進を図る 

教材・道具類の維持補充 

保護者様への働きかけと情報発信 
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生き物係 飼育動物の丁寧なお世話と健康管理 

子どもや保育者の生き物飼育活動の把握と推進、課題検討 

環境整備・備品係 美観・保護者がいつ見ても気持ちがよい施設 

園内外の環境整備：子どもの生体リズムを整える環境づくり 

室内に自然を取り込む、くつろげる環境設定 

内監プロジェクト 内部監査項目に沿って、押印簿点検や課題解決の推進 

地域係 地域の方々や団体等との対外的な窓口業務と広報係 

 

 

〈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 祭りの企画と広報がうまくいき、地域の方を約180名動員するこ

とが出来た。屋上では水遊びを行ったので、長い時間楽しまれる

方が多かった。「動物クイズ」はSDGsの観点で命の生態をモチー

フに作ったが、ロフトをジャングルに見立てたことなどにより、

人気・関心が高かった。 

保護者と協働して、準備・開催をする 懇親を図った。どろんこ

サポーターとして3名の保護者様が運営に参加して下さった。 

地域サービスとしての位置づけとしては、土曜日などに気軽に、

親子で遊べる場所の提供が求められていると感じた。 

鶴見区中央地区育児支援イベ

ント 

地域の子育て支援の企画と開催 

鶴見区「さくらんぼの会」で年2回の講師役などを担い、地域の育

児サービスに参加した。 

 

 

 

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 

・どろんこ会が目指す「にんげん力。」・6つの力を子どもたちの日常の写真から

示すために毎月12か月、「今月の保育活動」として可視化した掲示をおこなっ

た。また連絡帳やタイムラインでは、「～をした」という体験・活動の紹介では

なく、「それをしたことでどのような育ちとつながっているか」「子どもの姿の

背景はないか」を保育者は読み取って、子どもの気持ちや姿を代弁することを続

けた。このことは、雨降り散歩や薄着、長距離散歩に気持ちよく協力いただくこ

とに繋がっており、保護者様が応援して下さったおかげで、P’s の保育は順調に進

めることが出来たと感じる。 
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保育参加 
4～3月まで 合計10名 が参加済み  （3月1日時点） 

・3月に予定のご家庭が数件入っている 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計6名 が参加済み  （3月1日時点） 

・3月に卒園・進級に関する面談が数件の予定が入っている。 

 

 

〈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 

食を保育の真ん中において：食べることは命を繋ぐこと、食べることは意欲を育むこと、食べること

は毎日の楽しみをつくること。このことを念頭に置いて、食育体験を積み上げる。 

 

1 計画・ねらい 調理員・保育者・施設長・事務含む子どもを取り巻く大人は、子どもと一

緒に食事をする（３大食育方針）・空腹感を感じ、食べたい時や場所、ひ

と、食べたいものをたべたいだけ、子ども自身で選択する環境を作る 

実践結果 日々の給食での積極的な参加・関りをスタッフ全員で行うことが出来た。 

安心で心地よい雰囲気づくり適温給食 ・他者との関り・影響から学ぶこ

とを知る・繰り返しから知る自己コントロール（適度）を学ぶ 

身近な大人や友だちを模倣したり教わったりして食事のマナーや食具の正

しい使い方を知る 

散歩・畑での労働・戸外活動で空腹を得る環境を作る 

上記を意識した毎日を展開することが出来た。 

調理員は、常に子どもの中に入り、配膳指導や喫食状況の把握に積極的で

あった。またトイレに連れていくことや困っている子どもに声をかけるこ

と、まだ食べたかったとなく子どもに、空っぽの皿を見せ、もうないこと

を丁寧に教えるなど、食を生活の真ん中に位置付けながら、生活そのもの

を支えたと感じる。そのような姿勢を込めて「食育」と言えるのだと学ん

だ。 

次年度方向性 食は命の源であり、保育の中心であることを基本において、子どもたちが

喜んで、感謝して「食」に向かう環境づくりを強める。 

2 計画・ねらい 畑活動と食育活動の連携 

畑で育った作物を食する過程を知り、おいしく食べ、自然（日光・水・温

度・土・大気）の恵みに感謝し、お世話の大切さを知る 

実践結果 年間計画による畑活動・クッキング：クッキーづくりや団子づくりなども

行ったが、今年度は大豆を余すことなく使った、豆腐作りと豆乳スープづ

くり、味噌づくりなど、日本の伝統文化の発酵食品をメインに活動した。

横浜で唯一の麹工房・小泉麹屋さんへ見学遠足をし、子どもたちの生活の

根底になる部分に種まきをした。 

他梅干しづくり、梅ジュースづくり 

野外炊飯（焼き芋大会、おにぎりと豚汁づくり、カレー作り） 
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次年度方向性 伝統食の種まきをしたので、芽を出し、子どもの中に根付く活動の提供を

考える。この時には、20年後の子どもの育ちを想像して、可愛いから、楽

しいからでの選択を避ける。 

3 計画・ねらい 食材・食の循環を認知する直接体験 

実践結果 「リボべジ」・リボーンベジタブル（再生野菜）の体験 

（例）・人参・豆苗・ブロッコリー・青ネギ→水耕栽培から土へ・パイナ

ップル栽培 ヘタから育てる→２年越しのお世話と観察など 

保育者は子どもに真に体験させたいことを考えて、実践に移す。 

・魚の捌く、手で開く → イワシ、豆アジ を給食で頂く 

・ぶり大根づくり 

・豆腐作り・大豆を余すことなく利用（おから入り鶏団子、豆乳スープ） 

・味噌づくり・試作と2回に分けて実施 

調理と保育者の連携・ 

・苗植えから収穫・余すことなく使い切るプロジェクト 

 サツマイモ：苗植えから収穫、鶴見どろんこ保育園での焼き芋大会、畑

の始末まで 

（プロジェクト保育・子どもの発案・意見から展開する保育を記録する） 

上記すべて順調に取り組むことが出来た。 

次年度方向性 食の循環：取り組むすべての活動をプロジェクト化して、継続性があり、

SDGｓに配慮された取り組みに仕組んでいく。 

リユース、ごみの削減、余すことなく使い切る工夫、資源の手配（薪な

ど） 

4 計画・ねらい 子どもが「自分たちで盛り付け・配膳して食べる」を環境構成する 

 実践結果 幼児は夏前から、2歳児は段階を追って9月からバイキング給食の実施を始

めた。2月陶器の菜皿を揃え、主菜・副菜を提供し始めた。 

・自分で選択し、自分で決め、自分で選んだことに責任をもつ体験を日常

のさりげない場面に散りばめ、自分で選択できることを喜び、葛藤の体験

をも増やすことが出来た。 

・友だちと話し合う、相談する、協働して進める場面が増えて、子ども自

身が自分のことを自分でする機会が保証されている。 

・物の数量や大きさ、食器や壊れるものの扱い、丁寧に扱う方法、他者へ

の気遣いなど、生活の場面で認知能力と非認知能力を共に使う場面と認識

してかかり、汁をこぼした時は、2歳児でも雑巾を使って自分で拭こうと

する場面も多く見られた。一方で、食事の自由度が増した分、1時間近く

テーブルについている子どももおり、主体的にペース配分を意識できる環

境づくりに模索している。 

これらを効果的に実践する工夫を話し合いの中から形作っていくことを試

みている。 

 次年度方向性 バイキング給食の継続 

・自分で選択し、自分で決め、自分で選んだことに責任をもつ体験を日常

のさりげない場面に散りばめ、自分で選択できることを喜び、葛藤の体験

をも大事にして、子どもの成長の糧とする。 
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5 計画・ねらい 「今日の食材・産地」の継続 

 実践結果 SDGs の観点から：「地産地消」「身土不二」「一物全体」「輸入品のマ

イル問題：添加物・防腐剤」を調理室から発信、子どもの食に何が必要で

あるかを考えながら、「今日の食材産地」を毎日タイムラインで上げて、

保護者への発信をした。 

献立レシピの配付は定期的に、または保護者様からのご要望を頂いたとき

に追加で提供をした。例えば「保育園のカレーが良いと、家でのカレーは

食べてもらえない」との声を聴いた保育者が調理にレシピをお願いするな

ど、食に関してのスタッフの意識が高まっている。 

 次年度方向性 「今日の食材産地」タイムラインでの発信の継続 

内容の吟味：子どもの食の傾向にプラスして、環境に配慮した取り組みや

気づきを発信する。 

 

 

〈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10日／11月25日に実施 

歯科検診 6月9日／11月10日に実施 

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 

毎月２０日：身体計測実施、発育や栄養状態の把握に努める 

手洗い・うがいの指導 トイレの使い方指導 歯磨き指導 

薄着と裸足：健康に関する指導と家庭への発信 

2/1性教育①「体の不思議と大切さ」 

2/2性教育②「大きくなった喜び～命の誕生∼」じっし 

流行した感染症 特になし 

発作・痙攣等の対応 計2名に対し、ダイアップ使用はなし 

その他、4月11,20日に救急車要請 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に P’s スマイル保育園にてエピペン研修を開催した。ス

タッフ計19名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ20名のうち、19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25日に P’s スマイル保育園にて救急法研修を保育スタッフ8名

調理スタッフ名2名が行ない、習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ19名のうち、18名が使用可能 
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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。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1日、10月1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10日、11月25日 

歯科健診 各年2回／6月9日、11月10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15日、10月14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 「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、他

の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」ことができる 

実践結果 zoon 保育 異年齢の関りと活動 コーナー保育と環境設定←重点項目 

日常の散歩活動 自然との関り：「子どもに必要な環境」「子どもが自ら
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選択し、主体的に行動できる環境」作りを保育者は遊びこむ子どもの姿を

通して研鑽・試行錯誤して整えるために、園会議を使って、スタッフ間の

ディスカッションの場を設けた。自然物を使ったコーナーを創ったり教材

や遊具はプラスティックなどの石油製品を避けることを考えたりしたが、

まだ十分とは言えない。スタッフ全員が毎日の配置を考え、様々な自然物

や本物の素材を提供し、子どもの感性や感覚を養うために何が出来るかを

考えて継続的に進める必要がある。工夫された教材や遊びを感じ取り、子

どもたちは自分の気持ちや考え、友だちに与える影響を考えながら試行錯

誤する。保育者はその機会を保障する。 

次年度方向性 多彩な遊びの環境づくりを考え、実施する。 

そのための情報や視覚的な案内を探し、スタッフ間で共有する場を設け

る。外発的な刺激が必要である。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちの良い施設・子どもの安全な動線が守られ、不

要な危険が排除された空間づくり 

・意識的な空間づくりをして、信頼される安心される「選ばれる園づく

り」につなげる 

実践結果 衛生管理点検表や内部監査資料を基に、整理整頓や清掃状況の確認をす

る。：清掃点検表を作成して、清掃に力を入れた。朝は主任、事務、施設

長で役割分担をし、特に玄関や棚の整備に力を入れた。 

保育者は足元に見える小さなごみをも自分事として拾い、細やかな気配り

ができる存在となる。また、ひとが嫌がることへも率先して取り組むこと

ができる保育者集団となり、子どもの前に立つことを目的としたが、取り

組みには個人差が見られるため、これを主体的に進めるための内発的な誘

導が必要である。 

 

次年度方向性 スタッフ全員が美観を意識し、言われなくても気づき、子どもにとって落

ち着いた空間を提供できるようになる。 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

毎日の点検を実施し、「手作り制作点検チェック表」に記録をした。 

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 
L 字パ-テーション １歳児室.図書コー

ナー 

毎日 異常なし 

 

2 ボックス型椅子① 保育室広いフロア 毎日 異常なし 

3 ボックス型椅子② 保育室広いフロア 毎日 異常なし 

4 ボックス型椅子③ 保育室広いフロア 毎日 異常なし 

5 ボックス型椅子④ 保育室広いフロア 毎日 異常なし 

6 
コーナー柵 1歳児室、図書コー

ナー 

毎日 異常なし 

7 
色鉛筆立て 1歳児室、図書コー

ナー 

毎日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1  

 

事故防止委員会 

リスクマネジメ

ント研修 

怪我・事故の防

止 

事故の予防：ヒヤリハット収集と統計結果の確認（随時・月1回の共有） 

      園内インシデント・事故の再発防止検討 

      過去の重大な事故事例や身近な法人の事例研究 

      緊急連絡先への連絡・フローチャート確認 

見失い・置き去り概念の学び 

      心肺蘇生・AED 研修・怪我の対応・プール、水の事故防止策 

      散歩引率など 

・子どもへの安全教育の定期的な実施：毎月の避難訓練時に「おかしも

ち」の確認、地震訓練時の紙芝居での啓もうなどをおこなった。 

2 実践結果 

 

避難訓練・ 

不審者侵入訓練 

防犯 

 

・安全対策係が計画立案・実施 ・自衛消防隊の編成と役割分担で自分の

分担を遂行した。月1回、不審者訓練年2回実施 

・子どもへの安全教育の定期的な実施を行った。地震紙芝居や「おかしも

ち」の意味づけなど 

・予想外の想定にも瞬時の適切な判断が自らできるよう、保育者は戸外・ 

散歩時などの危険予測を日常から行っていく。事故防止委員会での話し

合いを継続した。 

・P'ｓの広域避難場所：総持寺（保護者様への周知を図る） 

3 実践結果 

 

光化学スモッグ 

・自治体からの情報で判断、活動を加減する。 

・自治体からの情報を正確に得る。 

・子どもたちに何故屋内で過ごすのかを考え、安全教育と共に光化学スモ

ッグのメカニズムや環境問題への問題的の芽生えにつなげた。 

4 実践結果 

災害対策 

「保育運営マニュアル」・危機管理マニュアルＰ.6の確認をし、 

 決められたことの内容と意味を保育者は知って、園運営に携わった。 

 

5 実践結果 

日々の事故防止 

・保育者の気づきの共有（保育者間で）と報告（施設長） 

 子どもの様子・玩具・遊具・屋上・公園・戸外移動時・保育者の保育、

関わりと引率 

・ハザードマップの更新：室内、戸外環境の変化や人的要素を敏感にキャ

ッチして、書き込み・更新をする。更新日時を記録する 

・手作り遊具・家具の点検を毎日実施した。 

6 実践結果 

苦情・ご意見対

応 

・「保育品質マニュアル」・苦情対応マニュアルの確認 

保護者様のご意見を真摯に聴き（訊き）受け取った保育者はどのようなこ

とにでも、自分事としてとらえ、謝罪と保護者様のご意向に添った問題解

決を図ることを第一とした。 

時には、保育園としての役割を客観的に見て、「出来ない範囲」を提示す

ることも意識した。 

スタッフの言動について、ご指摘いただくことが数回あったので、当事者

を含め、全員で問題の解決にあたった。接遇研修なども開催した。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉 今年度の振返り 

【実習生を受け入れる意義】 

① 保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れには

社会的責任がある。次世代を担う実習生を積極的に迎え入れ、どろんこ会の「にんげん力。」

を育てる保育に共感する人材を育て、すべての子どもの育ちに還元することを目指す。 

② 実習生を指導することは、保育者が自分自身を振り返る作業をすることである。実習生を丁寧

に導けば、導くほど、自分自身の保育を丁寧に吟味しながら関わっているのである。教えるこ

と、相手のニーズをとらえること、親切に関わること、知っていることを言語化してアウトプ

ットすること、仲間として迎え入れること、保育の専門性を問うこと、どれも相互の成長に係

わっていることに留意する。 

 

【小・中・高生を受け入れる意義】 

① 少子高齢化・核家族化の現代において、赤ちゃんや子どもとの関りを持たないままに、お父さ

んお母さんになる、経験のないことが子育てをさらに難しくしている背景を我々保育者は知っ

ておく必要がある。「子どもの可愛さ」「泣くことには意味があること」「子どもへの関りや

対応を見たことがある」「実際に関わったことがある」そのような体験の道しるべを残すこと

が、保育所並びに私たち保育者の役割である。 

② 「人を育てる」「人を育て、関わり合いながら自分をも育てていく」そのような保育者という

仕事に出会い、保育・福祉の場で活躍したいという人材を育て、増やす。仲間を作る。 

③ 小・中・高校生を受け入れることのもう一方のメリットは、園の子どもたちの様々な人との関

わりや多様性の体験、保育者や家族以外の人に優しくお世話をしてもらう体験、少し年齢が上

の人への憧れから誘発される遊びや活動、どれも子どもたちの成長を促進する作用を持ってい

ることである。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

7月8～21日 
日本女子大学 

家政学部児童学科 
1人 観察実習、責任実習 

7月21日 
東京都市大学 

人間科学部児童科 
1人 観察実習 

10月11～24日 羽田幼児教育専門学校 1人 観察実習、責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月2日 横浜市立市場中学校 6人 

2月21日 横浜市立潮田中学校 6人 
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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 

15日 

20名 

13日

20名 

10日 

20名 

15日 

21名 

19日 

21名 

16日 

20名 

14日 

20名 

11日 

20名 

16日 

20名 

13日 

20名 

10日 

20名 

17日 

19名 

園内研修 15日 

9名 

13日

10名 

10日 

8名 

15日 

9名 

19日 

8名 

16日 

8名 

14日 

9名 

11日 

10名 

16日 

6名 

13日 

10名 

10日 

10名 

5日 

7名 

歌・スキル講

座研修 

講師：施設長 

7月2日に P’s スマイル保育室にて10名のスタッフが出席 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

なし    

    

    

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月6日 園長大学・学び事業部 
研修「生きる力の強い子ど

もを育てる」 
2名 有 

10月6日 

横浜市こども青年局  

保育・教育支援課 

幼保小連携担当 

接続研修 

1名 

有 

10月20日 

横浜市こども青年局  

保育・教育支援課 

幼保小連携担当 

接続研修 

1名 

有 

10月13日 園長大学・学び事業部 
研修「求められる小学校教

育と私たちの在り方」 

1名 
有 

1月19日 横浜市こども青年局 
食物アレルギー対応マニュ

アル研修 

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 
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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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

全社員研修 10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11日に1課リーダー会議1名（保育士）が出席 

第2回：7月 6日に1課リーダー会議1名（保育士）が出席 

第3回：9月 7日に1課リーダー会議1名（保育士）が出席 

第4回：11月9日に1課リーダー会議1名（保育士）が出席 

第5回：1月11日に1課リーダー会議1名（保育士）が出席 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 1月20～2月2日に1名のスタッフがアスモンスミーネ保育園にて勤務 

ロザリエ（年齢統合保育園）・ムルチウェアセット（年齢統合保育園） 

トロルピーレン（障害児保育施設）を見学 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉園独自の育成計画  

【パート職員との懇談会・年2回開催】 

園全体の課題や取り組むべきこと、なくしたほうが良い事柄などをサポートする立場から、忌憚のな

い意見を募る。その意見から、保育をより良くする方法や考えを探り、全職員の共有とする。 

【パート職員の勉強会・月1回】 

どろんこ会の方針や P’s の事業計画の説明 

マニュアルの読み合わせや会議時の共有事項の話し合い 

日常の保育についての意見や困りごとの共有 

子どもや保護者様の前では、正規、パート職関係なく、プロとしての保育者との自負をもってあたっ

てもらう下地を整えていった。その話し合いは有効で、パートスタッフの保育に関する関心度が高ま

ったことやリフレッシュして子どもたちの前に立つなど効果は大きかった。11月からは他園への支援

多く、集まることが出来なかったこと、遅番を担ってくれるスタッフの研修の時間が取れなかったこ

とが反省になる。次年度は整備して、さらに積極的に取り掛かる。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

地域に開かれた保育園としてのＰＲ活動を整える。 
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利用しやすい仕組み作りをして、地域との交流を深める 

 

 

〈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：潮鶴橋公園にて 

商店街ツアー 週1回 別紙計画表による 

主な行き先：CIAL 鶴見保安室、花七生花店、岩崎生花店、鶴見警察署、

鶴見消防署、JR 鶴見駅、JR 鶴見駅鶴見線、京急鶴見駅、理容室

shampoo 

生麦海水魚センター、沖縄物産展いじゅん、鶴見図書館、入船公園整備 

小泉麹屋 ※スーパーや金融機関、食べ物を扱う店舗では、コロナのた

め、申し込みをかけたが断られることが多かった。日常の散歩でお店を

意識したウィンドウ商店街ツアーも開催した。 

世代間交流 月１回 ケアプラザ訪問：高齢者の方とのふれあい   

・鶴見区の老人施設：歌の訪問（Web 交流）・回数は施設との相談 

 

異年齢交流 近隣の小・中・高・大学との交流・ボランティアの受け入れ 

2月2.21日計6名が P’s スマイルにおいて中学生の職場体験を実施 

子どもたちとの関わりと保育園という機能を体験してもらった。 

子どもたちを公園まで引率や身の回りのお世話をしてもらい、交流を図

った。 

地域拠点活動 青空保育 ちきんえっぐ 園開放を実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉・潮田の湯 第２火曜日 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 

・小学校との連携について、２０２２年度は３つの視点から取り掛かる。３つの視点は次の通り。 

「保育者の研鑽（保育への還元）」「子どもの育ち（１００の体験の提供）」「保護者支援」 

・新型コロナ感染症感染予防の環境下では、小学校との連携はとりづらい状況であることを前提に、

しかし、だからこそ子どもたちに必要と思われることを「５歳児と小学校１年生との年間連携計画お

よび報告書」に網羅し、年度当初から意識して取り組んでいくことを目指した。（保育者の研鑽） 

・「アプローチカリキュラム」は、就学のための期間限定のものでないことを職員間の共有とし、ど

ろんこ会グループの目指す「生きる力」をはぐくむ日常の保育、日課や基本活動を丁寧に積み上げる。

その結果、子どもたちの姿がどのような事柄に対しても、問題の解決を図り、主体的に対話的に乗り

越え、喜びをもって生活する子どもたちの育ちになることを知って、保育する。（子どもの育ち） 

・小学校・学習要領を知ることによって、今の保育の過不足を知り実施する。保護者様に知っていた
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だくことで、「P'ｓで取り組んでいる活動」の意味づけを強め、安心感をもった子育ての方向性を共有

した。（保護者支援） 

 

 

〈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 

6月13日 きらぼし保育園 

 

40名 一緒に遊ぼう 

ボール遊び・歌遊び 

子ども間交流 

2月7日 馬場どろんこ保育園 

 

36名 一緒に遊ぼう 

リレー・しっぽ取りゲー

ム（花月園公園） 

子ども間交流職員間交

流 

2月8日 豊岡小学校 

 

11名 見学会・交流会 

（豊岡小学校） 

子ども間交流職員間交

流 

2月22日 鶴見どろんこ保育園 

 

40名 ドッジボール大会 子ども間交流職員間交

流 

3月20日 鶴見どろんこ保育園 36名 ドッジボール大会予定 子ども間交流職員間交

流 

 

 

 

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：76名 

 

・個別支援対象児はいない。 

 しかし、適宜ケアが必要な子どもや職員の対応に共通認識が必要な子どもに対しては、継続的な 

 記録を残し、スタッフ間の共有と保育の検討を図った。 

① 個別計画を立て、月に1度のケース会議で、該当児童の現在の様子や関わりの仕方をスタッフ

間で共有した。一番大事に関わったことは、保護者様へどのようにアプローチするかであった

が、保育参加にお誘いしたり現状をお伝えしたりしながらも、子ども自身を変えるのではな

く、我々大人の子どもを見る目を子ども中心に据えるという視点を強めて、お伝えするように

した。「ありのまま」で良いことを強めた。このことは、受容的・応答的な保育を職員全体で

展開することに繋がり、職員は安心の存在となるよう努力して、P’s が子ども自身の真の居

場所となることを心に留めてかかることにつながった。 

② 毎日の活動では、目先にとらわれず、将来の姿を見据えてどろんこ会の保育にあたり、子ども

の持つ「生きる力」を引き出すことに注力した。それぞれの子どもたちが長距離散歩や戸外活

動、様々な体験から、しなやかに育っていくことが分かった。 
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③ 保護者様へは、その要望を確認し、在りのままの受容と成長の喜び、子育ての困難を共有し、

道筋を示すことに徹した。保育体験や面談では、保護者様の心理的な負担感を少なくすること

を目的とした。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・クラス担任は、進級時に引継ぎを実施・引継ぎ事項を記録に残し、スタッフ間で共有、子どもた 

ちの育ちをサポートする継続的な保育を心がけた。 

・進級時の引継ぎ時、面談の希望をとり、保護者様と成長や課題の認識のすり合わせをした。 

（希望者のみ） 

・小学校への引継ぎは保護者様のご意見・ご要望を確認する。（卒園面談・希望者） 

・保育所児童保育要録作成と送付をおこなった。 

・小学校との情報交換（１,２月）：訪問（潮田小学校）・電話（他 9校） 

・中途退園のお子様には、必要に応じて「保育の記録」の写しを転園先に送付し、引継ぎを行う。  

 また転園の際には、今後も情報提供や相談が可能である旨とその連絡先を記載した案内文書を施

設独自で作成し、退園届に添えて渡すことで、保護者様の安心をはかった。 

 

 

 

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は次の通りである。 

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 

2名 6名 16名 
186

名 
28名 41名 38名 6名 2名 6名 2名 14名 347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1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 2名 0名 0名 2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1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 2名 0名 2名 0名 0名 0名 4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 月1回   公園名：潮鶴橋公園にて 以下日程にて実施 
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（支援セン

ター主催） 

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

0名 2名 0名 0名 0名 0名 2名 0名 0名 0名 0名 4名 8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 

２０２３年２月10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。 

自己評価開始予定時刻：１８時００分 

自己評価終了予定時刻：１９時００分 

自己評価実施予定者：施設長、主任、リーダーに準ずる当日出勤者 

 

 

〈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％ 

 

（省察） 

アンケート結果：推奨率（NPS）は79％でどろんこ会では、全国2位であった。「園は明

るい雰囲気か」「園は整理整頓されているか」「保育者に対して、安心案や信頼感はある

か」に対しては、いずれも95％で「そのように思う」との回答を得られた。自由記述には

食事や排せつなどの「基本的生活習慣」が身についていること、長距離散歩や戸外活動を

通して、健康に頼もしく育っていることへの感想、歌やリズムが生活の中で垣間見られる

こと、異年齢で過ごすことで思いやりの心が育っていることなどが上げられていた。これ

は、P’s が事業計画に掲げていた目標そのものであり、日頃の保育の様子がが保護者様に

伝わっていることが分かった。このベースには、子どもたちが安心して生活できる受容的

な関わりや肯定的な応答関係、子どもに任せて育ちをサポートする「生活そのもの」があ

る。一方で、「信頼感がない」と答えたご家庭も1件あるので、保育への信頼性や安心感

の回復のために、スタッフの意識を高めていく必要があった。日々研鑽し、改善を図っ

た。 

 

 

 

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

った。 
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〈１〉報告すべきご意見 

保護者説明会を開催した事案はなかった。 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

「報告すべき怪我 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：P’s スマイル保育園 施設長 松澤ひろみ 
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２０２２年度 三原どろんこ保育園 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～ 
①職員間の連携が強化され、子どもたちが行きたい場所で過ごすことができ、「自由に行き来する大

きな家」が実現できたといえる。その中で、子どもが自分の気持ちを大人に伝え、折り合いをつける

場面も見られ、「大きな家」としての重要なかかわりができたと感じる。 

②日課、基本活動について、職員による園内研修を継続的に実施したことで、活動への理解が深まっ

たことが大きな成果である。大人が子どもと一緒に継続し活動してきたからこその、子どもの成長し

た姿を見ることができた。 

③季節を感じられる保育の工夫ができていた。ねらいをもった保育内容を意識し、今、子どもにどの

ような験をさせてあげたいか、どのような験が必要か、職員間で話し合う機会を多くもつようになっ

た。次の日も保育園に来たくなるような保育のしかけを工夫することを、来年度の大きな目標として

繋げていきたい。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課、基本活動の充実をはかる。 

実践結果 ・毎月の園会議にて各活動の現状把握と、日課、基本活動を行うことでの

身体の発達について園内研修を実施した。実施後、それまで日によってば

らつきのあった活動が日課として定着し、大人の背中を見ながら活動する

子どもの姿が見られるようになった。 

・朝のタイムスケジュールが定着したことで、子どもが声をかけ合いなが

ら自ら活動するようになった。保護者からも雑巾をかける姿に声をかけて

いただき、子どもたちの自信にも繋がったように見える。 

次年度方向性 ・日課、基本活動を通しての子どもひとりひとりの成長を追っていく。 

・前年度の園内研修を生かし、更に大人がどうかかわっていくべきかを職

員間で話し合い、共通理解を深めていく。 

2 計画・ねらい 子どもの成長発達の為の保育のしかけを工夫する。 

実践結果 ・夏場の水あそびでは、様々な感触を楽しむことのできるしかけが充実し

ていた。子どもたちが日々の水あそびを楽しみにし、個々に合わせて遊ぶ

場所を選択できることで、充実したあそびが展開できていた。 

・散歩先でのねらいを明確にすることで、季節毎の自然を感じながら戸外

を楽しむことができた。 

次年度方向性 ・火、水、土など年齢や発達に合わせてあそびの環境を設定し、翌日もあ

そびの続きができるような環境を整えていく。 

・室内環境の見直しを行い、あそびの選択ができるような環境を整えてい

く。 
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〈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 安心できる保護者対応と情報発信を行う。 

実践結果 ・アプローチに畑活動の様子や園内研修で学んだ内容等を掲示し、お迎え

時に目で見てわかるような情報発信を工夫することができた。 

・園内研修にて、保護者対応についてロールプレイを実施し、自身の対応

の振り返りや気づきを、実際の保護者対応に生かせるようにした。 

・職員の配置を工夫し、お迎え対応時の待つ時間を少しでも減らす工夫を

行った。 

次年度方向性 ・職員間で子どもの姿の共有を密にし、誰がいつ対応してもその日のこと

が伝えられるようにする。 

・保護者と子どもと一緒に成長を喜ぶことのできる対応を目指す。 

2 計画・ねらい 保護者と一緒に学びあう機会をつくる。 

実践結果 ・機会を設定できなかったことが課題として残るが、どろんこ祭の開催や

サポーターズ主催の彩夏祭に参加することで、保護者と協力しひとつのも

のを作り上げることできた。 

次年度方向性 ・保育参加の中で保護者の得意なことを教えていただく等、子どもの職員

も学ぶ機会をもてるようにしていく。 

3 計画・ねらい 保育参加を通して園での生活を知っていただき、より密に情報交換を行

う。 

実践結果 ・保育参加への呼びかけを積極的に行い多数の参加があった。参加中に

様々な情報交換をすることで、その後の保護者とのコミュケーションも密

になった。 

・タイムラインや連絡帳、お迎え対応では伝え切れなかった子どもの様子

を一緒に見ることで、安心感を得られたように感じる。 

次年度方向性 ・定期的に保育参加への呼びかけを行い、参加してみたいと思えるよう情

報発信を工夫していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園からの情報発信を強化する。 

実践結果 ・ちきんえっぐだよりにて、園の行事や活動を掲載し、目に留まった方が

魅力を感じてもらえるよう工夫した。 

・園見学者や新年度入園の方へちきんえっぐの活動について伝え、園へ気

軽に来られるよう呼びかけを行った。その結果自然食堂への参加があり、

活動について知ってもらう機会となった。 

次年度方向性 ・ちきんえっぐだよりを在園児保護者の目に留まりやすい場所に設置し、

活動について知ってもらうようにする。また、タイムラインで呼びかけを

行い、在園児保護者から口コミで広げられるよう工夫する。 

・ちきんえっぐだよりを近隣園にも設置し、互いに情報共有できるように

する。 
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2 計画・ねらい 近隣園との連携による参加者の確保。 

実践結果 ・どろんこ祭のポスターを互いの園に掲示し、参加者確保に繋げられるよ

うにした。他園に入園している方の参加もあり効果があったといえる。 

次年度方向性 ・どろんこ祭は近隣園と開催時期が近い為、ポスター掲示を互いに行い、

より広範囲での参加者確保へ繋げていく。 

・ちきんえっぐだよりを近隣園に設置させてもらい、より多くの方に知っ

てもらえるようにする。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 日課、基本活動の理解を深める。 

実践結果 ・園会議にて各スタッフが日課、基本活動について園内研修を行った。そ

れぞれの活動による効果や、期待できる成長について学び合うことができ

た。 

・子どもと一緒に活動をすることが日々の日課として定着してきた。毎日

行うことでの子どもの成長を感じることができ、日課、基本活動の意味を

肌で感じることができたように思う。 

次年度方向性 ・日課、基本活動を通しての子どもの成長を、年間通して追っていく。そ

の様子を記録に残しながら、更に理解を深められるようにしていく。 

・大人が背中を見せて行うことの意味について職員間で共通理解し、より

活動が充実したものになるようにする。 

2 計画・ねらい 人的環境の重要性について学び、実践に生かす。 

実践結果 ・子どもへの声のかけ方、こんな時どうかかわったらいいか等、子どもの

事例を基に園会議内でディスカッションを実施した。子どもへのかかわり

を振り返るきっかけとなり、意識しながら保育をすすめるようになった。 

・子どもとのかかわりについて、職員が自発的に話し合う場面があり、か

かわり方を共有しながら保育を進めることができた。 

次年度方向性 ・園会議を有効に使いながら、子どもの事例に基づきかかわりについて学

び合う機会を作る。 

・大人のかかわりによってどう子どもが変化したか等、かかわりによる子

どもの姿の共有を定期的に行っていく。 

3 計画・ねらい コミュニケーション能力の向上。 

実践結果 ・保護者対応についての研修を実施した。保護者にとってどんな情報が必

要か、様々な伝達内容について、どう伝えるとわかりやすいか等学ぶ時間

を作ることができた。 

次年度方向性 ・保護者対応について、待った気がしない工夫について話し合いながら進

めていく。定期的に保護者対応の振り返りを行い、日々の対応に繋げられ

るようにする。 

・職員間についても必要な伝達事項をしっかり伝えられるしくみを見直し

ていく。 
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〈５〉選ばれる施設になる為の接遇力の向上 

1 計画・ねらい もう一度来たいと思える保育園を目指す。 

実践結果 ・保護者対応の園内研修を通して、気持ちの良いコミュニケーションを学

び生かせるようにした。保護者が話を聞いてもらえる安心感をもってもら

えるよう意識した。 

・園内の整理整頓を意識し、一日終えた後の片づけを日課にできるよう、

継続した呼びかけを行った。担当者中心に意識をして呼びかけを行うこと

で、片づけが定着してきた。 

次年度方向性 ・保護者がいつでも話を聞いてもらえる安心感がもてるよう、保護者対応

についてのスキルアップを強化していく。 

・園内の美観について担当者だけでなく、園全体で意識できるようなしく

み作りを行う。 

2 計画・ねらい 地域に愛される園へ。 

実践結果 ・散歩先で地域の方への挨拶や声かけを気持ちよく出来るよう、職員ひと

りひとりが意識するようにした。子どもたちが地域の方に声をかけ、一緒

にあそぶ姿も多く見られ、大人の姿を見て自然とできるようになったと感

じる。 

・近隣の方への声かけを継続的に行うことで、子どもたちとの交流も増え

た。 

次年度方向性 ・地域の方との交流の中で、園にも来てもらえるような声かけを行ってい

く。 

・どろんこ祭前など近隣の方へ挨拶を行い、より多くの方に三原どろんこ

を知ってもらえるようにする。 

 

 

 

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 
36人 71人 120人 130人 112人 120人 589人 

年度後半：

10~3月 
36人 72人 120人 132人 103人 120人 583人 

 

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 
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利用総

人数 

212

人 

207

人 

244

人 

213

人 

200

人 

216

人 

214

人 

255

人 

212

人 

204

人 

202

人 

210

人 

2589

人 

うち0

歳児 

18人 19人 19人 13人 12人 13人 17人 16人 15人 17人 10人 15人 184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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 10人 栄養士 2人 事務 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 4人 看護師 1人 調理員等 1人 用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・日課、基本活動についての振り返り 

給食運営会議 月1回 ・食育活動の振り返り 

・食事状況、食に関するエピソードの共有 

事故防止委員会 月1回 ・自園のヒヤリハットの検証 
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・自園、他園の記録から危険予測のディスカッション 

クラス会議 月1回 ・保育計画の振り返りと次月に向けての意識統一 

・クラス内の課題解決 

 

 

〈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 

看護師 

主任会議 

／法人本部 

年4回 主任 

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 ・看護師による保健指導が充実し、子どもの興味関心が深まる内容

の指導を行うことができた。 

・衛生用品について定期的な点検を行い、保育の中で不都合のない

よう努めた。 

安全対策係 ・事故防止委員会の計画と実施を行い、全国、法人内、自園のヒヤ

リハットやインシデントを共有し、自園の事故防止に繋げた。 

・保育中のヒヤリハットやインシデントの再発防止を園会議内で検

討し、保育の振り返りを行った。 

防火管理者 ・防災訓練時の責任者として、訓練時の最終確認、その月ごとの課

題抽出を行った。 

食品衛生管理係 ・日々の調理室内の安全衛生点検から、修繕の必要な箇所を見極

め、施設長と連携しながら安全な状態で調理をすすめることができ



20221215 版 

 

た。 

・食材残渣を確認し、子どもの給食の実態を把握しながら、食品管

理に努めた。 

畑係 ・年間計画に則って作物の育成を子どもと一緒に実施した。ペット

ボトルを利用し、一人一つ花を育てる初めての試みにも挑戦するこ

とができた。 

・畑の拡張を行ったことで、より作物が豊富に育つことを期待した

い。 

生き物係 ・餌の管理、発注を行い動物の世話を子どもと一緒に行うよう努め

た。 

・生き物コーナーを設置し、いつでも触れることができる環境作り

を行うことができた。保護者が興味を示す姿があり、親子とのコミ

ュケーションの場となっていた。 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り ・どろんこサポーターズが主催となり、園庭、園内様々なブース

を設置し開催した。 

・職員とサポーターズとで分担しながら進め、保護者との交流を

深めながら実施することができた。 

運動会 ・乳児クラス、幼児クラスとで分散開催し、親子で参加する競技

を多く設定し実施した。 

・職員間での連携を密にし、当日までの準備が滞りなくできてい

た。 

生活発表会 ・クラス毎の分散開催とし、クラス毎に入れ替えて実施したこと

で保護者が無理なく観覧できた。 

・初めての分散開催であった為、配慮すべき点は多かったがスム

ーズに開催することができたように思う。 

 

 

 

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 

・保育参観への参加を積極的に呼びかけ、実際の様子を一緒に見ていただくこと

で安心感をもってもらえるよう努めた。 

・保護者面談の際には、しっかりと傾聴するようにし、面談の時間だけに留まる
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ことなく、継続した情報共有を行った。 

・お迎え対応時だけでなく、すれ違った際等に言葉をかけるようにし、小さなコ

ミュニケーションを大切にするようにした。 

保育参加 

4～3月まで 合計15名 が参加済み  （3月1日時点） 

・保育参加後のアンケートより、子どもに選択肢があり自分で考え行動する姿に

感動した、給食時に自分で盛り付けを行っていて成長を感じた、食事の様子が気

になっていたので見ることができてよかった等のご意見をいただく。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計６名 が参加済み  （3月１日時点） 

・入園後不安定な様子が見られる為、園での様子と情報共有について。 

・他児とのトラブルについて。 

・1歳半健診での助言と園での様子の共有。 

・自宅と園での様子の違いについて。 

 

 

〈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 実体験を通して食や食の循環について興味関心をもつ。 

実践結果 ・魚の解体を行い、目の前で魚の生態を知り、実体験から食の循環を学ぶ

ことができた。 

・コンポストの作製に挑戦し、子どもと一緒に土を混ぜたり、においを感

じながら取り組むことができていた。 

次年度方向性 ・魚や鶏の解体を通して、食の循環をより近くで学べるようにしていく。

また、保護者も巻き込みながら一緒に行えるようにする。 

・今年度に引き続きコンポストの作製を継続し、肥料として実用できるよ

うにする。 

2 計画・ねらい 毎日の給食を楽しみにしながら活動する。 

実践結果 ・年長児が調理室で三食ボードの振り分けを行い、その日のメニューや食

材に関心がもてるように工夫した。 

・調理職員が配膳に積極的に入り、子どもとコミュニケーションをとりな

がら給食の時間を楽しめるようにした。 

次年度方向性 ・野菜の皮むき等、年齢に合った活動を取り入れ、その日の給食に興味が

もてるようにする。 

・給食がどんな風に作られているか、調理室を更に身近に感じられるよう

に工夫していく。 
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〈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21日／11月22日に実施 

歯科検診 6月16日に三原どろんこ保育園にて実施 

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 

①  4月21日に保育園にて手洗い指を実施 

②  5月27日に保育園にて鼻かみ指導を実施 

③  6月23日に保育園にて歯磨き指導を実施 

④  7月28日に保育園にて熱中症対策指導を実施 

⑤  8月29日に保育園にて怪我予防指導を実施 

⑥  10月28日に保育園にて目の指導を実施 

⑦  11月28日に保育園にて消化とうんちの話を実施 

⑧  12月1日・2日に保育園にて年長児を対象とした性教育を実施 

流行した感染症 年間を通して新型コロナウイルス感染症の発生があり、都度朝霞市

に報告を行う。 

発作・痙攣等の対応 対応なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月15日に三原どろんこ保育園にてエピペン研修を吉田、矢木、

村木、計3名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ22名のうち、22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） 

・5月20日に三原どろんこ保育園にて AED 研修を吉田、矢木、村

木、計3名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ22名のうち、22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、消毒・換

気を徹底する。 

 

 

〈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 
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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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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5日、10月4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21日、11月22日 

歯科健診 各年1回／6月16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15日、10月14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 遊んでみたいものを自分で選ぶことができ、発達に沿った環境を整える。 

実践結果 ・子どもの様子に合わせて室内環境を変えていき、遊びやすさや、見守り

やすさを意識した環境作りを行った。 

・手先を使ったあそびを設定し、集中して楽しむことができるよう配慮し

た。 

次年度方向性 ・片づけ方法やコーナー設定を工夫し、遊んで楽しく片づけることにも意

欲的になるような環境を作っていく。 

・年齢や個々に合ったあそびを職員間で話し合う機会を多くもち、次の日

も遊びたくなる環境を整える。 

2 計画・ねらい 園内マップを有効活用し、異年齢保育の充実を図る。 

実践結果 ・水遊び時にボードを使用する機会があったが、継続した使用に繋がらな

かった。 

・園内マップを有効活用できなかったことが反省点として残る。 
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次年度方向性 ・職員も子どももわかりやすい園内マップの作製に取り組む。 

・継続して使用できるよう工夫していく。 

 

 

〈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 パーテーション 幼児室/乳児室 週１回 異常なし 

2 
テーブル 幼児室/乳児室 週１回 幼児室に設置のテーブルを老

朽化に伴い撤去 

3 
ベンチ 園庭/乳児室 週１回 アプローチに設置のベンチを

老朽化に伴い撤去 

4 ロープ遊具 園庭 週１回 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 実践結果 ・消防署の方に避難訓練の様子を見ていただき、より緊張感をもった訓練

を行うことができた。 

・避難訓練後、反省点や疑問点を出し合い、次回の訓練に繋げることがで

きていた。 

2 実践結果 ・定期的な点検に加え、日々の保育の中で危険箇所を伝え合うことで、安

全への意識をもって保育にあたることができていた。 

・不備があった際にはすぐに改善し、事故を未然に防ぐことに努めた。 

3 実践結果 ・保育の中でのインシデントを園会議内で検証し、事故防止についてより

深く意識するようにした。 

・園全体で事故防止について考えられるよう、担当だけでなく全体を巻き

込みながら会議を運営することができた。 

4 実践結果 ・不審者訓練の振り返りを十分行い、各自が防犯について調べて共有する

等、防犯への意識を高めていった。 

・訓練時の役割について職員間で認識合わせをし、誰であっても対応でき

るよう話し合いを行った。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

始めての実習である学生も多く、実習を楽しむことを一番に心がけて受入れを行った。日々の疑問

点について振り返りの時間を取り、その日中に解決できるよう職員が配慮する姿が見られた。リクル

ーターの活躍もあり、実習生が安心して実習期間を終えることができたように思う。 
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〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月31～6月13

日 
十文字学園女子大学 2人 観察実習 

7月5～18日 大宮こども専門学校 2人 観察実習 

8月16～31日 十文字学園女子大学 1人 責任実習 

9月5～20日 文京学院大学 1人 観察実習 

11月1～16日 文京学院大学 1人 観察実習 

2月6～20日 十文字学園女子大学 2人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月1～3日 朝霞第三中学校 6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 

15日 

22名 

20日

22名 

17日 

22名 

15日 

22名 

19日 

22名 

16日 

21名 

14日 

21名 

18日 

21名 

16日 

21名 

20日 

21名 

24日 

21名 

17日 

21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25日 

6月27日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
幼児教育研修 1名 無 

8月27日 

9月3日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
保健衛生・安全対策研修 

1名 
無 

8月30～31

日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 

保護者支援・子育て支援研

修 

1名 
無 
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9月2日 

9月5日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
アレルギー対応研修 

1名 
無 

10月4日 

10月10日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
保健衛生・安全対策研修 

1名 
無 

10月7～8日 
埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
マネジメント研修 

1名 
無 

11月2日 

11月9日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
幼児教育研修 

1名 
無 

11月12日 

11月14日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
アレルギー研修 

1名 
無 

11月19日 

11月26日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
乳児保育研修 

1名 
無 

11月28日 

11月30日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
幼児保育研修 

1名 
無 

1月16日 

1月20日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 

保護者支援・子育て支援研

修 

1名 
無 

1月20日 

1月27日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
障害児保育研修 

1名 
無 

1月27～28

日 

埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 
アレルギー研修 

1名 
無 

2月9～10日 
埼玉県保育士等 

キャリアアップ研修事業 

保護者支援・子育て支援研

修 

1名 
無 

 

 

〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 
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〈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 

どろんこ祭が3年振りに開催された為、近隣園や地域の方へポスターにて案内をし、沢山の地域の方

の参加が見られた。定期的などろんこだよりによる案内については、まだ発信力が足りない部分が課

題として残るが、近隣園と協力しながら更なる発信、交流ができるよう工夫していきたい。 

 

 

〈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：星の森公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：イオン、薬屋、オリンピック、八百屋、飯倉園、畳

屋等 

世代間交流 新型コロナウイルス感染拡大防止の為実施なし 

異年齢交流 2月14日に三原どろんこ保育園にてリズム交流を実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 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 

近隣小学校へ授業見学を実施し、子どもも職員も小学校の様子を目にすることができた。校内を案

内していただきながら、職員間の情報交換もでき、来年度に繋がる交流になったと感じる。幼保小連

絡協議会では、よりスムーズに入学後通学できるよう、細かな情報共有を実施することができた。 

 

 

〈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 

11月29日 朝霞第五小学校 20名 小学校授業見学 子ども間交流 
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1月31日 朝霞市内小学校 1名 幼保小連絡協議会とし

て、卒園児の情報共有の

実施（朝霞市公民館） 

職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

 今年度、対象児なし 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

 今年度、対象児なし 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

 今年度、対象児なし 

 

 

 

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 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 4名 0名 4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1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1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 4名 0名 4名 

どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒実施なし 

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 
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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：星の森公園にて 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 0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５月２４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：１３時４５分 

自己評価終了時刻：１４時４５分 

自己評価実施者：施設長、主任 

 

 

〈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：７８％ 

 

保護者対応時の待ち時間や、伝達に関するご意見が多数見られた。園の課題としてとらえ、園内研

修を実施しながら課題解決に取り組んできた。利用者アンケートに見られた自園の強みは引き続き延

ばし、満足いただける園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   

報告すべきご意見 0件 
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〈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：三原どろんこ保育園 施設長 大島 奈美子 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ アトレ大森ルーム  

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～ 
法人の基本理念 「にんげん力。育てます。」 

法人の保育目標 

① センス・オブ・ワンダー 

② 人対人コミュニケーション 

法人理念及び保育目標を全スタッフが理解し、子どもの心情・意欲・態度に留意しながら日々の子ど

もの生活を大切にしていくことができるように努めた。その際、子どもの状況や発達過程を踏まえ、

環境を通して養護及び教育を一体的に行うことを留意するようにした。 

保育所保育指針にも書かれている、「子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するこ

とに最もふさわしい生活の場」となるようにスタッフ一人ひとり意識して過ごし、異年齢保育の実施

については、全年齢の子が関わり合いながら共に育ち合う場を保障できるように努めた。質の高い戸

外活動の経験をより多く自由に現できる場を保障するよう計画に取り入れた。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもたちの自己肯定感を育む 

実践結果 自分の意見を伝え、相手の思いを受け取り相手への信頼や思いやりの心を

育むよう活動や行事についての話し合いの機会を作るようにした。 

次年度方向性 子ども主体の話し合いの場を今後も保育に取り入れ、相手への思いやりや

自信を育んでいく。 

2 計画・ねらい 子ども主体の保育。 

実践結果 保育が子ども主体となっているかスタッフ間で都度振り返り、常に子ども

が真ん中となっているかを意識して保育をしていくようにした。 

次年度方向性 スタッフ間で連携を取りながら、子どもが真ん中にいる保育の実践を引き

続き継続していく。 

3 計画・ねらい 子どもたちの毎日に必要な経験を育む保育。 

実践結果 子どもたちの成長、発達を捉え、子どもたちに必要な活動を見極められる

よう園内研修を通して学び、心情・意欲・態度に留意した。 

次年度方向性 目の前の子どもたちに必要な保育計画の立案、実践ができるよう、引き続

き子どもの姿、成長を捉えられるようにしていく。 

 

 



20221215 版 

 

〈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 保護者様の子育てへの意欲や自信を支援する。 

実践結果 保護者様の気持ちを受け止め、話をよく聞き、保護者様が自分で解決して

いくための方法を導きだせるよう保育や子育てに関する知識や技術を生か 

してサポートしていくことを目指した。 

次年度方向性 接遇の大切さを学び、保護者様にとって共に子育てをしていく場として保

育園があるようにしていく。 

2 計画・ねらい 日々のコミュニケーションを大切にする。 

実践結果 可能な限り日中の姿のわかるスタッフがお迎え対応できるようにした。ま

た、全スタッフが保護者様と交流し子どもへの愛情や成長を喜ぶ気持ちを

共感しあうことを心がけるようにした。 

次年度方向性 引き続き、保護者様から信頼して頂けるように日々交流を図るようにして

いく。 

3 計画・ねらい 必要に応じて個別に相談する機会を取り入れる。 

実践結果 個人面談の機会を設け、保護者様の持つ不安や悩みに寄り添い、常に開か

れ、相談をしやすい雰囲気作りを心がけた。 

次年度方向性 保育者とゆっくり話す機会を作るようにしていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた園を目指す。 

実践結果 青空保育、園開放の実施。 

参加していただきやすいよう配慮した。月1回の青空保育、毎日の園開放

をちきんえっぐだよりにて告知した。 

次年度方向性 園の取組みを知って頂けるよう、ちきんえっぐだよりの設置場所を増やし

ていくようにする。 

2 計画・ねらい 保護者様や地域に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努

める。 

実践結果 小学生職業体験を夏休み中心に実施した。卒園生以外にも多くの参加があ

り保育園を身近に感じて頂く機会となった。中学生職業体験の実施では近

隣の学校との交流の機会となった。 

次年度方向性 職業体験に加え、実習生の受入れや、世代間交流が復活できるよう働きか

けていく。 

3 計画・ねらい 公共の施設利用を通し、ルールやマナーを身につける。 

実践結果 アトレ店舗との交流から子どもたちの遊びや行事に繋がった。 
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次年度方向性 図書館の利用や大森駅との交流の機会も加えていくようにする。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 質の高い保育の追究。 

実践結果 一人ひとりのスタッフについての資質向上及びスタッフ全体の専門性の向

上を図るように努め、園内研修、外部研修、スキル講座への参加を促し

た。 

次年度方向性 園長大学®･保育士大学講座を積極的に受講できるよう、学びの風土づくり

をしていく。 

2 計画・ねらい コンピテンシーを用い、深め、究めていく。 

実践結果 毎月の園会議でコンピテンシーへの理解を深め、ハイパフォーマーの思考

と行動について学んだ。 

次年度方向性 コンピテンシーで学んだことや課題を意識して普段の行動に実践できるよ

う今後も学びを深めていく。 

 

 

〈５〉褒める・認める・感謝する 

1 計画・ねらい スタッフ間で連携を行いチーム保育を行う。 

実践結果 異年齢保育の実践の中で、子どもたちの様子や輝いている場面を話題に

し、その中で個々の成長を全スタッフで共有していけるように努めた。 

次年度方向性 引き続き、子どもの成長の場面を全スタッフで共有できるよう、共有の仕

方を工夫しながら実践していけるようにする。 

2 計画・ねらい 感謝を言葉で伝えあう。 

実践結果 子どもや保護者様に対してはもちろんスタッフ間においても、相手の良い

ところ、頑張っているところに気づき、認め、声に出して褒めることを施

設長がまず実践するように心がけた。園会議でお互いへ感謝を伝える機会

を設けた。 

次年度方向性 日々の保育の中で子どもたちを褒め、認め、感謝をすることはもちろん、

スタッフ同士も感謝やいいところを認める場を設け、スムーズなコミュニ

ケーションをとることができるようにしていく。 
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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 
０人 １５人 １５人 １５人 １５人 １４人 ７４人 

年度後半：

10~3月 
０人 １５人 １５人 １５人 １５人 １５人 ７４人 

 

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 

３0９

人 

227

人 

357

人 

306

人 

299

人 

309

人 

344

人 

335

人 

396

人 

333

人 

373

人 

326

人 

3906

人 

うち0

歳児 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

（解説）電車通勤の保護者様も多く延長保育のご利用が多くあった。 

 

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 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

うち0

歳児 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

（解説）数年ぶりに登録、予約があったが保護者様のご都合でキャンセルとなり結果利用者がいなか

った。 

 

 

〈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 １２

人 

看護師 １人 栄養士 ３人   
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パート 

スタッフ 

保育士 ３人 用務 １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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 食育計画振返り、確認と共有 

事故防止委員会 月1回 自園及び系列園で起きた事故のケーススタディと改善策・全園

事故防止委員会での内容共有・ヒヤリハット及びインシデント

の検討、分析、振り返り 

ケース会議 月１回 要支援児個別計画の振り返り及び省察・用紙園児個別計画の見

直し 

リーダー会議 随時 園全体の連携、相談、運営にまつわること 

クラス会議 週1回 ねらいの確認、子どもの様子報告等 

 

 

〈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４回 主任・ミドルリーダー 
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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 衛生的改善と疾病の予防処置、施設内衛生管理全般 

安全対策係 定期安全点検・防災自主点検・設備点検チェック・事故防止チェッ

ク、ハザードマップ作成更新 

防火管理者 消防計画・備蓄品の確認・安全対策係の任命・自衛消防組織 

食品衛生管理係 食品の安全に対する管理、食育会議の計画・実践 

内部監査係 内部監査項目指摘事項1桁の推進 

畑係 畑の環境整備・年間計画 

生き物係 飼育に関する管理 

 

 

〈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 どろんこ祭りの計画、保護者との連携、地域への告知、安全対策 

運動会係 運動会の計画 

生活発表会係 生活発表会の計画 

 

 

 

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 

・保健的で安全な環境の中で子どもの生活の安全を「自分で」の思いを汲み取

り、子どもの主体性や自発性を尊重しながら援助したり、温かく見守ったりし

た。 

・保育者の身体的な関わりを伴う養護的な場面に、子どもが経験している教育的

な側面を併せ、養護と教育が一体となって豊かな人間性を持った子どもの育成を

目指した。 
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・安心できる保育士との関わりの中で、食事、排泄等の活動を通して自分でしよ

うとする気持ちが芽生えるように心がけた。 

・保育者の話かけや発語が促されることにより言葉を使うことを楽しめるように

した。 

・保健的で安全な環境をつくり、快適に生活できるようにした。 

・一人ひとりの子どもの欲求を十分に満たし、生命の保持と情緒の安定を図っ

た。 

・友だちと一緒に食事をしたり、様々な食べ物を食べる楽しさを味わえるよう環

境を整えた。 

・身近な人と関わり、友だちと遊ぶことを楽しめるようにした。 

・生活に必要な言葉が分かり、したいこと、して欲しいことを言葉で表現できる

ように促した。 

・自分で出来ることに喜びを持ちながら、健康、安全など生活に必要な基本的習

慣を次第に身に付けられるようにした。 

・幼児クラスへの憧れや期待感を持って過ごすことができるように関わった。 

・友だちとのつながりを広げ、集団で活動することを楽しめるような雰囲気を作

るようにした。 

・進んで異年齢の子ども達と関わり、生活や遊びなどで役割を分担する楽しさを

味わえるように心がけた。 

・感じたことや思ったこと、想像したことなどを、様々な方法で工夫して自由に

表現できるよう環境を整えた。 

保育参加 

4～3月まで 合計２４名 が参加済み  （3月１日時点） 

・保護者懇談会や保護者対応の中で保育参加へ誘うようにし、参加して頂く中で

日頃の保育をご理解いただく機会となるようにした。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計５７名 が参加済み  （3月１日時点） 

・後期にご希望の保護者様に向け、個人面談を実施した。お子様の話をゆっくり

と共有する機会となった。 

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

 ・別紙「２０２３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 体験を通して食べる意欲へと繋げる 

実践結果 プランターや畑での栽培活動を明確にし、子どもはもちろん全スタッフが

関わるようにした。 

野菜の皮むきやお米とぎなど、給食を作る過程に触れ、体験できるように

した。子どもの体験する内容を調理、保育スタッフ間で話し合い共有をし

ながら計画した。 
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次年度方向性 引き続き全スタッフが食育に取り組み、より多くの体験を子どもたちがで

きるように努める。 

2 計画・ねらい 食の循環から食の重要性・大切さを学ぶ 

実践結果 コンポストについては土作りの実践が困難だった。 

また、梅ジュース作りや味噌作りを経験し、食材の加工に興味関心を持て

るようにした。 

次年度方向性 ワンルームでも実施できるコンポストを取り入れるようにしていく。 

食材の加工は今後も取り入れて、楽しく経験できるようにしていく。 

3 計画・ねらい 一つの食材から様々なものができることを知る。 

実践結果 大豆や小麦粉など調理法で様々なものが作られることを学ぶ機会をもう聞

けた。また、梅ジュース作りや味噌作りを経験し、食材の加工に興味関心

を持てるようにした。 

次年度方向性 引き続き、楽しみながら食材の加工や調理法の違いなどを経験できるよう

に計画を立てる。 

 

 

〈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／１２月２３日に実施 

歯科検診 ６月２１日に保育園にて実施 

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 

①  ４月１８日に保育園にて手洗い指導を実施 

②  ６月２０日に保育園にて歯磨きについて 

③  １１月１６日に保育園にて幼児期からの性教育について 

流行した感染症 ２月にインフルエンザ、園児１９名感染報告有り。３月13日に終息 

発作・痙攣等の対応 特記事項なし。 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・３月２３日にキックオフ会場にてエピペン研修を新入スタッフ３

名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ２０名のうち、２０名が使用可能 
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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・換気を徹底した。 

 

 

〈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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０日 

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１５日、10月３１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、１２月２３日 

歯科健診 各年１回／６月２１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２２日、10月２１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 養護と教育が一体となった保育を目指し園内の環境を整える 

実践結果 個々の発達に合わせ、愛情豊かに応答的な関わりを大切にしながら、常に

環境の見直し、改善を行うよう心掛けた。 
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次年度方向性 引き続き、養護と教育が一体となった保育を目指す。 

2 計画・ねらい 子どもたちが遊びこめる環境を整える 

実践結果 子どもたちの主体性を第一に考え、一人ひとりがじっくりと遊びこむこと

ができる場が保障されているかスタッフ間で連携を取りながら環境の見直

し、改善を行うようにした。 

次年度方向性 目の前の子どもたちに合わせた最善の環境を整えていく。 

3 計画・ねらい 子どもと考える 

実践結果 話し合いの場に子どもを交え、共により良い環境を考えていくようにし

た。 

次年度方向性 大人主体となってしまわないよう、常に子どもたちを真ん中に置いた環境

整備の実践ができるようにしていく。 

 

 

〈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 トンネル（乳児） 乳児室 毎日 異常なし 

2 ジャングルジム 幼児室 毎日 異常なし 

3 L 字パーテーション 保育室 毎月 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 実践結果 

防災 

危機管理マニュアルに則り、災害発生時には対応フローチャートに従う。 

防災計画に基づき、避難訓練を実施した。 

2 実践結果 

ケガ事故防止 

危機管理マニュアルに則り、ケガ発生時には対応フローチャートに従う。 

事故防止委員会にてケガや事故の共有、検証、再発防止策を共有する。 

3 実践結果 

防犯 

危機管理マニュアルに則り、不審者侵入時にはフローチャートに従う。 

防災計画に基づき、不審者侵入訓練を実施した。 

4 実践結果 

光化学スモッグ 

危機管理マニュアルに則り、光化学スモッグフローチャートに従う。ま

た、行政の連絡に従って対応する。 

5 実践結果 

熱中症 

環境省の熱中症予防情報サイトを随時確認し、子どもの活動が危険な時に

は屋外活動を避けるようにする。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉 今年度の振返り 

今年度、実習生の受入がなかった。本部との連携を図り、次世代の保育者を育て、また、実習生を

受け入れることによりスタッフ自身が自らの保育を振り返り、指導する力を身につける機会となるよ

うにしていく。中学生の職業体験は 3 校の生徒、計９名を受け入れた。子どもたちとの交流や、保育

士という仕事に触れることで、保育士の仕事を理解し、子どもたちとの関わりを持つ機会となった。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

実施なし 

 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

１０月１１～１

３日 
大田区蓮沼中学校 ３人 

１１月２９～

12月１日 
大田区立糀谷中学校 ４人 

１月２４日～２

６日 
大田区馬込中学校 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 

２２

日 

１３

名 

２０

日 

１１

名 

１７

日 

１０

名 

１５

日 

１１

名 

１９

日 

１１

名 

１６

日 

１２

名 

２１

日 

１３

名 

２５

日 

１３

名 

１６

日 

１２

名 

２０

日 

１４

名 

２２

日 

１４

名 

２３

日 

１４

名 

園内研修 ２２

日 

１３

名 

２０

日 

１１

名 

１７

日 

１０

名 

１５

日 

１１

名 

１９

日 

１１

名 

１６

日 

１２

名 

２１

日 

１３

名 

２５

日 

１３

名 

１６

日 

１２

名 

２０

日 

１４

名 

２２

日 

１４

名 

２３

日 

１４

名 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

３月２～３日 八山田どろんこ保育園 他園研修 １名 無 

 

 

〈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 

1名 

１５

日 

1名 

２０

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 

２０

日 

1名 

１７

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１１日に Web にて１名（保育士）が出席 

第２回：１１月９日に Web にて１名（保育士）が出席 

第３回：１月１１日に Web にて１名（保育士）が出席 

 

 

〈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 

地域に開かれた保育園を目指し、保育士からの日常の挨拶はもちろんのこと、近隣公園での保護

者との関わりや他保育園とのコミュニケーションなど丁寧にかつ、積極的に関わる姿勢を持つよ

うに努めた。 

 

〈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：交通公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：大森駅前交番、ウェルシアアトレ大森店、フルー

ル・カレン、ITS’DEMO アトレ大森店、カプリチョーザアトレ大森店等 
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世代間交流 新型コロナウイルスのため実施なし 

異年齢交流 ２月７日に山王小学校にて施設見学を実施 

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 

計画に基づき、交流の実施を図るが、新型コロナウイルスのため、交流の実践に至らなかった。交

流の復活を目指し都度電話などで交流の申し出をするようにした。 

 

 

〈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 

２月７日 山王小学校 １３名 施設見学（山王小校舎

内） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

個々の保育計画を立て、見通しを持って保育にあたるようにした。日々変化していく子どもたち

の様子を観察、記録し、全スタッフで共有し保護者とも共有しながら、どのスタッフでも保育が

できるような体制づくりに努めた。 

 

 

〈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：全正規スタッフ 

支援の必要な子どもの様子、課題から支援の方向性の共有を行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

子どもの特性を生かした支援の経過伝え、連携をしていくようにした。 

5歳児の児童要録を作成し、小学校との連携、引継ぎを行った。 
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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 

３名 ８名 
１１

名 
２名 

２８

名 

３０

名 

２６

名 

１６

名 
０名 ２名 ０名 ０名 

１２６

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：交通公園にて 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 

２名 １名 ３名 ０名 ０名 ０名 ２名 ３名 ３名 ２名 ４名 ２名 ２２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１月１３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：１４時００分 

自己評価終了時刻：１４時３０分 

自己評価実施者：施設長、主任、保育士 
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〈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：１００％ 

 

（省察）特に幼児クラスの保護者様よりお迎え対応についてのご意見が出ていた。できるだけ日中の

様子がわかるスタッフが対応を行い、普段のエピソードを伝えるようにするなどお子様の様子の伝え

方を工夫するようにした。また、スタッフが忙しそうにしていて相談したり話しかけたりすることが

しづらいとのご意見も見られたので年明けに乳児、幼児ともにご希望の方に個人面談を実施した。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：メリー★ポピンズ アトレ大森ルーム  施設長 池田 エミ 
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２０２２年度 市川どろんこ保育園 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～ 
「主体性を持って行動する」という園目標のもと、保育者は子ども一人ひとりの育ちを理解し、子ど

もの「やりたい」気持ち、ありのままの姿を受け止めながら保育を行った。 

どろんこ会の保育理念、保育方針を柱に、子どもたちにとって本当に必要な活動の意味を理解し基本

活動を実践した。 

全職員で SDGs17の目標について学び、子どもたちにとって必要なことは何かを考え、コンポスト

を設置し、廃棄食材を土に混ぜて再生させる等、環境への取り組みを行った。 

子どもの遊びから見えてくる育ちや心が動かされた事象をポートフォリオやエピソード記録を作成

し、保護者に向けて掲示、保育内容を共有した。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 連続性のある保育計画作成 

実践結果 担任週会議で子どもの育ちを共有し、子どもたちにとって本当に必要なこ

とは何かを考え、保育計画に落とし込むようにした 

次年度方向性 引き続き、子どもの育ちを一番に考え計画を記入していく 

2 計画・ねらい 子どもの遊びから見えてくる育ちや心の変化の読み取りを深める 

実践結果 子どもの遊びの場面をポートフォリオで見える化し、スタッフ間、園内に

掲示することで保護者への共有もした 

次年度方向性 掲示内容を見直し、見やすさ、伝わりやすさにこだわって作成するように

する 

3 計画・ねらい 丁寧な保育の徹底 

実践結果 子どもに接する際の言葉、表情、しぐさ、接し方等丁寧に関わるようにし

た。また園内研修等で関わりについてのディスカッションをした 

次年度方向性 園内研修で、虐待防止研修を行い丁寧な保育を心がける 

 

 

〈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 保護者の気持ちに寄り添い、①思いやり②誠実さ③謙虚さ④感謝を忘れ

ず、おもてなしの心を込めた子育て支援を提供する 
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実践結果 降園時3分間対応を丁寧に行うことができるよう、園内研修を行った。園

内研修で学んだことを実践した 

次年度方向性 実際に他者のお迎え対応を見る機会をつくり、学ぶ姿勢を忘れない 

2 計画・ねらい コミュニケーションツールの充実を図る 

実践結果 連絡帳、タイムライン、ポートフォリオの掲示を実施した。実際に見本と

なる連絡帳、タイムライン等を園内研修で共有し、学びに繋げた 

次年度方向性 引き続き、見本となる連絡帳、タイムラインの共有をすることで、学びを

深めていく 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「ちきんえっぐ」の活動に興味をもってもらい、参加人数を増やしていく 

実践結果 気軽に参加できる内容のものを、月1回「ちきんえっぐだより」を発行し

た 

次年度方向性 引き続き、「ちきんえっぐだより」で共有をする。参加者には丁寧に対応

することでリピーターを増やしていく 

2 計画・ねらい 子育て支援の宣伝 

実践結果 コロナ禍ということもあり、宣伝活動には至らず、参加者が少なかった 

次年度方向性 地域に開かれた保育園を目指し、宣伝を行っていく 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい スタッフ一人ひとりがしっかりと目標を持ち、具体的な取組みを明確にす

る 

実践結果 スタッフと年2回面談し、目標と実践内容の共有をした 

次年度方向性 スキルアップ評価シートを用いて目標の共有を行っていく 

2 計画・ねらい スタッフの「にんげん力」ＵＰ 

実践結果 各種研修に参加したスタッフが園内研修で内容を発表し、スタッフのにん

げん力ＵＰを図った 

次年度方向性 自園に必要な研修を毎月の会議でスタッフに共有し、全体の学びに繋がる

ようにする 



20221215 版 

 

3 計画・ねらい マネジメントの理解 

実践結果 リーダー会議を開き、園の問題点を抽出、園運営、後進育成に努めた 

次年度方向性 園目標や保育のねらい等を鑑み、後進育成に努めていく 

 

 

〈５〉美観意識 

1 計画・ねらい 整理整頓された施設 

実践結果 年2回大掃除を行い不要なものを整理し、掃除しやすい環境を整えた 

次年度方向性 年2回の大掃除を実施し、整理整頓された施設を維持する 

2 計画・ねらい 美観意識を極める 

実践結果 日頃からスタッフ一人ひとりが目に見えるゴミを拾い美観意識に努めた 

次年度方向性 全てのスタッフが美観意識を高められるように気づきを共有していく 

3 計画・ねらい 清掃表等の見える化 

実践結果 事務室に全体の清掃表を置き、押印することでまだ掃除をしていない箇所

を全員が把握できるようにした 

次年度方向性 引き続きわかりやすい掃除表を掲示し整理整頓、美観意識に努める 

 

 

〈６〉保育計画の充実 

1 計画・ねらい 期日までの立案 

実践結果 事務時間の確保をしていたが期限までに立案を終えていないスタッフがい

た。個別に声をかけることで期限を意識するようになっていた 

次年度方向性 一人ひとりが期限を意識できるように、見える化をしていく 

2 計画・ねらい 保育指針の読み込み 

実践結果 園会議で保育所保育指針について学ぶ機会を作った 
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次年度方向性 引き続き、学びの機会を作っていく 

3 計画・ねらい 子どもの育ちを捉える 

 

実践結果 子どものありのままの姿を受け止め、寄り添い過ごすことで、安心して過

ごせるように配慮した 

次年度方向性 引き続き、子どものありのままの姿を受け止め過ごせるように配慮する 

 

 

〈７〉チーム保育 

1 計画・ねらい 担任が保育することに捉われず、子ども一人ひとりに多くのスタッフが関

わる 

実践結果 担任交換の機会が十分ではなく、実践も不十分であった 

次年度方向性 今年度の反省を踏まえ、人的な環境設定を行っていく 

2 計画・ねらい 保育観のすり合わせ 

実践結果 それぞれスタッフの保育観の違いがあり、方向性をすり合わせるのに時間

を要した。昼礼、会議等で子どもの姿を共有し、方向性をすり合わるよう

にした 

次年度方向性 昼礼、会議だけではなく普段から保育について語り合える集団になるため

に、対話の時間を多く設ける 

3 計画・ねらい 保育の相互評価 

実践結果 会議で各期のまとめ、それぞれの保育について語る場を設け、共有した 

次年度方向性 昼礼、会議だけではなく普段から保育について語り合える集団になるため

に、対話の時間を多く設ける 

 

 

 

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 
1085人 1887人 2019人 2385人 2143人 2320人 11839人 
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年度後半：

10~3月 
851人 1403人 1616人 1904人 1896人 1996人 9666人 

 

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 

640

人 

563

人 

680

人 

484

人 

420

人 

420

人 

520

人 

582

人 

604

人 

564

人 

526

人 

545

人 

6548

人 

うち0

歳児 

0人 14人 34人 22人 23人 22人 23人 32人 24人 35人 46人 25人 300人 

（解説）3月は見込み人数 

 

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 

０人 0人 0人 3人 23人 17人 22人 26人 31人 41人 53人 50人 266人 

うち0

歳児 

０人 0人 0人 1人 2人 2人 7人 8人 14人 13人 18人 20人 85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 14人 看護師 1人 栄養士 3人 事務 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 7人 用務 1人 嘱託医 2人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

 

給食運営会議 月1回 献立振り返り、食育体験計画共有、アレルギー対策 

事故防止委員会 月1回 当月の事故記録、インシデント、ヒヤリハットの振り返り、他

園の事故記録分析・再発防止策話し合い 

ケース会議 月1回 要支援児の姿、個別計画の立案・振り返り 

昼礼会議 週1回 保育計画の振り返り、子どもの姿共有 

 

 

〈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12回 主任 

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 衛生・予防に関する提案を園会議で共有 
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安全対策係 事故防止委員会の開催、年2回不審者訓練実施 

防火管理者 避難訓練実施、消防署への届け出 

食品衛生管理係 衛生点検、食の安全食育活動の取り組み 

畑係 年間農業計画の元、種、苗購入 

生き物係 子どもたちと一緒に世話をし、命の大切さをつたえた 

 

 

〈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 どろんこサポーターズとの連携 

 

 

 

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 

・自分でできることは自分でできるように支援した。 

・異年齢での活動の機会を多くし、園全体が「大きな家」になるよう努めた。 

・ひとつではなく、たくさんの経験から自分で活動が選択できるよう、環境設定

を行った。 

・お腹がすくまでめいっぱい遊ぶ時間の確保をした。 

保育参加 4～3月まで 合計22名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計5名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 健康な心と体を育むために、体を使う遊びを十分に行い、お腹を空かせ食

欲をかきたてる 
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実践結果 ０～２歳は11時半、３～５歳は12時までめいっぱい遊び、心も体も満た

されるようにした。 

次年度方向性 戸外活動の時間確保に努める。 

2 計画・ねらい 環境を意識し、生ごみやヤギの糞から堆肥づくりを行う 

実践結果 食品残差と野菜クズ等を用いてコンポストを作成し、土の再生を行った。 

次年度方向性 年２回コンポストを活用した土づくりの継続をする。 

3 計画・ねらい 好きな場所で好きな友だちと好きな時に食べる 

実践結果 コロナ禍でスタッフが一緒に食事を囲むことが出来なかったが、好きな場

所で食べたいものを食べる経験が日常になった。 

次年度方向性 スタッフも含め、全員が好きな場所で好きな人と食べられる空間を目指

す。 

 

 

〈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16日／11月17日に実施 

歯科検診 6月29日／10月29日に実施 

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 

・7月20日に2歳児クラスにて手洗い指導を実施 

・1月31日に1歳児クラスにて歯磨き指導を実施 

流行した感染症 ・８月31日～9月2日、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、3・

4・5歳児休園 市川市へ報告  

・1月17日～1月19日、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、0・1

歳児休園 市川市へ報告  

発作・痙攣等の対応 計2名に対し、計2回ダイアップ使用 
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エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月7日にエピペン研修をスタッフ31名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ29名のうち、29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） 

・12月16日に園にて AED 研修をスタッフ10名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ29名のうち、12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、うがい指 

導・手洗い指導を行った。また消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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15日、10月3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16日、11月17日 

歯科健診 各年２回／6月29日、10月29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7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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

 

1 計画・ねらい 整理整頓、清潔を意識し、子どもがいつでも気持ちよく生活できるように

する 

実践結果 事務室に全体の清掃表を置き、押印することでまだ掃除をしていない箇所

を全員が把握できるようにした。 

次年度方向性 わかりやすい掃除表を掲示し整理整頓、美観意識に努める。 

2 計画・ねらい 子どもが自由に選択して遊び込める環境を作る 

実践結果 自由選択の日を設け、子どもが自分の行きたい場所、やりたいことを十分

に楽しめる環境を整えた。 

次年度方向性 日々の保育を振り返り、遊び込める環境を子どもの姿に合わせて作ってい

く。 

3 計画・ねらい 戸外活動の充実化を図る 

実践結果 9時出発、12時帰園の実践をした。9時に出発できない理由を突き詰め、

保育者間で改善策を話し合った。 

次年度方向性 戸外活動の時間確保の継続を図る。 

 

 

〈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 タイヤ 園庭 毎日 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 実践結果 毎月の消防避難訓練、消火訓練の実施、水防訓練の実施 

2 実践結果 防設備対策の実施（自動火災報知機、煙感知機、誘導灯、排煙灯） 

3 実践結果 年2回の不審者訓練 

4 実践結果 ヒヤリハット、インシデント、事故記録記載による事故と、事故防止委員

会による検討会議 

5 実践結果 園内外のハザードマップによる危険個所の確認と安全確保の周知 
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6 実践結果 施錠の徹底、外部侵入者の立ち入り禁止 

7 実践結果 光化学スモッグ発生時には、役所などの情報機関が発信する情報をもとに

戸外活動を控える 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

地域におけるボランティアの養成とともに、次世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成

するために、実習生、職業体験を受け入れた。学生の不安な気持ちを受け入れながら、保育を楽しみ、

保育の仕事に魅力を感じてもらうことが出来るように対応した。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

4月27日 大妻女子大学 1人 園見学 

6月6日 拓殖大学 1人 園見学 

7月14日 東京家政大学 1人 園見学 

7月19～22日 東京こども専門学校 2人 ボランティア 

８月２２～９月６日 愛国学園専門学校 1人 観察実習 

8月4日 帝京科学大学 1人 園見学 

8月4日 千葉こども専門学校 1人 園見学 

2月13～27日 和洋女子大学 2人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月2日～8日 東京都江戸川区松江第四中学校 5人 
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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 

４日 

31名 

13日

31名 

３日 

31名 

１日 

31名 

５日 

31名 

２日 

28名 

７日 

28名 

４日 

28名 

９日 

28名 

13日 

28名 

17日 

29名 

5日 

29名 

園内研修 ４日 

31名 

13日

31名 

３日 

31名 

１日 

31名 

５日 

31名 

２日 

28名 

７日 

28名 

４日 

28名 

９日 

28名 

13日 

28名 

17日 

29名 

5日 

29名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

4月16日 船橋どろんこ・つむぎ宮下 自閉症の世界を知ろう 14名 有 

5月25日 市川市学校教育部指導課 就学前研修 1名 有 

6月29日 園長大学保育士大学 
生きる力の強い子を育てる

研修 

1名 
有 

10月28日 
市川市こども政策部こども

施設運営課 

市川市立保育園公開保育・

協議会研修 

2名 
有 

12月8日 
株式会社ポピンズプロフェ

ッショナル 
地域子育て支援研修 

1名 
有 

12月8日 市川市こども施設運営課 不適切な保育の防止 
1名 

無 

1月24日 園長大学保育士大学 遠見さんから学ぶ性教育 
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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

0名 

20日 

0名 

17日 

0名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

全社員研修 11月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 該当者なし 
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〈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 

コロナ禍の中、積極的な活動は出来なかったが計画を実施する工夫を進めることは出来た。 

〈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：遺跡公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ダイエー、マクドナルド、鬼越駅、ユニクロ、ユー

カープ古屋、市川鬼越郵便局、TOHO シネマズ、市川中央図書館等 

世代間交流 9月7日に実施 

異年齢交流 2月2日に実施 

その他活動 なし 

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 

コロナ禍の中、交流は多く持てなかったが、交流に参加した。 

 

 

〈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 

7月3日 卒園児 

 

20名 どろんこ祭り 子ども間交流 

10月1日 卒園児 

 

20名 運動会卒園児競技 子ども間交流 
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2月初旬 大和田小学校 22名 DVD 鑑賞 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

・個別計画の作成、生活習慣、言語理解、運動感覚、対人関係社会性、興味関心、家族環境、関係

機関との連携等、の記載 

 

・個別計画の見直しと、今後の支援を話し合った。 

・保護者、関係機関（発達支援センター）と連携し、必要な支援を学んだ。 

 

 

〈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：29名 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・自園で作成したアプローチカリキュラムをもとに、子どもの発達の特徴を捉えながら保育を展開さ

せた。 

・保育所保育要録を作成、各園に送付した。 

 

 

 

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 ４名 ４名 ０名 ０名 ４名 ４名 ６名 ８名 ０名 2名 ２名 34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1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1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 2名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ２名 

どろんこ 

芸術学校 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計2回実施済み 

参加者延べ人数 
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どろんこ 

自然学校 

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 ２名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 2名 ０名 ４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 

月1回   公園名：遺跡公園にて 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 ２名 ４名 ０名 ０名 ４名 ２名 ６名 ８名 ０名 ０名 ２名 28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８月９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：9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、乳児リーダー 

 

 

〈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：76％ 

 

（省察） 

4月からの施設長交代による保育観の相違に対してのご意見があった。気軽に子育て相談ができる

か、との問いに保育者が忙しそうで相談したいときに相談できない、とのご意見をいただいた。園内

研修を行い、保護者に寄り添った支援について学び合った。 

また、いただいたご意見に対して、保育者は自分達には何ができるか話し合いの場を設け、自園でで

きることを丁寧に行うようにした。 

 

 

 

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
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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   

報告すべきご意見：０件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべきケガ：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：市川どろんこ保育園 施設長 吉野 美和子 
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２０２２年度 新座どろんこ保育園 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～ 
・新座市の恵まれた自然環境の中、四季の移り変わりや季節ごとの植物・昆虫に触れ、心が動かされ

る体験活動を積極的に行った。 

・感じたことを様々な表現方法で人に伝えることを大切にし、定期的に様々な素材に触れ、思いおも

いに表現する活動を行った。 

・感染症予防に配慮しつつ、畑で収穫した野菜を加工する経験や、焚火で煮炊きするといった食育活

動を年間通して行うことができた。 

・毎月の園会議で、子どもの情動的スキルを育むための研修やディスカッションを行い、保育の質の

向上を目指した。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 協働力を身に付け、次世代を生き抜く力を身に付ける 

実践結果 運動会や生活発表会の練習を進める中で、子ども同士で試行錯誤し、話し

合いで一つの事を成し遂げる経験ができた。 

次年度方向性 通年通して協働できる活動を計画する。 

2 計画・ねらい ０歳児からの保育についての意識を深める 

実践結果 保育の質を上げる会で、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を

1年通して学んできた。 

次年度方向性 更に学びを深め、環境の整備・保育者の関わりを追求していく。 

3 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画の作成 

実践結果 毎月、各クラスで立案会議を開き、子どもの姿の共有と発達について 

話し合いを行った。 

次年度方向性 子どもの遊びが更に深まる環境の整備と保育計画を行う。 

 

 

〈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 保護者の悩みや子育て相談に寄り添う 

実践結果 個別面談を行い、お子さんの保育園での様子やご家庭での様子、保護者の

悩みを共有する機会を設けた。 

次年度方向性 保護者参加行事を増やし、保護者と子どもの話が気楽にできる関係性を築

く。 

2 計画・ねらい ポートフォリオ、タイムラインで日々の様子を保護者へ伝える 

実践結果 毎日の様子をタイムラインで配信することを日課とした。 

次年度方向性 全園児のポートフォリオを作成し、保護者に共有する。 

3 計画・ねらい 保育参加の実施 

実践結果 保護者懇談会や個別面談時に働きかけた。 
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次年度方向性 お迎え時や掲示など、気軽に保育参加ができるよう体制を整える。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園の様子を外部発信する 

実践結果 ブログ配信ができなかった。 

次年度方向性 ブログを開始する 

2 計画・ねらい 新型コロナ感染症対策をしながら地域の方が集う場所の提供をする 

実践結果 園内・園庭解放で来訪者のリピーターもいた。 

次年度方向性 地域のニーズに合わせて、開かれた園を目指す。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 若手職員育成 

実践結果 定期的に職員と面談を行い、個別の悩みや問題点の解決をサポートしてき

たが、全ての職員の進捗を確認できる面談はできなかった。 

次年度方向性 全ての職員と定期的に目標に対する進捗確認面談を行う。 

2 計画・ねらい 同僚性を高める 

実践結果 子どもの楽しいエピソードを語り合う風土はできつつある。 

次年度方向性 特技を活かしあい、リーダーを中心にチーム力向上を目指す。 

3 計画・ねらい ノンコンタクトタイムを作る 

実践結果 人員体制が変わり、ノンコンタクトタイムを作ることができなかった。 

次年度方向性 体制の見直しを図っていく。 

 

 

〈５〉子どもの表現力を伸ばす 

1 計画・ねらい 表現する喜びを提供する（子どもの権利） 

実践結果 週に1回、様々な素材や画材を用意し、自由に表現あそびができるようコ

ーナーを設置した。 

次年度方向性 素材を増やし、異年齢で自由に造形表現ができるコーナーを設置する。 

2 計画・ねらい 豊かな感性を育む 

実践結果 恵まれた自然の中で、様々な植物や虫に触れ、感じたことを様々な方法で

表現する子どもの姿を受け止める事を大切にしてきた。 

次年度方向性 心が動かされる体験活動を模索し、実践していく。 

3 計画・ねらい 自己表現を尊重する 

実践結果 まだしゃべれない乳児であっても、自分の思いを伝えようとする眼差しや

行動に丁寧に関わり、言葉で代弁をしながら言葉の獲得・言語表現の心地

よさが感じられるようにしてきた。 

次年度方向性 発達に見合った表現ができる環境を追求し、実践していく。 
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〈６〉子どもの人権と子ども観を尊重した保育 

1 計画・ねらい ０歳児から人としてリスペクトし、自己決定を大切にした保育の実践 

実践結果 月に1回の園会議の中で、子どもの人権や子ども観についてのディスカッ

ションや研修を行ってきた。 

次年度方向性 一人ひとりの子どもの発達や特性を理解し、丁寧な保育を目指す。 

2 計画・ねらい 子ども一人ひとりの発達に寄り添った保育 

実践結果 ・発達を学ぶ研修に参加した。 

・保育園は大きなお家として年齢問わず、多様性や育ち合いを大切にして

きた。 

次年度方向性 ・発達にあった遊びの環境の整備をしていく。 

・すべての子どもが夢中になれる場所が見つかる環境を追求する。 

3 計画・ねらい 子どもの最善の利益 

実践結果 子どもを観察し、「必要な環境や言葉がけ」についての意識は高まってき

たが、環境の整備が不十分だった。 

次年度方向性 子ども観について深堀りして、応答的で丁寧な保育の実践をしていく。 

 

 

 

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 
36人 90人 85人 90人 78人 84人 463人 

年度後半：

10~3月 
36人 90人 89人 90人 79人 83人 467人 

 

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 

112

人 

155

人 

167

人 

143

人 

132

人 

155

人 

155

人 

150

人 

132

人 

128

人 

151

人 

170

人 

1750

人 

うち0

歳児 

9 

人 

14 

人 

16 

人 

14 

人 

12 

人 

16 

人 

16 

人 

14 

人 

15 

人 

15 

人 

13 

人 

16 

人 

170 

人 

（解説）１８時０１分以降利用者総人数 

 

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 
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利用総

人数 

0 

人 

6 

人 

5 

人 

3 

人 

8 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

22 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

2 

人 

1 

人 

3 

人 

1 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

7 

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 12人 看護師 1人 栄養士 2人   

パート 

スタッフ 

事務 1人 用務 2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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 食育に関わる事項 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデント検証 

自園、他園事故記録簿からの検証 

ケース会議 月1回 要支援児、気になるお子さんの支援について 

リーダー会議 月1回 園の課題を抽出し、解決策を検討 

 

 

〈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 
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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 

看護師 

主任会議 

／法人本部 

年3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 保育環境・衛生・予防に関わる提案実施 

安全対策係 防犯・保育備品の安全点検及び事故防止 

防火管理者 消防署への届け出・避難訓練の実施・改善取り組みの実施 

食品衛生管理係 衛生点検・予防および管理と全スタッフへの指導 

畑係 年間を通して食育計画案の作成・実施と、畑の管理 

生き物係 生き物の飼育管理 

 

 

〈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 どろんこ祭りの企画・実施 

 

 

 

4. 保育支援 
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〈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 

保育参加 4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計45名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 畑で収穫した野菜を味わう 

実践結果 ・大根・さつまいもの収穫では、収穫祭を行い、漬物にしたり、味噌汁に

したり、様々な加工や調理を子どもと一緒に体験できた。 

次年度方向性 収穫した野菜の加工や調理を子どもと一緒にアイデアを出し合いながら計

画を立てる。 

2 計画・ねらい 食の循環を意識した保育 

実践結果 コンポスト作成はできたが、大人が中心となり、子どもが日々行うことが

できなかった。 

次年度方向性 給食の野菜くずやヤギの糞を、年長児の毎日の仕事し、子どもを中心にコ

ンポストでたい肥を作っていく。 

3 計画・ねらい 食の環境教育の実施 

実践結果 加工食品、魚の解体など、計画が季節に合わず行えなかったものがあっ

た。 

次年度方向性 季節にあった計画を立て、実践していく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 5月12日／10月27日に実施 

歯科検診 6月15日に新座どろんこ保育園にて実施 

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） 
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その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

①  12月1日に幼児室にて性教育１回目を実施 

②  12月2日に幼児室にて性教育２回目を実施 

流行した感染症 ①  通年、園児29名・スタッフ11名蔓延し、新座市保育課へ報告 

②  12月にウイルス性胃腸炎、園児17名感染報告有り。1月4日に終

息 

発作・痙攣等の対応 該当なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月２３日に園にてエピペン研修をスタッフ3名、が新たに受講し

習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ18名のうち、18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） 

・設置なし 

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。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1日、10月4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／5月12日、10月27日 

歯科健診 各年１回／6月15日 
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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22日、10月28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 子どもの発達に合った環境を整える 

実践結果 子どもの興味・発達に合わせて、定期的に環境の見直しを図った。 

次年度方向性 子どもの姿ベースで OODA を活用して環境を追求・見直しをし続ける。 

2 計画・ねらい 一人ひとりの強みを引き出し伸ばす環境を整える 

実践結果 自らが選んで遊べる環境ではあったが、ゾーンの数が少なく、追求ができ

ていなかった。 

次年度方向性 子ども一人ひとりの発達や興味を職員間で共有して、環境の整備を図る。 

 

 

〈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 登りロープ  園庭  毎日 異常なし 

2 見晴らし台 園庭 毎日 異常なし 

3 やぎ小屋 園庭 毎日 異常なし 

4 パーテーション 乳児室 毎日 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 実践結果 防災 消防計画に基づき毎月15日に避難訓練を実施した。 

2 実践結果 ケガ事故防止 事故簿・インシデント・ヒヤリハット報告書を運用し、月

に1回の事故防止委員会で検証・事故未然防止に努めた。 

3 実践結果 防犯 年に2回、不審者侵入訓練を実施した。  

4 実践結果 光化学スモッグ 光化学スモッグ情報で注意報を把握し、発令があった際

には速やかに室内に移動した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

1 年を通して実習生の受け入れを行った。保育士のすばらしさ、やりがいを感じてもらえるよう心掛
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けた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

7月25日～29日 大宮こども専門学校 1人 観察実習 

9月5日～21日 
文京学院大学 

人間学部児童発達学科 
1人 責任実習 

９月26日～10月7日 大宮こども専門学校 1人 責任実習 

1月30日～2月13日 
十文字学園女子大学 

人間生活学部人間福祉学科 
1人 部分実習 

2月6日～21日 東京福祉保育専門学校 1人 観察実習 

2月15日～21日 東京こども専門学校 1人 観察実習 

2月22日～3月8日 
文京学院大学 

人間学部児童発達学科 
1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

実施なし 

 

 

 

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 

22日 

19名 

27日

19名 

24日 

18名 

29日 

18名 

26日 

18名 

30日 

18名 

28日 

18名 

25日 

18名 

23日 

18名 

27日 

18名 

17日 

18名 

17日 

18名 

子育てスキル

講座 
  

24日 

4名 

1日 

3名 
   

2日 

2名 

2日 

2名 
   

012歳児の発

達研修 

講師：田中真

介先生 

3月25日にズームにて18名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師謝礼 80000円 講師謝礼 8000円 

合計 80000円 合計 8000円 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月25日 埼玉県社会福祉協議会 感染症予防基礎研修 1名 無 

 

 

〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 

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 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、予定通りにいかないことも多くあった。その中でも

できることを模索しながら交流を深めた。 

 

〈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：畑中黒目川公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：街探検、ドイト、花屋、アコレ、印刷工場、郵便局 

世代間交流 1月11日に園にて餅つきを実施 

異年齢交流 1月26日に新座第四小学校にて四小祭り来訪 
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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 

WEB にて小学校1年生担任、近隣の保育園と情報交換を行った。アプローチカリキュラム作成のた

めの勉強会まではできなかった。子ども間共有は、近隣の保育園の園児や小学生との関わりと、小学

校校内を案内してもらい、小学校進学に期待の持てる会となった。 

 

 

〈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 

7月7日 新座第四小学校 

 

2名 保・幼・小合同研修会 職員間交流 

8月20日 新座第四小学校 

 

1名 意見交換会 職員間交流 

1月26日 新座第四小学校 

1年生、近隣保育園 

15名 交流会（新座第四小学校

教室、校内核施設） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月のケース会議にて個別記録から対象児童の様子を共有・振り返り、計画の見直し、課題抽

出を行った。四半期に一度の見直しを行っている。 

 

 

〈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：36名 

対象児童の様子、成長、課題を職員間で共有し、全職員の共通理解の基保育実践をするようにし

た。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

スムーズな接続ができるよう、電話で子どもの姿を共有し、保育児童要録の提出をする。 
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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 

2名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 2名 2名 2名 2名 2名 12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9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8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：畑中黒目川公園にて 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 0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５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。 

自己評価開始予定時刻：１０時００分  

自己評価終了予定時刻：１２時００分  

自己評価実施予定者：岩崎亮子、渡邊陽子 
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〈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：87％ 

 

 

 

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  0 件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 0 件 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：新座どろんこ保育園 施設長 新居 一枝  
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２０２２年度 仲町どろんこ保育園 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～ 
 

 ２０２２年度事業計画に基づき、子どもの主体性、権利を守る保育を念頭に置きながら保育を行う

ことが出来た。また、保育の連続性も大切にし、子どもが毎日保育園に来たくなるような仕掛けや言

葉掛けを行うことで、ワクワクしながら保育園に通うことが出来るよう意識することが出来た。次年

度も、子ども中心だけではなく、時には大人も中心となることでそれぞれの強みや個性を生かし、誰

もが輝ける保育園を目指していく。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 主体性を守る保育 

実践結果 活動選択ボードを作成したことで、子ども自身が活動や散歩の行き先等を

決めることが出来た。そのため、幼児乳児の交流が増え異年齢保育の充実

へと繋がった。しかし年度後半になると、選択活動ボードの使用頻度が減

ってしまった。 

次年度方向性 次年度も活動選択ボードを続けていくにあたり、再度職員間でねらいや運

用方法について話し合いを行う。また、子ども達とも運用方法について共

有し、継続した取り組みが行えるようにしていく。 

2 計画・ねらい 保育の連続性 

実践結果 保育の連続性を念頭に入れて活動や関わりを行っていたが、日々の活動を

大人が決めてしまう姿が多々見られたが、保育の連続性について保育者間

で認識を深めていったことで、「きのうの続き」が出来る環境が少しずつ

整えられていくことができた。 

次年度方向性 １日の振り返りを実施する時間を設け、翌日の活動について子ども達と検

討する。 

「きのうの続き」の環境が整えられるよう、子ども達が遊んでいる途中の

物、製作などを展示できる場所を設ける。 

3 計画・ねらい 異年齢保育の充実 

実践結果 法人の取り組み「おおきないえ」を念頭に、異年齢保育の実施を行うこと

が出来た。幼児クラスから希望者を募り１日乳児で過ごしたり、乳児クラ

スの子どもが幼児に混ざったりしながら遊ぶ姿も多々見られた。しかし年

度後半になると、乳児クラスへ行く幼児の子どもが少なくなり、交流が減

ってしまった。 

次年度方向性 全クラスが混ざり散歩へ行く日を定期的に設けることで、異年齢交流の場

をさらに設けていく。また、職員間のトレードも積極的に行うことで、そ
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れぞれが子どもの特性や様子を把握し、園全体で子どもを見守る体制を強

化していく。 

 

 

〈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 お迎え対対応の質向上 

実践結果 口頭伝達のみではなく、ホワイトボードも活用することで掲示物や案内、

子どもの様子を見える化することが出来た。 

３分間対応を意識し、その日の出来事や成長を丁寧に伝えていった。 

お迎え時の混雑対応については、お迎え対応職員を一時的に２名に増やす

などして対応を行った。 

月１枚ポートフォリオの作成し掲示したことで、日々の活動の様子や保育

のねらいについても、より詳しくお伝えすることが出来た。 

次年度方向性 継続的に丁寧なお迎え対応するとともに、ポートフォリオの作成も引き続

き行っていく。 

2 計画・ねらい 積極的に個別面談、支援を行う 

実践結果 ケース会議や日頃の職員間での共有を通して、面談が必要な家庭に随時声

を掛けることが出来た。また、お迎え対応を丁寧に行う中で、保護者の不

安や心配事を汲み取り、面談に繋げることもできていた。 

次年度方向性 日頃から保護者とのコミュニケーションを丁寧に行い、いつでも相談でき

る場や雰囲気作り、声掛けを行っていく。また、面談に関しては一度限り

ではなく継続した関わりや2度目以降の面談にも繋げていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ちきんえっぐ行事の充実 

 

実践結果 園前の掲示等は行えていたが、地域に向けた発信が難しかった。 

自然食堂への参加者は見られたが、そのほかの行事についてはあまり参加

者が集まらなかった。 

次年度方向性 市役所や図書館等にお願いし、掲示物やポスターで呼び込みを行う。 

職員の強みを生かした行事や内容を考えていく。 

2 計画・ねらい 地域保護者への関わり 

実践結果 意図して園庭開放に来てくださる方はあまり見られなかったが、公園や園

の前を散歩している親子に声掛けを行うことで、園庭や園内で遊ぶ姿が見

られるようになった。 

次年度方向性 散歩リュックに園の案内や自然食堂のパンフレット等を入れておき、散歩

の際に地域保護者へ配布を行う。 

引き続き、園周辺や散歩先での声掛けを行い、園庭開放へお誘いする。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 職員同士でのスキル向上を目指して 

実践結果 スキルアップ研修を受ける職員が複数名いたが、アウトプットする機会が

設けられなかった。 

水辺の研究発表を通して、水に触れることの大切さや効果について改めて

知ることが出来た。また、準備から研究だけでなく他園スタッフに発表を

行ったことで職員自身の成長や自信に大きく繋がった。 

次年度方向性 研究については、苦労していたが結果として職員や子ども達の為になる結

果となった。次年度は研究テーマを変えて実施していきたい。 

 

 

〈５〉保育者の原体験 

1 計画・ねらい 火の取り扱いを学ぶ 

実践結果 保育の中で、焚火や焚火を用いたクッキングを行うことが出来たが、火の

取り扱いについては原則施設長が行っていたため、職員が火を問い扱う機

会は少なかった。しかし、七輪を用いての火おこしは容易なため職員が積

極的に活用し、火×食育に繋げる体験を行うことが出来ていた。 

次年度方向性 研修の中で火の効果や焚火の方法について学ぶ研修を設けていく。 

誰がいつでも火おこしができ、火の取り扱いができるようにしていく。 

2 計画・ねらい 水遊び川遊びのプロとなる 

実践結果 夏に川遊び資格取得研修の場を設け、職員数名が資格を取得することが出

来た。 

水×子どもをテーマに３か月間、研究を行った。研究内容や方法について

は職員が考え、発表についても有観客で行うことができた。 

次年度方向性 次年度も研修の場を設け、資格の取得保有率を上げていく。 

研究についても、継続して行うか研究テーマを変えて探求を行う姿勢を大

切にしていく。 

 

 

〈６〉保育環境の充実 

1 計画・ねらい 子どもが夢中になり、遊び込めるゾーン設定を行う 

実践結果 室内環境設定を昨年度よりも多く、見直しを行うことが出来た。子どもの

興味関心を職員間で共有し週変りで玩具を変えるなどの設定も行うことが

出来た。 

次年度方向性 活動に飽きてしまっている子どもに対しての活動の枠を広げていく。子ど

もの活動に目を向け、子ども達がいま求めている活動や心情に寄り添った

保育を行う。 
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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 
６人 １２人 １８人 ２４人 ２４人 ２４人 １０８人 

年度後半：

10~3月 
６人 １２人 １８人 ２４人 ２３人 ２４人 １０７人 

 

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 

416

人 

412

人 

477

人 

384

人 

313

人 

393

人 

482

人 

458

人 

423

人 

395

人 

428

人 

450

人 

5,031

人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人 1人 3人 2人 0人 ０人 10人 

（解説）18時以降の利用人数とする 

 

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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（解説）弾力化により定員を多く受け入れているため、一時保育利用の受け入れ無し。 

 

 

〈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 14人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 1人 

事務員 1名 
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パート 

スタッフ 

保育補助 1人 用務 １名 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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

 

給食運営会議 月1回 食育活動についての提案、振り返り 

食事環境についてのディスカッション 

事故防止委員会 月1回 他園、自園の事故記録及びインシデントから原因を探り危険予 

測や今後の対応を話し合う。 

ケース会議 12回 要支援児についての情報共有、対応検討 

クラス会議 月１回 現在の環境や子どもの姿を共有し、保育の質向上に向けて話し 

合いを行う。 

リーダー会議 12回 保育業務における課題の抽出、マネジメントについての話し合

い 

 

 

〈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 
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主任会議 

／法人本部 

年４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 子どもの健康管理、園の衛生維持を実施 

安全対策係 園内外、ハザードマップの管理や施設内外の設備点検及び事故防止 

について会議内で話し合いを行う。 

防火管理者 避難訓練計画、防災自主点検の実施管理等を実施。 

食品衛生管理係 食育会議の計画や実施、食品の安全に関する管理を実施。 

畑係 畑の年間計画の遂行、管理等を実施。 

生き物係 ヤギをはじめとする飼育物全般の管理、維持 

 

 

〈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 来場者に制限を設けず、数年ぶりに開催することが出来た。 

彩夏祭 数年ぶりに開催され、自園の園児や職員が参加し鳴子を踊るこ

とができた。最優秀賞を頂くことが出来た。 

 

 

 

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 

保育参加 
4～3月まで 合計18名 が参加済み  （3月1日時点） 

・5歳児での保育参加の割合が全体の6割を占めている。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計59名 が参加済み  （3月1日時点） 

・全園児の半数以上が個人面談を実施している。 
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〈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 食材の流通経路や加工方法を知り、興味関心を高めていく 

給食の下処理や調理へ積極的に関わりを持つ 

実践結果 散歩へ行く前に玄関で三食ボードを確認することで日常から給食や食材に

興味関心を持つことが出来た。 

毎朝、給食の下処理を行うことが出来ていた。初めは参加していなかった

子どもも興味を持ち、全クラスの子どもが下処理に関わる姿が見られてい

た。 

次年度方向性 今後も同様の活動を継続して行っていく。年間を通して参加していない子

どももいるため 

2 計画・ねらい 保育者×食育支援 

実践結果 朝食アンケート調査を行う際に、ご家庭での食に関する悩みを聞き出すこ

とで個別のアドバイスを行うことが出来た。 

給食レシピを定期的に配信、配布することが出来た。 

次年度方向性 上記内容を次年度も継続して行っていく。 

また、食育相談会等を開くなどして、保護者に寄り添ったイベントを企画

していく。 

3 計画・ねらい 火×食材 

実践結果 焚火で焼き芋や玉子焼き、せんべいを焼くなど火に親しみながら調理を行

うことが出来た。 

次年度方向性 火おこしができる職員が限られていたため、次年度は職員全員が火の管理

を行えるように研修等を実施していく。 

 

 

〈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15日／11月30日に実施 

歯科検診 5月19日に自園にて実施 

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） 
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その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

①  ５月、１１月、２月に自園にて手洗い指導を実施 

②  6月に自園にて歯磨き指導を実施 

③ ９月咳エチケット 

流行した感染症 ①  11月にコロナウイルス感染症に園児6名、溶連菌感染症に園児3

名が感染報告有り。 

② 12月に嘔吐下痢感染症、園児約30名・スタッフ3名が感染報告有

り。 

③  1月にインフルエンザ A 型、園児32名、スタッフ4名感染報告有

り。１月30日に終息 

発作・痙攣等の対応 対応なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

3月23日にキックオフにてエピペン研修を受講し習得済み 

本日時点で、在籍スタッフ22名のうち、22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日にキックオフにて AED研修を受講し習得済み 

本日時点で、在籍スタッフ22名のうち、22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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底するなど各園で記載 

 

 

〈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28日、10月30日に実施済み 
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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15日、11月30日 

歯科健診 各年1回／5月19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22日、10月28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 子どもが自ら遊びを作り出せるような環境作りを行う 

実践結果 大型ブロックや移動式のベンチなど可動式の家具を設けたことで、子ども

達が自ら室内環境を構成しながら遊ぶ姿が見られた。 

しかし、安全面の観点から動かせない棚等もあるため、子どもの主体性と

リスク面の両立が難しい場面も見られた。 

次年度方向性 パーテーションの使用が不可となり、保育室の仕切りが減ってしまった為

代替えの仕切りを作成する。保育室の環境を再構成する際は子どもの意見

を聞いたり子どもの発達を共有したりしながら進めていく。 

2 計画・ねらい 衛生・安全管理について 

実践結果 玩具の消毒清掃は、遊戯室内の点検表を作り消毒の徹底を行った。 

次年度方向性 日光消毒や次亜塩素消毒など、様々な方法や適切なタイミングで行ってい

く。 

3 計画・ねらい 園舎の環境美化 

実践結果 事務所職員や用務員を中心に園舎の美化に向けて清掃を行うことが出来

た。 

次年度方向性 早番遅番でできる掃除をリストアップし、保育士が園舎外の清掃にも力を

入れられるようにしていく。 

 

 

〈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 バイキングテーブル 幼児室 毎日 異常なし 

2 玩具棚 園庭 毎日 異状なし 

3 ままごと冷蔵庫 幼児室 毎日 異状なし 

4 荷物掛け 玄関 毎日 異状なし 

5 座卓 幼児室 毎日 異状なし 

6 パーテーション 乳児室 毎日 異状なし 
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7 活動選択ボード 縁側 毎日 異状なし 

8 ままごと屋台 幼児室 毎日 異状なし 

9 
おむつ替えコーナー間仕

切り 

乳児室 毎日 異状なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 他園、自園で起きた過去の事故等を分析し職員間で共有することで、自園 

での事故発生を予測し対策を適宜行った。 

2 実践結果 避難訓練では係を中心に、具体的に有事を想定し、シミュレーションを行 

うことができた。 

3 実践結果 怪我や事故の際には迅速に施設長に報告し、本部と連携しながら迅速に対 

応を行った。 

4 実践結果 不審者に対する訓練については、保育者に時間の通知を行わず臨機応変に 

対応できるようシミュレーションを行った 

5 実践結果 光化学スモッグが発令された際は、社用携帯のチャット機能を活用し迅速 

に全職員へ共有を行った。また、マニュアルの読み合わせを行い、光化学 

スモッグ発令の際の対応について再確認を行った。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

本年においても、実習受け入れ依頼があった学校等からは積極的に受け入れを行うことが出来た。 

実習の際には指導や振り返りを丁寧に行うなどし、実習生に寄り添うことが出来た 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

7月25～29日 大宮こども専門学校 １人 観察実習 

1月24日～2月

5日 
竹早教員保育士養成所 2人 観察実習 

11月1～15日 
総合学園ヒューマンアカデミ

ー 
1人 責任実習 

８月２２日～９

月１６日／11

月 1 日～ 11 月

30日 

文京学院大学 １人 観察実習/責任実習 
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３月６～３月１

８日 
帝京平成大学 １名 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月6～8日 朝霞市立朝霞第四中学校 6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 

28日 

22名 

31日

22名 

30日 

21名 

29日 

22名 

31日 

22名 

30日 

22名 

31日 

22名 

30日 

22名 

28日 

22名 

31日 

22名 

28日 

22名 

31日 

21名 

園内研修 22日 

15名 

27日

16名 

24日 

17名 

22日 

15名 

26日 

17名 

30日 

15名 

28日 

16名 

25日 

15名 

23日 

16名 

27日 

16名 

22日 

20名 

24日 

20名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月25日 埼玉県社会福祉協議会 感染症予防基礎研修 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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 
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〈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 

地域との交流を積極的に行い地域に根ざした保育を目指し目標を立てていたが、新型コロナウイ

ルスによる影響もありイベントの中止や規模縮小もやむを得ない状況であった。しかし、園庭開 

放や散歩先での交流等は引き続き積極的に続けていくことが出来た。 

 

 

〈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：あけぼの公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：朝霞駅前交番、朝霞郵便局、朝霞消防署、朝霞市役

所、図書館、朝霞駅、うちで花園、セイムス、アコレ、東武ストア、埼

玉トヨペット、はっとり歯科、すぎた子どもクリニック、出雲大社、広

沢観音、旧髙橋家住宅等 

世代間交流 3月に老人ホーム利用者との交流予定 

異年齢交流 日常の中で毎日実施 

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 

新型コロナウイルスの影響により、交流はできなかったが授業見学を行うことができた。また、学校

への通学路探検や学校についての話をするなど、小学校への期待感が持てるよう意識して活動を行っ

た。 

 

 

〈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 
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10月26日 埼玉県内幼保小学校 1名 幼保小連携推進協議会 職員間交流 

1月31日 朝霞市幼保小学校 2名 小学校入学に関わる、幼

保小連絡会 

職員間交流 

1月31日 朝霞第８小学校 24名 授業参見学（１年生） 学校見学 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

気になる児に対しては個別支援計画を作成しケース会議等で共有している。また、ケース会議に 

限らず日頃から昼礼やクラス会議等で定期的に共有を行っている。 

 

 

〈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：6～10名 

毎月ケース会議の時間を設け子どもの共有や対応方法等を話し合っている。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

気になる児に対しては、児童要録だけでなく小学校の教諭と直接引継ぎを行った。 

 

 

 

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 0名 0名 4名 4名 0名  5名 0名 0名 8名 4名 ０名 25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4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 4名 4名 0名 0名 0名 0名 ８名 ２名 0名 18名 

どろんこ 

芸術学校 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計１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 
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どろんこ 

自然学校 
0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 ０名 ２名 0名 2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：あけぼの公園にて 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 5名 0名 0名 0名 0名 0名 5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７月２９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：14時00分 

自己評価終了時刻：15時00分 

自己評価実施者：羽澤佑太、岡崎尚子、鈴木典子 

 

 

〈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：62.7％ 

利用者アンケートの回収については保護者へ積極的に声を掛けたが３７％については回収することが

出来なかった。しかし、全体的に保護者の満足度も向上へ向かっているため、次年度も保護者に寄り

添った保育運営を行っていく。 

 

 

 

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   

 

特になし 
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〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 11月2日 3歳児 左小指中節骨骨折 

空の玩具棚が倒れ、足の小指が挟まる 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

※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：仲町どろんこ保育園 施設長 羽澤 佑太 
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２０２２年度 新羽どろんこ保育園 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～ 
社会情勢が大きく変わり、教育・保育の考え方も変化した現在、一人ひとりの子どもの育ちを養護と

教育の観点から丁寧に見守り、子どもが自ら成長発達しようとする力を育み連続性・継続性を意識し

つつ園目標に向かって日々取り組んできた。 

 今年度もコロナ禍という中、どろんこ祭りは中止になったものの、初めて新羽小学校を借りて行っ

た運動会や生活発表会はつむぎ新羽ルームとともに、普段の遊びの様子や幼児が友だちとともに意欲

的に集団で継続性をもって取り組み、成長した子どもの姿を保護者に披露することができた。 

反面、コロナ禍の中、保護者の保育参加などは少なく、次年度への課題となる。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 保育目標に向かって、見通しを持った職員の行動計画を実践・確立する。 

実践結果 園内研修において、様々なアクティビティを使って、日々の子どもの対応

の仕方を検証していく。一人で考え、少人数で考え、集団として考えるこ

とができるようになり、自ら話し合いを持ち、子どもの気持ちを読みとろ

り自発的に考えるようになり、子どもの姿にも変化が見られることが多

い。 

次年度方向性 さまざまな悩みを持ち、さまざまな葛藤がある中で、子ども主体の保育・

教育を深く追求していく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿から指導計画を作成、実践への振り返りの充実を図る。 

実践結果 WEB を作成する際には、その場に関わるすべての職員が記載することに

よって、多面的に子どもを捉え、それを基に、月案、週案に落とし込むク

ラスが多い。園内研修において様々なアクティビティを使用したが、日常

においてはＷＥＢが使いやすいようである。子どもの興味関心から広げて

いくことができるケースに活用している。 

次年度方向性 WEB は活動の広がりや子どもの様子の広がりに活用することができる

が、深掘りする際は、リフレクションやリフレーミング、デザインマップ

など様々な手法を用いて、多面的に子どもの姿をとらえていくことが望ま

しいと考える。 

3 計画・ねらい 保育士・栄養士・調理員・看護師・用務など全職員でのチーム保育のさら

なる充実を図る。 

実践結果 日常の活動において、それぞれが保育士などと連携を取りながら、子ども

の様子からどのようにつなげ、発展させていくか連携を取りながら進める

姿が見られる。幼児職員、乳児職員がともに連携を図りながら子どもたち

が、連続性・継続性をもって主体的に取り組む姿が多くみられる。 
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次年度方向性 つむぎ職員とのさらなる連携を図りながら一つの組織として運営ができる

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 日々のお迎え対応を丁寧に行う。 

実践結果 ・①伝えるべき事項は、もれなく伝達するようにする。②担当が必ずしも

保護者に対応することができないため、「元気に遊んでいました」だけで

はなく、職員が保育をしている時間の子どもの様子や何かひとこと伝える

ようにする。③その日の様子が伝えられない場合、必ず、次の日など、担

任から詳細を伝えることにより、日々の保育の様子を知らせていく。とい

う3点を意識して取り組んできたが、前半は不十分な点もあり、後期に再

度意識しながら取り組むようにする。 

次年度方向性 朝の受け入れは特につむぎ職員も一緒に行う中で、伝達漏れがないように

するとともに、お迎え時の対応についても、新任職員とともにさらに意識

を高めて取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 保護者懇談会、個人面談を充実させていく。 

実践結果 今年度は、対面での保護者懇談会が開催され、初めて、保育園の方針や子

どもへの対応などを全保護者に説明することができる。また、個人面談で

は、子どもの育ちを共有する大切な時間と捉え、面談を進めることができ

る。 

次年度方向性 年2回は面談を行いながら、子どもの育ちを共有する機会にする。保護者

からの要望があった場合は、すぐに日にちの設定をし、全職員で子どもの

状況を把握したうえで、面談を進める。 

3 計画・ねらい 日々の保育の様子を視覚化していく。 

実践結果 各クラス、調理、畑のファイル、を作成し、月に1度、保護者が閲覧でき

るようにしたが、保護者懇談会時に知らなかった保護者もいることが判明

し、次年度への課題となる。 

行事などの取り組みにおいては、プロセスを重視した保育が行われている

ことを子どもの様子の写真や言葉を拾いながら掲示する。 

次年度方向性 年度初めに全職員で取り組み方を確認し、必ず、保護者に日々の保育の様

子や当園の保育・教育の仕方を視覚化していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育の充実を図る。 

実践結果 毎月の青空保育については、それぞれの担当クラスが責任をもって行う。

地域に遊びに来る子どもたちは、2歳児以下の子どもたちが多いため、年

齢発達に応じて、大型絵本を持参したり、簡単な制作を行ったりしたが、
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コロナ禍の影響もあり、その後、保育園に遊びに来ることが少なかった。 

次年度方向性 青空保育だけではなく、散歩に行く際は、チラシを持参し、保育園に気軽

に遊びに来てもらえるように働きかけるとともに、地域の子どもも一緒に

遊べるように考えていく。 

2 計画・ねらい 地域に当園があることを認識してもらい、交流をする機会を作っていく。 

実践結果 丘陵公園では月1回の草刈を職員もともに行うことを通して、農家の方と

の交流を持つことができ、地域の方々と顔見知りになる。ケアプラザとの

交流を広げ、少しずつ地域との関係が広まりつつあるが、コロナ禍の中、

まだまだ充分とは言えない。 

次年度方向性 商店街ツアーなどを通じて、当園を認識してもらう機会も徐々に増えてい

るので、さらに当園に気軽に来てもらえる機会を作っていく。 

3 計画・ねらい ちきんえっぐの認知度を高めていく。 

実践結果 青空保育の時は、ちきんえっぐだよりを配布したりしたが、普段の散歩で

は地域の方にチラシを配布するまでに至っていず、来季の課題である。 

次年度方向性 地域担当のスタッフを中心に独自のチラシを作成し、散歩に行く際は、地

域の親子と遊ぶ中で、チラシを配布する機会を増やしていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育園目標に向かって、職員の行動計画の進捗状況を明確にしていく。 

実践結果 年度初めに全スタッフが考えた行動計画（原理）を更衣室に掲示し、誰も

がいつでも意識して取り組むようにする。園目標を達成するための大人の

関わり方については、園内研修や日々の保育の中でリフレクションをする

中で、特に乳児期において、養護的な関わり方がいかに大切であるかを意

識したスタッフも多い。 

次年度方向性 スタッフ同士が子どもの視点にたった話をする中で、子どもへの対応、言

葉がけなど意識していく。 

2 計画・ねらい 3本の柱、1～2歳児の5領域、幼児期の10の姿の重要性を追求していく中

で、子どもの真の資質、能力を育むことで、生きる力の基礎を理解してい

く。 

実践結果 エピソードの他、後半になり、ドキュメンテーションとして子どもの姿を

とらえるスタッフが多くなり、日々の保育が子どもの意欲や主体性を鑑み

た取り組みが多くなる。保育の振り返りをする際、経過の写真を子どもた

ちに見せることで、子どもたちもしっかりと言葉で振り返る姿が見られ

る。また、園内研修や保育の質上げ会議などの課題について、実践を積む

ことにより、より、子どもの姿を深掘りする姿勢が見られるようになる。 

次年度方向性 各クラスで指導計画を立案する際に、子どもの姿の深掘りをしながら自ら

成長しようとする子どもをどのように捉えていくか日々スタッフ同士で話

し合っていく。 
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3 計画・ねらい 保育の連続性、継続性を追求する中で、チーム保育を充実させていく。 

実践結果 クラス、調理、用務も含めて、保育者同士が子どもの様子を話し合いどの

ように進めていくかを考えながら保育・教育に取り組む姿が多くなる。ま

た、それを次回にどのようにつなげるかを考えていくスタッフも増えてく

る。 

次年度方向性 つむぎスタッフとともに様々なことを子ども中心に考えていくことができ

るように工夫していく。 

 

 

〈５〉環境の充実を図る（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 各年齢・発達に応じた室内環境の構築を図る。 

実践結果 アクティビティを用いての検証は少なかったが、クラスに止まらず、ワン

フロア―としてどのように環境を構築していくか、子どもの興味から環境

をどのように変化させていくかを考えるスタッフが多い。 

次年度方向性 つむぎの部屋も含めた環境の構築に挑戦していく。 

2 計画・ねらい 子どもの興味・関心に応じた戸外での環境の充実を図る。 

実践結果 戸外遊びをするときにどこの公園に行くのかではなく、何をして遊びたい

のかを子どもに問いかけるスタッフが増え、そのために、何が必要かを子

どもに聞き、準備をし、子ども自身が材料を持っていくことも多くなる。 

次年度方向性 散歩先の効果的な遊びをスタッフが子どもとともに考え、興味・関心が継

続する遊びの構築を図る。 

3 計画・ねらい 戸外・室内での子どもの興味・関心が継続した形で体験できるような室

内・戸外環境を構築する。 

実践結果 戸外で遊んだものを室内環境に取り入れ、室内での興味関心を戸外で生か

す姿が徐々に見られるようになる。反面、試行錯誤の状況も見られるの

で、さらに自然物を活かしていくために子どもの意見を聞きながら進めて

いくことが必要と考える。 

次年度方向性 単発で終わらないために、子どもの興味関心から何が必要なのかを子ども

とともに考えていく。 

 

 

〈６〉チーム保育の充実を図る 

 

ク

ラ

ス

や1 

計画・ねらい 常に、子どものことを話題にする職員集団を構築する。 

実践結果 積極的に子どものことを話すスタッフが多くなり、大人がどうするかでは

なく、子どもの気持ちを捉えながらどのように対応するかを考えるスタッ

フが増える。クラスだけに止まらず、他のクラスや他の職種のスタッフと

話すことも多くなる。 
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次年度方向性 つむぎスタッフも交え、子どもの気持ちを追求していくことにチャレンジ

する。 

 

2 

計画・ねらい 若手、中堅、リーダー格の打ち合わせを月に一度行い、進捗状況を確認す

る。 

実践結果 リーダー格においては、その時の課題に対して、どのように運営していく

かを投げかけ、リーダーを通して他のスタッフに投げかけていくというス

タイルをとることにより、スタッフ一人ひとりが考えて全スタッフに浸透

していくようにする。若手、中堅の会議は特に持たなかったが、それぞれ

が悩んだこと、迷ったこと、質問などを他のスタッフにする姿が見られ

る。 

次年度方向性 リーダー格には常に課題を共有するが、つむぎスタッフも含めて、決して

トップダウンにせず、スタッフが自ら考え組織が一つとなるようにしてい

く。 

3 計画・ねらい 施設長、主任、リーダー格が職員と面談する中で、課題を抽出する。 

実践結果 リーダー格はそれぞれのポジションで、スタッフと連携を取りながら、

日々の保育の悩みに耳を傾ける。また、施設長とリーダー格においてもそ

の都度、話を進めながら課題解決に向かうことができる。対面での面談が

充分にできなかったので、来季の課題となる。 

次年度方向性 職員の MBO を早い時期に面談し、継続した取り組みが行えるようにして

いく。 

 

 

〈７〉インクルーシブ保育の充実を図る 

1 計画・ねらい 個別配慮が必要な園児に対しては、さまざまな対応を検討する。 

実践結果 一人ひとりの子どもが自ら行いたいことは何か、どのようなところで苦戦

しているかを WEB などで見極め、保護者とも共有しながら保育・教育を

進めることができるように心がける。指示や禁止、誘導をせずに子どもの

気持ちを充分受け止める中で、子ども一人ひとりを尊重する対応の仕方を

心がけながら保育・教育を行うスタッフが増える。子どもから学ぶことが

多々あった一年であった。 

次年度方向性 つむぎスタッフとも少しずつ、子どもの見方を共有する中で、深めてい

く。 

2 計画・ねらい 普段より、子どもの良さを認めつつ、できるだけ、子ども同士の関係性の

中で、解決できる方法を探っていく。 

実践結果 子どもが自己決定できるための応答的な対応に対して意識するスタッフが

多くなる。反面、大人が入り込むために、子どもが自ら解決しない場面も

見られ、その都度、どうしていけばよいのかを考えていくようにした。 

次年度方向性 子どもの良さを認め、子どもが葛藤や思考を繰り返すなかで、子どもが自

ら育とうとする力を阻害せず意識しながら関われるスタッフが増える。 

3 計画・ねらい 半期で個別配慮児の計画をスタッフ同士で見直していく。 
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実践結果 幼児クラスは、それぞれのスタッフが一人ひとりの子どもの姿を1枚の

WEB に記載することにより、多面的に子どもの姿をとらえ、良さを認

め、苦戦しているところをどのように対応していくかを検討することがで

きる。スタッフの意思統一ができたため、子どもを誘導せずに、子どもの

決定を待つスタッフが多くなる。 

次年度方向性 子ども同士をつないでいくために、大人がどのように対応しなければなら

ないかを常に考えていく。 

 

 

 

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 
６人 １４人 １６人 １８人 １７人 １６人 ８７人 

年度後半：

10~3月 
６人 １３人 １６人 １８人 １６人 １７人 ８６人 

 

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 

68人 63人 97人 116

人 

96人 107

人 

137

人 

106

人 

93人 97人 102

人 

●●

人 

●●人 

うち0

歳児 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

（解説）コロナ禍における社会情勢の変化で、リモートでの仕事の保護者も多く、延長保育を利用す

る園児が少ない。 

 

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 

0人 0人 3人 3人 1人 1人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 10人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 3人 

（解説）職員体制により、後期は一時保育を休止する。 
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〈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 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 5人 補助 0人 調理 2人 事務 1人 

用務 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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・行事反省及び確認 

・地域・畑（SDGｓ含む）活動の進捗状況の確認 

・事務連絡・討議事項 

給食運営会議 月1回 運営マニュアルに則り、旬な課題を協議（SＤＧｓ、食育活

動、保育士との連携も含む） 

事故防止委員会 月1回 ・1か月間のヒヤリハット・インシデントの分析、検証（役割

分担の徹底） 

・特に検討しなければならない事例について、時系列にて、職

員の連携・行動を検証 

・旬な項目の確認（SIDS、プール遊び、感染症、下痢嘔吐な

ど）保健計画と合わせて検証 

ケース会議 月１回 個別配慮児の状況の把握。職員の対応の意思統一。指導計画立

案など 

週会議・クラス会議 適宜 ・指導計画省察及び立案のためのクラスの子どもの状況把握、

スタッフの意思統一 

・重要と思われる案件の確認 
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〈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月・7月・11月・2月） 

施設長 

調理スタッフ 

保健会議 

/法人本部 

年4回 

（5月・7月・11月・2月） 

施設長 

看護師 

主任会議 

/法人本部 

年6回 主任 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士（ミドルリーダー） 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 園児保健衛生管理、安全管理、環境衛生管理の常時点検など 

安全対策係 避難訓練実施及び検証、環境安全整備点検、危機管理など 

防火管理者 避難訓練計画作成・消防計画に則り、火災・地震・自然災害時の対

応、不審者対応の訓練の実践及び省察など 

食品衛生管理係 食品の安全に関わる管理や啓発、衛生点検の実施など 

畑係 子どもの自主的な行動を援助する共主体を重視した対応を第一と考

え、年間で畑を管理・維持（SDGｓの観点も含み、コンポストや

ヤギ糞の管理） 

生き物係 ヤギの世話・エサの発注などの管理及び環境整備、休日のスタッフ

の当番の進捗状況の確認など 

 

 

〈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 事前準備はどろんこサポーターズの方々が何度も打ち合わせを
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しながら当日に向けて活動していたが、コロナ発生者により、

やむなく中止となる。 

わくわく祭り 担当職員が近隣の保育園の職員と一緒に地域の子育て支援事業と

して実施する。 

 

 

 

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 

・保護者懇談会は対面で行うことができ、保育園の方針を保護者に話すことがで

きる。 

・保育参加は、コロナ禍の影響もあり、少ない状況であるが、年度末になり、希

望する保護者の方も増えつつある。 

・保護者アンケートの結果から、ご意見に対して、保護者懇談会の時に直接話を

する。 

・保護者面談は2歳児からは全園児を対象に行う。また、随時相談に対しては、あ

る一定期間子どもの様子、状況などを全スタッフで実情を把握してから保護者

に対応する。また、ＷＥＢを使って子どもの様子と保育・教育のための保育士

の関わり方などを丁寧に話すことにより、子育てを共有する機会を重要視して

いる。 

保育参加 

4～3月まで 合計9名 が参加済み  （3月1日時点） 

・本年度もコロナ禍の影響で、保育参加を希望する保護者が少なかったので、来

季は、積極的に保育参加をしていただけるように伝えていく。 

保護者面談及び

発達相談 

4～3月まで 合計63名 が参加済み  （3月1日時点） 

・２歳児から５歳児までの保護者の都合の良い時間に来園してもらい共育てがで

きるようにゆっくりと話し合う時間をとることにより、家庭での子育ての考え

方、保育園での保育・教育を伝え合い、共有する良い機会となる。 

 

 

〈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 子どもが、生活の中で、意欲をもって食に関わる体験を重ね、食事を楽し

む。 

実践結果 ・幼児クラスは完全バイキング方式をとるようになり、子どもが好きなも

のを好きな友だちと好きな場所で楽しく食事をすることができるようにな
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る。乳児クラスも子どもに聞きながら量の調整をすることにより、残食が

非常に少なくなる。 

・遊びたい子どもに対して指示や誘導するスタッフが少なくなり、子ども

が自ら食事に向かうことを待てるようになったため、意欲的に食事をする

子どもが多くなる。 

次年度方向性 どのスタッフも子どもに関わる時に同じように待つ、決定させることがで

きるようになる。 

2 計画・ねらい すべてのスタッフがプロとして専門性をいかしながら、子どもが自主的に

食事をするように食育を進めていく。 

実践結果 コロナ禍のため、スタッフが子どもと一緒に食事をすることができなかっ

たが、役割分担を決めて全体の子どもの把握をするスタッフ、姿勢や食具

などの一人ひとりの子どもの状態を把握するスタッフなど決めながら子ど

もが楽しく食事をする様子を見守る体制ができる。 

子どもが自ら炊飯器でご飯を炊く体験をしたり、調理の下準備をする中

で、それぞれの職種のスタッフがアイディアを出しながら食育を進める。 

次年度方向性 継続した取り組みになるよう、アイディアを出し合いながら子ども主体の

食育を進めていく。 

 

3 

計画・ねらい クッキング、畑での作物つくり、伝承的な取り組み（梅干し、みそなど）

ＳＤＧｓの観点からの食材やヤギの糞などの堆肥つくりなど、子どもと一

緒に行いながら持続的・継続的な保育の取り組みを行う。 

実践結果 クッキングまでの取り組みを継続的に行うために、調理と保育士が子ども

の状況を話し合いながら当日を迎え、その後の経過も子どもにわかりやす

く示す事が徐々に増えてくる。 

堆肥についても係が中心になり、子どもと一緒にスーパーに行き、葉物野

菜のいらない部分を大量にもらったり、保護者の協力を得ながら土つくり

から取り組む。スタッフが自主的に勉強会を開催し、どのように土を作る

のか、SDGｓをするにあたり、どのように残飯を活用するのかなど話し合

ったうえで、子どもとともに取り組むことが増えつつある。 

次年度方向性 子どもに作りたい野菜を聞きながら、子どもが自ら畑や田んぼでの作物作

りを意識するように取り組んでいく。 

 

 

〈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9日/11月10日に実施 

歯科検診 6月13日/11月15日に新羽どろんこ保育園にて実施 

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） 
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その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

①  11月2日に新羽どろんこ保育園にて「早寝早起き朝ごはん」を年

長児に実施 

②  11月6日に新羽どろんこ保育園にて怪我の手当の仕方を年長児に

実施 

③  11月16日に新羽どろんこ保育園にてハザードマップ作りを年長

児に実施 

流行した感染症 ①  7月に手足口病、園児23名蔓延し、港北区保健センターへ報告 

②  1月にインフルエンザ、園児5名感染報告有り。1月24日に終息 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、11月18日に救急車要請 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月1日・２日に新羽どろんこ保育園にてエピペン研修を新任スタ

ッフ4名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、25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） 

・２月１日に新羽どろんこ保育園にて AED 研修をスタッフ8名が新

たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、25名が使用可能 

その他保健に関する取組 ・新型コロナウィルス及び他ウィルス感染予防のため、手洗い指導

の徹底を行う。また、室内及び家具・玩具などの消毒の徹底を行と

ともに、一日を通して換気の徹底をする。職員も食事時の黙食やマ

スク、手洗い、うがい、消毒の徹底を行い、罹患リスクを最小限に

とどめるようにする。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表/毎月 毎月25日に計12回実施済み 
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個人衛生点検簿/毎日 毎日実施⇒実施していない日 0日 

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/基本は4月10月に実施しているが、保護者の申

請があった場合に随時確認している。  

保険証は期限を一覧にし、その都度、確認する。 

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9日､11月10日 

歯科健診 各年2回/6月13日､11月15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22日､10月28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 「自ら考え、自ら行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、他の子

どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内、室外とも

に、子どもが自発的に関われる環境設定を行う。 

実践結果 ・子どもの意欲を優先して環境を構築していくが、時に、デッドスペース

になり、それをどのように発展させていくかに至らないスペースもあった

ことが反省である。 

・乳児、幼児の子どもたちがかなり意思をもって、混ざり合う姿が見られ

るようになり、どこに誰がいるかをスタッフ全員で確認しながら保育を行

うこともスムーズになってくる。 

次年度方向性 異年齢で混ざり合う姿が多くなったため、デザインマップやＷＥＢを用い

て、１か月ごとにそれぞれのクラスが検証していく。 

2 計画・ねらい ゾーン設定や玩具の安全性を常に確認しながら、発達にあった遊びの取り

組みを行っていく。 

実践結果 ・室内における玩具の破損がそのままの状態になっていることはない。材

料や設置場所が安全かなど、環境については、自分のクラスだけではな

く、お互いがどのような環境にすれば子どもの安全性を保ち、かつ主体的

に遊ぶことができるのかを試行錯誤しながら徐々に進めることができる。 

・乳児のスタッフと幼児のスタッフがお互い環境を見あいながら、安全性

や子どもの意欲などが保たれるものかを検証する機会も持つようにした。 

次年度方向性 コーナーにおいて、一人のスタッフに任せず、全員で子どもの状況を判断

しながら環境を構築していくように進める。 

3 計画・ねらい 保育中の安全対策や衛生管理などのスタッフの共通理解や体制作りの強化

をする。 

実践結果 ・保育中の事故防止のため、こどもの心身の状態を踏まえつつ施設内の安

全点検において意識するスタッフが多くなる。 
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・睡眠時、プール活動時、水遊び時、散歩時、食事時、歯磨き時などの場

面では重大事故がおこりやすいことを踏まえ、子どもの主体性を大切にし

つつ、室内外の環境に配慮し、チーム保育に努めるよう、幾度となくロー

ルプレイ、シミュレーションを行うようにする。 

・事故防止チェック、設備点検など確実に行い、不備がある場合にはすぐ

に対応し、チャットなどを使い、職員に周知する方法をとる。 

次年度方向性 新たなスタッフが入職することも踏まえ、現スタッフが常に安全性が担保

できているかを確認しあいながら進める。また、つむぎの部屋も一つの施

設として設定していくために、より、組織を一つとして考えていくことが

必要である。 

 

 

〈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 パーテーション 各室内 毎日 異常なし 

2 
どろんこマンショ

ン 

園庭 毎日 2月13日解体済み 

3 ロフト 1歳児室 毎日 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 実践結果 厚労省、法人の運営マニュアル・保育品質マニュアル、自治体条例などに

基づいて行動し、不明な点においては、その都度、確認しながら行動す

る。 

2 実践結果 安全対策係、避難訓練係、事故防止委員会係を中心に、災害、防犯、防災

などの課題をその都度、明確にし、次にいかすようにする。災害は突然発

生するので、ハザードマップの見直しを行い、日ごろから臨機応変に行動

できるための訓練を行う。 

3 実践結果 怪我においては、心身ともに苦痛を負った子どもと保護者の気持ちに誠意

をもって対応する。 

4 実践結果 怪我などの場合、役割分担が不明確な事が多いので、誰が全体把握なの

か、誰がどこを見守るかなどをその都度、徹底するように心がける。 

5 実践結果 他園での事故など、当園にも起こり得る事例は、スタッフに周知し、自園

に置き換えて、検証していく。 

6 実践結果 ヒヤリハット、インシデントは統計を取り、看護師より、その都度、検証

結果をスタッフに周知する。 

7 実践結果 不審者対応については、年２回の訓練で済まさず、施設長不在などのシミ

ュレーションを行う。 

８ 実践結果 有事の際のシミュレーションは自治体のハザードマップに則り、水害につ

いては当園からの避難は必要ないかと思われるが、万が一のことを想定

し、いかに早く新羽小学校まで避難できるか実際に訓練を行う。 
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９ 実践結果 光化学スモッグが発令された場合には直ちに室内に入るようにする。熱中

症アラートについては、発生する前の時間を工夫して水遊び、プール遊び

をすることを心がけて実施する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

希望する学校からの実習生はすべて受け入れながら、保育士の仕事、子どもへの関わり方など、保

育士も一緒に考えるスタンスを取りながら未来の保育士に対して精いっぱい対応をするよう心がける。

中には、「子どもが苦手」「学校をやめようか迷っている」などの学生もいたが、子どもと接する中

で、学校を続けたいという思いを新たにした学生もいる。 

今年度、新羽高校の体験受け入れが可能になり、積極的に何度も交流を重ねることができる。子ど

もと遊んだりスタッフが保育士の仕事について話をする中で、どうしても保育士になりたいという積

極的な生徒もいる中で、専門学校に行く前に、当園にボランティアをさせてほしいという申し入れも

あり、保育園の重要性とともに、未来の保育士のために責任の重さを改めて感じる。来季も高校とは

計画的に交流を進めることになる。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月24･26日、

7月5・7日 
日本児童専門学校 1人 観察実習 

8月29～9月10

日 
日本児童専門学校 1人 部分実習 

2月6日～21日 田園調布学園大学 1人 観察実習 

2月20日～3月

6日 
鎌倉女子大学短期大学部 1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

11月4日 新羽高等学校 19人 

12月2日 新羽高等学校 19人 

2月8･15･20日 新羽高等学校 1人 
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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 

22日 

28名 

27日

28名 

24日 

27名 

22日 

27名 

26日 

27名 

30日 

27名 

28日 

27名 

25日 

25名 

23日 

25名 

27日 

24名 

24日 

24名 

23日 

24名 

園内研修 22日 

28名 

27日

28名 

24日 

28名 

22日 

28名 

26日 

27名 

30日 

27名 

28日 

27名 

25日 

25名 

23日 

25名 

27日 

24名 

24日 

24名 

23日 

24名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月27日 港北区福祉保健センター 3区合同給食施設栄養管理研修  １ 有 

８月17日 港北区役所 港北接続期研修会（接続期） 1   有 

11日24日 港北区役所 
保育施設合同職員研修（保

護者対応） 

１ 
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） 

12日 

1名 

17日 

1名 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

施設長勉強会 12日 

1名 

17日 

1名 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17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） 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

一人ひとりのスタッフが自ら計画を立案し、努力する姿が見られる。日々の中で、気が付いたこと

をスタッフに話しながら保育・教育、組織の運営などを確認する機会を設けていった。年度末に、そ

れぞれのスタッフが計画した MBOがどのように組織の方針や組織の目標に進んでいるかを発表しても

らい、どのように組織に活かしていくか、課題は何かを確認し、来季にいかしていく。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

青空保育は、担当クラスを決め、毎回、必ず行うようにする。乳児クラスの親子が来ていることが

多いので、幼児クラスの子どもと一緒の参加より、同年齢の保育園の子どもとの交流のほうが安心す

る様子である。また、継続はしているものの、今年度はまだコロナ禍ということ、リピーターが増え

ない現状もあり、来季の課題となっている。地域の方々との交流では、丘陵公園での月１階の草取り

に参加する職員を通して、農家の方と知り合い、畑の管理などの話を数回聞く機会が得られる。商店

街ツアーを通じて、新たに銀行を経験したり、スーパーで野菜くずをもらいに行くことによって、地

域の「子ども食堂」のチラシを掲示するなど、少しずつではあるが、地域に広がりつつある。 

港北区内の他園との交流、エリアで行われる子育て支援広場（ニコニコ広場）、港北区内の保育情

報「保育の輪」などに、参加する中で他園とのつながりもできつつある。 

高齢者施設（ニューバード）においては計画するたびに、コロナ禍で中止になり、実行できてい

ず、先方の施設長とコンタクトを取り、来季の計画を早めに立てる。 

 

 

〈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：新田公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：交番、消防署、ケアプラザ、あき本、よつや、あお

ば、ヨネヤマプランテーション、西芳寺、大竹町内会館、杉山神社、横

浜信用金庫、サカイ、野菜直売所等 

世代間交流 8月5日に新羽どろんこ保育園にて予定をしていたが、コロナ禍のため未

実施 

異年齢交流 6月17日、1月20日に新羽高等学校にて学生と七夕飾り作り、おやつ作

りを実施 

その他活動 6月28日にケアプラザにて新羽市に参加 

11月28日にケアプラザにて新羽市に参加 

11月30日に新羽どろんこ保育園にてワオキッズ（学童）と交流を実施 

1月18日に新羽どろんこ保育園にて消防教室を実施 

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 

コロナ禍のため、引き続き、多くの交流はできなかった。しかし、小学校の教師が当園に来園し、

子どもと対応する中で、子どもの集中力や持続力、遊びの工夫を見て、小学校での授業を工夫する必

要があると話したり、小学校の校長先生が、アプローチカリキュラムからスタートカリキュラムの重
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要性を改めて理解したと話され、来年度も交流を増やしていきたいなどなど、少しずつ、保育園と小

学校の連携の扉が開きつつある。 

 

 

〈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 

6月21日 新羽小学校 

1年生 

1名 運動会の絵をかいて教師

が持参してくれる 

職員間交流 

7月上旬 新羽小学校 

 

30名 丘陵公園の畑での交流 子ども間交流 

7月29日 新羽小学校 

 

1名 新羽どろんこ保育園体験

研修 

職員間交流 

2月20日 新羽小学校 

1年生 

1名 学校探検 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

半期に一度、計画を立案し、子どもの成長から、後期はどのように子ども同士の関わりを重視する

かを検討する。保育者の対応が近すぎないか、他の子どもとの関係を広げているかなどその都度、確

認していく、大人がやってあげたり、指示・誘導することではなく、子どもが自ら選択できるような

関わりを検討していく。 

 

 

〈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：のべ60名 

毎月１回のケース会議にて、一人ひとりの子どもの成長、良さの洗い出し、苦戦しているところの

援助の仕方などをスタッフがそれまでの経過を WEB などで作成し、目線合わせをしたうえで、明確

にしている。また、子どもの様子の変化などは随時、スタッフ同士で周知しあうように意識する。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・小学校への引継ぎは、保護者と何を小学校へ伝えていくかを共有し確認してから、小学校の教師

と直接話す中で、子ども一人ひとりの良さを伸ばすように努めてきたこと、苦戦している場合の対応

の仕方など、丁寧に伝えていく。 

・常に、一人ひとりの子どもをスタッフ全員で見守る姿勢をとっている当園において、その都度、

子どもの見方を統一しているが、改めて、進級に際して、スタッフ同士で、子どもの良さを認めなが

ら見守るようにしていく。 
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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 

1名 5名 14名 5名 8名 16名 15名 7名 7名 5名 2名 ●名 89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  

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00    

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 1名 0名 0名 1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20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：新田公園にて 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 

雨天

中止 
3名 1名 １名 

雨天

中止 
２名 

雨天

中止 
５名 ５名 ４名 ３名 0名 ２４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 

２０２３年3月3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：１３時３０分 

自己評価終了時刻：１４時３０分 

自己評価実施者：施設長、主任、幼児リーダー、乳児リーダー 
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〈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：100％ 

 

（省察）保護者からの意見は、保護者懇談会の時に話をする。なお、保育園で意識して行っていると

思われる項目でも、保護者からしてみれば足りないという事実もあり、アンケート以後、一つひとつ

のご意見に対して、さらに、スタッフ全員で意識して取り組むようにする。 

 

 

 

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 

※該当なし 

 

 

〈２〉重篤なケガ（事故含む） 

※該当なし 

 

※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：新羽どろんこ保育園 施設長 黒川 裕子 
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２０２２年度 清瀬どろんこ保育園 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～ 
法人の理念・方針を鑑みながら、子どもの人権を尊重し、生涯にわたる人間形成において極めて重要

な時期の子どもにそばで寄り添う集団として、家庭・地域・行政と連携しながら、最善の促しを行っ

てきた。また、安心安全を最優先しながら当園方針の実施を進め、異年齢保育・インクルーシブ保

育・見守る保育の中でそれぞれの子どもの育ちに応じた環境設定をすることで、子ども同士の主体的

な関わりを尊重し育ちを促す保育を行った。 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「生きる力」の基礎：「にんげん力」を育む 

どろんこ会グループの日課、基本活動の日課、基本活動の充実と質の向上 

実践結果 散歩9時出発前のさくらさくらんぼリズム・座禅・雑巾がけが確実に実施

でき、子どもが出発前に身体を温めることができた。また戸外活動の時間

を見直し、十分に遊ぶ時間を確保できるよう進められた。 

次年度方向性 日課・基本保育活動の励行と質の向上。 

それぞれの日課・基本活動の持つ意味を理解し取り組む。 

2 計画・ねらい 持続可能な社会の担い手を育てる「価値観（ESD）教育」の実践 

実践結果 異年齢保育・インクルーシブ保育・見守る保育を通し、清瀬市という地域

を活かした活動（どろんこ遊び・川遊び）を実施した。 

次年度方向性 原体験や畑活動・どろんこ遊びを通し、継続して進める。 

3 計画・ねらい 協同性を育む環境構成とプロジェクト型活動の実践 

実践結果 主に金融リテラシー教育や運動会での話し合いを通し、①他者との協働 

②感情コントロール ③目標の達成 を実践してきた。 

次年度方向性 異年齢の関りの中で上記3点について進める。幼児においては他社との協

働の中で思いや考えを互いに共有し共通の目的を実現する活動を継続す

る。 

４ 計画・ねらい 知・徳・体を育む保育内容の充実 

実践結果 「運動遊び」「知育遊び」「原体験」「食育」「表現活動」を通し、園の

特色を活かした様々な体験を実施し、友達と協力しながら自分で行動する

よう促した。 

次年度方向性 「子どもが自己選択すべきこと」「大人が教えねばならないこと」を理

解・把握し、継続して実施する。 

 

 

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 おもてなしの心を込めたサービスの提供 
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実践結果 スムーズな登園により安心して仕事に出かけ、お迎え時にはほっとした気

持ちになれるような気持ちの良い施設になれるよう、「笑顔」「挨拶」を

心掛け、明るく心のこもった挨拶と環境整備を行うことを実践した。 

次年度方向性 引き続き継続し、スタッフの誰もが自然と「挨拶」「お迎え対応」が出来

るようになる。 

2 計画・ねらい 保護者と成長を喜び合える温かい信頼関係を築く。 

実践結果 全スタッフが全クラスの子どもの様子を共有し、全員で成長を見守るよう

にした。お迎え時の対応でも保護者と成長を喜び合える信頼関係づくりを

進めた。日々の連絡やタイムラインの他、年間を通して面談を実施した。 

次年度方向性 継続して、うちのこアプリを有効活用する他、適宜個別面談を実施してい

く。 

3 計画・ねらい 子どもの育ちについて解り易くお伝えする為に、指導計画や映像・画像を

使用したドキュメンテーションを作成し、お迎え時に掲示する。 

実践結果 保護者懇談会時に子ども達の日頃の様子を録画した映像・画像をドキュメ

ンテーションにてお迎え時に上映した。 

次年度方向性 引き続き実施し、お迎え時の展示などで共有していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「最高の遊び場」園庭を活用した火・水・土の直接体験の提供 

実践結果 コロナ禍の中、年度後半よりお問い合わせいただき、水遊び、どろんこ遊

び、焚き火等を通し、火・水・土の直接体験の提供を実施した。 

次年度方向性 引き続き、法人方針に則り且つ自園ならではの直接体験活動の提供を実施

する。 

2 計画・ねらい 「気軽に話せる・聞ける場所」専門性を活かした子育て相談 

実践結果 保育士・看護師・栄養士の専門性を活かしながら、煮詰まりがちな子育て

相談に応じた。 

次年度方向性 引き続き実施し、「保護者が息抜きできる場所」として専門性を活かしな

がら実施する。 

3 計画・ねらい 「子育て家庭の繋がりの場」コミュニティスペースの提供 

実践結果 コロナ禍の中、年度後半より清瀬地域支援事業補助金を使用してのイベン

ト開催を通じて、横の繋がりができるよう配慮した。 

次年度方向性 園内の日課や園庭開放等を通じ、引き続き実施していく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 常に清潔で美しい職場環境を維持する。 

実践結果 園を公共の場と認識して行動する大人を目指した。 

雑然としがちな園内の美観が常時維持できるよう努めた。 

次年度方向性 「整理整頓」「清掃」に全スタッフが着意を持ち、誰からも認められる美

しい園となる。 
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2 計画・ねらい 仕事の期日厳守と業務の前倒しを図る。 

実践結果 年間行事から逆算してのスケジュール管理をスタッフ全員でフォローし合

いながら行い、心に余裕を持つことで保育の質低減がないよう努めた。 

次年度方向性 各スタッフが確りと自覚を持ち、引き続き実施する。 

3 計画・ねらい 仕事内容を見直し、無駄を省く 

実践結果 行事の内容については子どもの利益を第一に考え、常に仕事内容のブラッ

シュアップを図った。また「丁寧に」保育にあたることも念頭に置くこと

で保育品質の向上に繋がった。 

次年度方向性 保育は「丁寧」にすることも忘れてはならない。それを前提とし、効率を

あげることを進めたい。 

４ 計画・ねらい 「大人のにんげん力アップ」社会人としての資質向上 

実践結果 スキル向上の為の対人間力を強める研修＆OJT等に参加した。 

次年度方向性 コロナ禍の中、大人も子どももコミュニケーション能力は確実に低下して

いる。井の中の蛙にならぬよう引き続き実施したい。 

５ 計画・ねらい 子ども観、遊び観、保育観を共有する為の園内研修の実施 

実践結果 保育の質上げ会議を通じ、全スタッフへ「幼児期が終わるまでに育てたい

１０の姿」を課題とし、毎月園内共有を実施した。 

次年度方向性 子ども観、遊び観、保育観を共有することで、スタッフ間の連携が高めら

れるよう引き続き実施する。 

６ 計画・ねらい 「保育の充実ならびに質向上」のためのスタッフのスキルアップ 

実践結果 子どもに伝えるべき「生きる術＝遊び・労働・歌」のスキルアップのた

め、法人内外の研修に参加し学びを共有した。 

次年度方向性 スタッフが子どもの良き理解者となるべく、引き続き積極的に法人内外の

研修に参加させることを進める。 

 

 

選ばれる園をつくる 

1 計画・ねらい 「人と環境の魅力が感じられる」温かい雰囲気 

実践結果 「スタッフのチークワークの良さから生まれる明るく気持ちの良い挨拶、

保護者の立場に立った対応」「園庭・室内の安心感を与える環境づくり」

を実施した。 

次年度方向性 継続して実施し、「主体的に行動し充実感あふれる子どもたちの姿」を実

現できるようにする。 

2 計画・ねらい 「保育の価値を自分の言葉で伝えられる」スタッフの PR力向上 

実践結果 保育の質会議を通じ、保育指針及び法人理念・方針を全スタッフが理解

し、保護者へ自分の言葉で伝えられるよう進めた。 

次年度方向性 全スタッフがパンフレット内容を熟知し、園見学対応が誰でもできるよう

進める。 

3 計画・ねらい 全スタッフで共有できる客観的数値目標の達成に向けた取り組み 

実践結果 ①法人内部監査指摘事項数の低減の実現 ②保護者評価として NPS数値

における前年度比の改善 ③第三者評価受審における好評価 の実現に努

めた。 
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次年度方向性 上記①②について更なる数値の向上に努め、それこそが保育の質向上に結

び付くことを全スタッフが共通認識を持てるよう取り組む。 

 

 

業務分担の可視化 

1 計画・ねらい 園全体・各人の業務内容の可視化 

実践結果 組織目標として「共有」を掲げた上、「仕事は準備８割、実施１割、振返

り１割」を励行した。前日に各エリア・時間帯のスタッフ配置の計画を実

施し、良好なチームワークづくりに努めた。 

次年度方向性 上記に加え、「助け合う」ことを前提とし、更なる「チーム清瀬」が向上

するよう進める。 

2 計画・ねらい 日常ルーティン業務の着実な消化 

実践結果 特に感染症流行時にはマニュアル確認を実施しながら、各種チェックリス

トを使用し、清掃消毒業務等の確実な実施を進めた。 

次年度方向性 保育関連業務では勿論のこと、保健衛生面では新型コロナウイルス感染症

についてマスク着用が個人判断に任されることがあることを踏まえ、看護

師が中心となり、冷静着実に業務を進める。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

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 
36人 72人 72人 118人 115人 120人 533人 

年度後半：

10~3月 
36人 72人 72人 120人 120人 120人 540人 

 

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 

325

人 

285

人 

326

人 

268

人 

302

人 

286

人 

310

人 

305

人 

297

人 

288

人 

238

人 

220

人 

3,450

人 

うち0

歳児 

0人 4人 20人 13人 23人 19人 15人 19人 21人 18人 16人 16人 184人 

（解説）特になし 
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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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（解説）複十字病院様の児童を一時保育として受け入れている為、一般の一時保育は受け入れしてい

ない。 

 

 

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 1７人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 2人 

パート 

スタッフ 

保育士 ７人 用務 ２人 事務 2人 嘱託医 2人 

 

 

 

3. 運営報告 
 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園として取り組むべき課題への検討 

給食運営会議 月1回 乳児離乳食進行状況、乳幼児喫食状況等 

事故防止委員会 月1回 他園、自園の記録から自園でも起こりうることを想定し予測す

る力をつける 

ケース会議 月1回 要支援児についての情報共有・検討 

乳児・幼児会議 週1回 保育の計画と振り返り、園児処遇検討 
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リーダー会議 週1回 施設長・副施設長・主任・リーダーによる報告・連絡・検討 

 

 

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・副施設長 

施設長勉強会 

／法人本部 

月1回 施設長・副施設長 

食育会議 

／法人本部 

年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長・副施設長 

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・副施設長 

主任会議 

／法人本部 

年4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 

 

 

係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症予防対策を通年実

施 

安全対策係 危険箇所点検、見失い防止、室内園庭の環境設備点検実施 

防火管理者 消火訓練実施をはじめ、環境設備点検実施 

食品衛生管理係 マニュアルに従った衛生管理、環境設備点検実施 

畑係 農業計画実施のための環境整備、管理 

 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 どろんこサポーターズ（保護者）と企画・当日までの準備・当

日の進行・後日の反省などを実施。今後のどろんこサポーター



20221215版 

 

ズの発展の為のフォローの仕方について深めていきたい。 

清瀬市民フェスティバル係 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度は実施なし 

 

 

 

4. 保育支援 
 

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 

【異年齢保育とインクルーシブ保育を通して】 

・「生きる力」の基礎：」「にんげん力」を育む 

・持続可能な社会の担い手を育てる「価値観教育」 

・協同性を育む環境構成とプロジェクト型活動の実践 

・知・徳・体を育む保育内容の充実 

保育参加 
4～3月まで 合計8名 が参加済み  （3月1日時点） 

・希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計73名 が参加済み  （3月1日時点） 

・ 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 

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 好きな友達と身近な大人と親しみをもって、楽しく心ゆくまで食べる 

実践結果 年度途中よりバイキングを再開。異年齢保育の中で「給食」を通して多く

のコミュニケーション能力を育んだ。 

１年を通して縁側や園庭を活用して気持ちよく食べる環境を用意し、子ど

も達に選択できる給食を実施した。 

次年度方向性 引き続きバイキング給食を通して多くのコミュニケーション・エラーを起

こし、にんげん力育成を計りたい。 

2 計画・ねらい 意欲的に食事に向かい、魚や野菜を中心とした和食を好んで食べる。 

実践結果 離乳食からかぶりつく、つかみ食べを導入した。だしや旬の食材を活かし

た和食の良さや、日本の行事にちなんだ食文化を伝えた。 

次年度方向性 異年齢保育の中の食事を通して、特に乳児は年上の給食を見ながら食べる

ことで、食事に仕方を学んでいく。 

3 計画・ねらい 分かち合う事の素晴らしさや大切さを感じながら食事をする。 
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実践結果 異年齢保育の中でバイキングを実施することで、コミュニケーション・エ

ラーやマナー・エラーが起こり、分かち合うこと・教え合うことの素晴ら

しさを学んだ。 

次年度方向性 食育活動を積極的に行い、それらを通して食事の大切さを伝えていく。 

 

 

保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 6月8日・13日／11月11日・17日に実施 

歯科検診 6月2日に清瀬どろんこ保育園にて実施 

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 

①  6月2日に清瀬どろんこ保育園にて歯みがき指導（紙芝居）（乳

児向け）を実施 

②  12月16日・19日に清瀬どろんこ保育園にて性教育（5歳児向

け）を実施 

流行した感染症 ① 8月に新型コロナウイルス感染症、園児12名・スタッフ2名蔓延

し、清瀬市へ報告 

② 9月に新型コロナウイルス感染症、園児18名・スタッフ3名蔓延

し、清瀬市へ報告 

③ 11月中旬にウイルス性胃腸炎、園児約40名、スタッフ1名蔓延。

約2週間後に終息 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月22日に清瀬どろんこ保育園にてエピペントレーニングを保育

士スタッフ6名、調理スタッフ1名、計7名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ32名のうち、25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） 

・5月2日に清瀬どろんこ保育園場にて AED研修を保育士スタッフ6

名、調理スタッフ1名、計7名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ32名のうち、25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感染症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。 
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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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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30日、10月31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8日･13日、11月11日･17日 

歯科健診 各年1回／6月2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22日、10月21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 

 

 

実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 主体性を育む 

実践結果 自分たちのあそび・生活を自己決定し、自分たちでまかなう事ができるた

めの物的環境構成および「見守る・やってみせる」人的環境づくりを実施

した。 

次年度方向性 継続し、子どもが遊び込める物的環境づくり・「見守る・やってみせる」

の人的環境づくりを実施する。 

2 計画・ねらい 社会性を育む 

実践結果 ひとりひとりを活かした集団を形成しながら「混ざる」異年齢・インクル

ーシブ保育の環境構成を実施 
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次年度方向性 引き続き「混ざる」異年齢・インクルーシブ・見守る保育を実施する。 

3 計画・ねらい 協同性を育む 

実践結果 他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する楽しさや共通の目的が実現

する喜びを味わえる「ひとりひとりのワクワク」「トライアル＆エラー」

のある環境構成を実施した。 

次年度方向性 継続し、他の子どもと協同する楽しさを知る環境構成を作成する。 

 

 

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 ツリーデッキ 園庭 毎日 異常なし 

2 平均台 園庭 毎日 異常なし 

3 丸太ベンチ 園庭 毎日 異常なし 

4 ロープ渡り 園庭 毎日 異常なし 

5 飛び石丸太 園庭 毎日 2022年5月20日 解体・撤去 

6 シーソー 園庭 毎日 異常なし 

7 自然木の平均台 園庭 毎日 異常なし 

8 屋台 幼児棟縁側(移動式) 毎日 異常なし 

9 
遊技台 

(玩具ﾎﾞｯｸｽ付：大) 

幼児棟保育室 毎日 異常なし 

10 
遊技台 

(玩具ﾎﾞｯｸｽ付：小) 

幼児棟保育室 毎日 異常なし 

11 遊技台(ﾌﾗｯﾄ型) 幼児棟保育室 毎日 異常なし 

12 トンネル潜り 乳児棟0歳児室 毎日 異常なし 

13 東屋(室内型) 幼児棟保育室 毎日 異常なし 

14 タイヤ山 園庭 毎日 異常なし 

15 窪みの丸太 園庭 毎日 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 実践結果 備蓄点検を年2回の実施で必要数の確保はできている 

2 実践結果 毎月一回の事故防止委員会の実施で、保育の見直しを行い、環境や子ども

の成長の話し合いもでき有意義な時間となった 

3 実践結果 不審者侵入訓練年二回実施 

うち一回は東村山警察の立ち合いで実施 

4 実践結果 清瀬市より連絡網で通知が入り、全市内の保育園にて共有 

5 実践結果 警察庁 OB 団体による交通安全教室を中里どろんこ保育園と合同で実施し

た（対象年齢：5歳児） 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

新型コロナウイルス感染症の影響で実習の受入先が減少していた影響も有ることから、門戸を広げ、

積極的に受入した。 

また中高生の夏季休暇中のボランティア受入も清瀬市社会福祉協議会仲介の事案の他、個別での参加

も受入した。 

 

 

実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月17～28日 日本社会事業大学 2人 責任実習 

6月13～24日 
総合学園ヒューマンアカデミー

チャイルドケアカレッジ 
1人 観察・部分実習 

8月1～12日 日本社会事業大学 2人 責任実習 

8月29～9月10日 日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

10月1～22日 日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

1月23～2月3日 竹早教員保育士養成所 1人 観察・部分実習 

 

 

小中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月21日 清瀬市立第十小学校 1人 

7月25～29日 自由学園中等科 3人 

7月25日 清瀬高校 1人 

7月26日～8月

26日 
清瀬市立第六小学校 5人 

8月1日 大泉桜高等学校 2人 

8月2日 東大和市立第五中学校 2人 

８月９日～22日 清瀬市立第七小学校 6人 

8月8日・10日 国際基督教大学高校 1人 

8月11日 目白研心高校 1人 

8月1日～17日 東久留米市立小山小学校 4人 
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11月7～9日 清瀬市立第四中学校 1人 

3月2日 清瀬市立第五中学校 2人 

 

 

 

7. スタッフ研修 

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 

22日 

27名 

20日

28名 

17日 

26名 

22日 

28名 

19日 

26名 

16日 

25名 

21日 

28名 

18日 

25名 

23日 

22名 

20日 

26名 

17日 

26名 

24日 

26名 

園内研修 22日 

27名 

20日

28名 

17日 

26名 

22日 

28名 

19日 

26名 

16日 

25名 

21日 

28名 

18日 

25名 

23日 

22名 

20日 

26名 

17日 

26名 

24日 

26名 

 

 

外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月26日 清瀬市 
令和四年度 第一回栄養管理

講習会 
1名 有 

6月14日 多摩小平保健所 
令和四年度 第三回栄養管理

講習会 
1名 有 

6月20日 
学び事業部 

園長大学・保育士大学 

「世界の保育」実践者から学

ぶ～ブラジル・カノア保育園

～ 

1名 有 

6月27日 

7月25日 

学び事業部 

園長大学・保育士大学 

障がいのある子どもたちのセ

クシュアリティ教育 
1名 有 

9月29日 
学び事業部 

園長大学・保育士大学 

ホンモノから学ぶ 児童文化

「紙芝居」の魅力や特性・演

じ方 

2名 有 

10月6日 
学び事業部 

園長大学・保育士大学 
心を育てる保育環境 1名 有 

1月27日 
東京学芸大学附属特別支援学

校 

一人ひとりの未来を支える生

涯 発 達 支 援 学 校 

～QOL の視点から各学部にお

ける支援を考える～ 

1名 有 

3月9日 東京都多摩小平保健所生活環 令和4年度栄養管理講習会 1名 有 
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境安全課 （第11回） 

 

 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

全社員研修 11月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

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 
 

今年度方針・テーマの振り返り 

コロナ禍での子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭および地域社会と連携して保育が展開されるよ

う実施した。家庭や地域および団体の協力を得て、地域の自然、高年齢や異年齢の子どもを含む人

材・行事・施設等の地域の資源を積極的に活用し、豊かな生活体験をはじめ保育内容の充実が図られ

るように実施した。 

また清瀬市の地域支援補助金を活用し、保育家庭のサポートの為、積極的にイベントを実施した。 

 

 

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：中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：竹丘商店街、ふれあい通り、清瀬駅周辺、清瀬市市

役所 等 

世代間交流 9月20日に清瀬どろんこ保育園にてベネッセスタイルケア（介護施設）

と Google Meetを使用しての交流を実施 
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異年齢交流 小学生、中学生職場体験を実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 4・5歳児 実施 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2023年度1月より再開 

 

 

 

9. 小学校との子ども間交流・職員間交流 
 

今年度の振り返り 

年度前半は新型コロナウイルス感染症の影響で小学校より自粛したいと申し入れを受けており実施

できずにいたが、年度後半より許可が下り実施を進めることができた。 

小学校は業務繁忙の中、受入を歓迎してくれ、子ども間の交流が進んだ他、園児の小学校入学に対

する不安感の払拭に繋がった。 

 

 

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 

1月30日 清瀬市立芝山小学校 

1年生 

3名 芝山小学校（体育館） 子ども間交流 

2月7日 清瀬市立第三小学校 

1年生 

22名 第三小学校（体育館） 子ども間交流 

2月9日 清瀬市立第七小学校 

1年生 

22名 授業参観（体育館） 職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

個別支援計画の作成・見直しの状況 

主に支援が必要な園児2名の個別支援計画を作成し、毎月ケース会議を実施した。また他の支援が必要

と思われる園児については個別面談で適宜会話し、市内の子育て支援センターや発達支援施設を紹介しな

がら利用いただくことで、園児の心身の発達が促され、家庭と園との距離が縮まった。 

 

 

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：4名 

主に支援が必要な園児2名のケース会議を実施した。 
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進級引継、および小学校への引継状況 

清瀬市内の小学校数校の他、隣接自治体の小学校数校へ進級引継ぎを実施。主に電話での引継ぎに

加え、直接職員が小学校に赴いた他、小学校の教員が来園される場合もあった。内容は、子どもの発

達状況と対応が難しい場面での園での対応方法、家庭状況を引継ぎし、スムーズな連携に努めた。 

 

 

 

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 0名 0名 0名 １名 0名 0名 0名 0名 10名 10名 10名 31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１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 １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：中央公園にて 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 3名 2名 1名 0名 １名 2名 3名 12名 

※その他、清瀬市の地域支援事業補助金によるイベント（1月三味線鑑賞会、2月人形劇鑑賞会、3月科学実験

ショー）を実施し、地域の子育て家庭や育児休業中の保護者親子が各月１0名ずつ来園した。 

 

 

12. 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

評価会社名 株式会社 学研データサービスに依頼して受審済み 

アンケート配布日：11月18日 
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アンケート回答率（スタッフ）…66.7％／アンケート回答率（保護者）…61％   

経営者ヒアリング・施設長ヒアリング・園審査：2月10日に実施 

 

事前提出した自己評価表に基づいての受審であったが、法人理念・方針に則り回答ができた。結果

は4月以降になるが、指摘事項については今年度の反省として次年度に活かしていきたい。 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２２年５月２０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：９時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：山﨑健、加藤美穂、木本宗子、岩渕恵 

 

 

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：1１７％ 

 

NPS向上比率前年度比５％と急激な変化はなかったが、自由意見欄での厳しいご意見は少ないと

感じた。また子どもの発達について好印象を持たれているご意見が多かった印象であった。年度期初

より組織目標として「挨拶」「笑顔」「清掃」「丁寧」「共有」を掲げ、スタッフ一丸となって取組

んだことが結実した。 

 

 

 

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。 

 

報告すべきご意見   

報告すべきご意見 ０件 

 

 

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：清瀬どろんこ保育園 施設長 西村 貴子 
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２０２２年度 美しが丘どろんこ保育園 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～ 
子どもたちが全力で遊び込めるようにするため、どんな遊びに興味があるのかを個々に見守れるよう

に関わった。“やってみたい”という気持ちを関わりの中で引き出すことはできたが、環境を通して

やってみたい気持ちを引き出すことはできていなかったように感じる。ただ、子ども自身が１日を振

り返ることや、以前の活動の写真を見ながら振り返る中で、子どもたちのつぶやきを拾い、次へのア

プローチを考えようとしているスタッフの姿があった。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子ども主体の保育を確立させる/子ども自身が考える力を身に着ける 

実践結果 自由と放任は非常に難しく紙一重であるため、１年を通してスタッフ間で

考え行動したが、子どもたちが環境を通して自ら行動することが出来なか

った。スタッフの言葉掛けにより、考えるサポートはできていた。 

次年度方向性 環境を通して子ども自らが考え行動できるように、子どもたちのつぶやき

を拾い仕掛けの提供を行っていく 

2 計画・ねらい 子どもの姿の振り返り/園全体で共有し共通理解を深める 

実践結果 休憩時間やふとした瞬間に子どもの姿を共有することや、チャット機能を

利用し姿の共有し共通の理解を持って関わろうとしていた。 

次年度方向性 姿の共有から次へのアプローチや関わりの発展などを付け加えながら共有

することで、子どもたちの遊びへの興味や関心が深まると考える 

3 計画・ねらい 保育士の連携を意識した保育の展開/子どもたちが安心・安全に過ごす 

実践結果 子どもたちの遊びを振り返る中で、人数確認リーダーを中心として声を掛

け合いながら見守ることが出来た。 

次年度方向性 安心・安全に過ごすことに重きを置き過ぎたため、見守る中での発展が少

なかったように感じた。安心・安全を基盤とする中で、遊びの連続性や発

展を想像して見守りたい。 

4 計画・ねらい コンピテンシーNO,3・4の追求 

実践結果 計画や立案については、昨年度よりも計画的に行えていた。ただ、計画・

立案をするのみで振り返りが弱く感じる場面があった。 

次年度方向性 PDCA サイクルを基に、振り返りを重視した計画・立案を進めていきた

い。 
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〈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 お迎え対応の充実/子どもの様子が手に取るように伝わる 

実践結果 お迎え時には、1 日の子どもの様子がよく伝わるように話し、連絡帳やタ

イムラインも活用した。 

次年度方向性 お迎え時に待った気がしないような仕掛けや対応を考えたい 

2 計画・ねらい 常に相談できる環境/家庭と保育園の連携を強化 

実践結果 「いつでも相談してください」という言葉は伝えていたが、スタッフの立

ち振る舞いにより件数としては多くはない。ただ、連絡帳に記載して頂け

ることは多少増えていると感じる。 

次年度方向性 「忙しそう」という立ち振る舞いが目立ち、子育て相談をし易い環境にな

かった。保護者の方が相談しやすい立ち振る舞いを行っていく 

3 計画・ねらい 保護者同士の交流/保護者同士の関わりを深める 

実践結果 どろんこ祭りやどろんこサポーターズのイベント、保護者参加行事など

様々な事柄から交流する機会が多くあった。「継続して行ってほしい」と

いうご意見もいただけている。 

次年度方向性 今年度のように家庭が負担とならないよう配慮しながら交流の機会を深め

たい 

4 計画・ねらい 保育園からの発信/保育園の運営を理解していただく 

実践結果 ドキュメンテーションやエピソード記録など、掲示し園での様子や活動を

発信した。また、発信方法を主にタイムラインで行った。写真の説明だけ

にならないように、前後の子どもの姿も記載することで保育園の運営を理

解して頂けるように努めた。 

次年度方向性 ドキュメンテーションやエピソード記録など掲示だけでなく、見た保護者

からのコメントなどいただける仕組みを構築することで、共育てを意識し

た園運営をしたい。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 見学時の丁寧な対応/保育園を知っていただく 

実践結果 園見学の日程など希望に応えられるよう努めた。また、ただ園運営を伝え

るだけにならないように子どもの姿や今後の想像ができるよう関わった。 

次年度方向性 継続してお子様を預けた際の想像ができるように関わりたい。 

2 計画・ねらい 地域子育て支援に関する情報の提供及び集客 
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実践結果 ケアプラザの掲示板に毎月ちきんえっぐだよりを掲示していただいたが、

集客に結びつかなかった。 

次年度方向性 スタッフと共にどうすれば集客が出来るかを考えていき、地域の方に園を

知っていただく機会を増やしたい。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育養成校からの実習生の受入/保育士不足解消につなげる 

実践結果 実習生を受け入れることにより、保育現場の魅力を伝えられた。園見学を

した学生を、新卒として迎えることが出来た。 

次年度方向性 実習生の受け入れを積極的行い、保育士の仕事のやりがいを伝えていくと

共に、この園で働きたいと思えるような関係性を築く。 

2 計画・ねらい 施設長・主任による定期的な面談（年間 4 回）/現場の思いや思考を吸い 

上げる 

実践結果 主任着任１年目ということもあり、年間を通して施設長のみの面談とな

り、主任の面談時間を作ることが出来なかった。 

次年度方向性 施設長のみならず、主任の面談も行い現場の思いや思考を吸い上げる。現

場に一番近い主任が面談を行うことで、チーム形成を充実させる。 

 

 

〈５〉“なんでだろう”を考える集団 

1 計画・ねらい 子どもの姿や心の動きを考える/子どもの行動を理解する 

実践結果 スタッフ個々になんでだろうと考えていたが、園全体での共有や相談なの

が弱くアプローチに結びつかなかった。 

次年度方向性 子どもたちの行動から予測し、考えを深める中で遊びの連続性を意識した

保育展開をしたい 

2 計画・ねらい 保育士同士のコミュニケーション/多角的に子どもを理解する 

実践結果 スタッフ同士の保育の会話については、休憩時間などで子どもの話をする

ことが大幅に多くなった。ただ、スタッフの子どもとの関わりの意図など

の深い話までとはならなかった。 

次年度方向性 子どもについての会話は増加したため、さらに深められるような研修や、

深める子が重要と感じられるような研究を行いたい 

3 計画・ねらい 保護者や地域との関わり/気持ちに寄り添う 

実践結果 雨天時のお迎えの際にタオルを渡すなど配慮が見られるようになり、おも

てなしの心が育ったと感じる。 

次年度方向性 お迎え時や受け入れ時など保護者の表情を読み取り、適切な対応を心がけ

ていきたい。 
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〈６〉リスクマネジメント 

1 計画・ねらい 人数確認の徹底 

実践結果 人数確認リーダーを中心に十分に確認作業を行えている。 

次年度方向性 今年度同様に徹底して確認を行い、事故の内容に努める。 

2 計画・ねらい リスクを出来るだけ軽減 

実践結果 毎月の事故防止委員やヒヤリハットを共有する中で、危険個所を予測する

ことが少しずつ確立してきた。 

次年度方向性 今年度同様に人数確認の徹底やヒヤリハットの共有を密に行い、リスクを

軽減していく。 

3 計画・ねらい 怪我を恐れない 

実践結果 リスクを考えるが故に消極的な活動になりがちとなっていたが、子どもた

ちの興味関心の幅が増えていく中で、スタッフ自身も挑戦していたように

感じる。 

次年度方向性 今年度同様にリスク管理を行いながら怪我を恐れず挑戦した活動を展開し

たい。 

 

 

〈７〉気持ちが満足する環境 

1 計画・ねらい 室内環境の充実 

実践結果 子どもたちが遊び込めるようなレイアウトを考えた。 

次年度方向性 子どもたちの興味関心を引き立てられるような玩具を考えていきたい 

2 計画・ねらい 園庭環境の充実 

実践結果 地域の方からいただいた玩具を用意したことで、園庭での遊びが増加した

と感じる 

次年度方向性 スタッフが園庭での遊びを好む様子や積極的に園庭で遊ぶ提案をしてい

き、更なる増加を促し必要なものを用意したい 

 

 

 

2. 施設運営 
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〈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 
6人 8人 10人 12人 9人 10人 55人 

年度後半：

10~3月 
6人 8人 10人 12人 9人 10人 55人 

 

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 

14 

人 

17 

人 

21 

人 

24 

人 

24 

人 

29 

人 

21 

人 

21 

人 

23 

人 

20 

人 

26 

人 

20 

人 

260人 

うち0

歳児 

1人 1人 3人 1人 2人 3人 3人 2人 2人 3人 4人 3人 28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 

6人 3人 17人 21人 18人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 65人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 3人 11人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 15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 7人 看護師 2人 栄養士 1人 調理員等 2人 

        

パート 保育士 6人 補助 1人 調理 0人 事務 1人 
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スタッフ 用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・子どもの姿共有 

給食運営会議 月1回 ・アレルギー対応 

・離乳食対応 

・食育について 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハットの検証 

・安全対策 

・インシデントの共有 

ケース会議 月1回 ・支援計画 

・振り返り 

リーダー会議 随時 ・スタッフ間の連携や共有 

・保育運営に関する共有 

フロア会議 月2回 ・月案の確認 

・振り返り 

・子どもの姿共有 

 

 

〈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 
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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 ミドルリーダー 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 手洗い・うがいの指導や歯磨き指導に加え、清掃面やチェック

シートの記入確認を実施 

安全対策係 避難訓練及び安全対策についての窓口となり、確実に実行できるよ

うに働きかけた。 

防火管理者 火の取り扱いについて、日々の確認と焚火保育時の火の管理指

導を実施 

食品衛生管理係 食の安全に関わる管理の実践 

畑係 年間計画に基づき、畑やプランターの整備・管理の責任者として子

どもたちと共に収穫を行う 

生き物係 生き物の世話や体調管理を実施 

 

 

〈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 係りを中心に役割分担がよく出来ていた。今年度は園での主催と

なったが次年度は保護者へ少しずつ委託していく流れを構築した

い。 

運動会係 準備から当日の流れなど細かく計画し終えることができた。次

年度も継続したい。 

生活発表会係 各年齢や異年齢での関わり・姿を保護者へ伝えることが出来たと

感じる。また、大人が主体とならない活動を行ったことで、子ど

もたちらしい姿が印象的であった。 
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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 
年間目標「やりたい気持ちに全力で寄り添い叶えられる保育」を常に意識し、大人主体で

はなく、子どもの意思を尊重した保育を意識して行った。 

保育参加 4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計7名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 意欲を持ち給食を食べる子ども 

実践結果 午前中の活動を多く取り、お腹を空かせ局欲を掻き立てられるようにした 

次年度方向性 遠距離散歩を行いより体を動かせる活動を行う 

2 計画・ねらい 食への関心を深め命の大切さを学ぶ 

実践結果 ブリの解体を行った 

次年度方向性 鶏の解体を検討していく。 

3 計画・ねらい 食材に関心を持つ 

実践結果 魚の解体、鶏の卵、野菜の下処理などを行った 

次年度方向性 調理からの働きかけを強化していく 

4 計画・ねらい 炭火保育の実践 

実践結果 飯盒炊飯や炭火を使っての調理を行った 
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次年度方向性 今年度同様に安全性を考えながら子どもたちで火おこしができるようにす

る 

 

 

〈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16日/11月17日に実施 

歯科検診 6月10日/11月18日に美しが丘どろんこ保育園にて実施 

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 

①   6月9日に美しが丘どろんこ保育園にて歯磨き指導を実施 

 

流行した感染症 特になし 

 

発作・痙攣等の対応 特になし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に美しが丘どろんこ保育園にてエピペン研修を全スタッ

フ受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ23名のうち、23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） 

設置なし 

その他保健に関する取組 新型コロナウィルス蔓延防止のため、玩具の消毒や室内の消毒・換

気を行った。また、子どもたちに向け手洗い・うがい指導を行う。 

 

 

〈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 
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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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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7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16日､11月17日 

歯科健診 各年2回/6月10日､11月18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22日､10月21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 環境を通して行う保育 

実践結果 子どもにとって最適な環境設定を行うためにフロアでの会議を行った 

次年度方向性 スタッフ間での会議を継続し、子どもたちの興味関心の矛先を考えた上で

環境設定をしたい。 

 

 

〈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 パーテーション 幼児室/乳児室 毎日 異常なし 

2 丸太ベンチ 園庭 毎日 異常なし 

3 配膳台 幼児室 毎日 異常なし 

4 竹のぼり 園庭 毎日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 見失い事故及び怪我事故防止対策 

他園で起きた事故を自分ごとと捉え、スタッフ間で共有した。 

2 実践結果 光化学スモッグが発令された際は、社用携帯のチャット機能を活用し迅速

に全職員へ共有を行った。また、マニュアルの読み合わせを行い、光化学

スモッグ発令の際の対応について再確認を行った。 

3 実践結果 遠足や銭湯でバスを利用し移動する際は、バスルールに従って危険を予測

し行動した。 

4 実践結果 防災対策 

毎月の避難訓練において、避難経路や通報訓練などは的確に行えていた

が、訓練と思いながらの訓練になっている 

5 実践結果 防犯対策 

不審者に対する訓練については、保育者に時間の通知を行わず臨機応変に

対応できるようシミュレーションを行った。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

 実習生が不安にならないこと、実習終了後いつでも遊びに来てもらえるような関わりをテーマに実

習生と関わった。実習中には指導や振り返りを丁寧に行うことや、困っていることに対し寄り添うこ

とが出来た。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月23～６月6

日 
聖徳大学通信教育部児童学科 1人 責任実習 

2月6日～17日 
総合学園ヒューマンアカデミ

ー横浜校 
1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

受け入れなし 

 

 

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 
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コンピテンシ

ー自己採点 

22日 

21名 

20日

16名 

17日 

20名 

15日 

17名 

19日 

17名 

16日 

18名 

21日 

14名 

18日 

19名 

16日 

16名 

20日 

16名 

28日 

19名 

24日 

23名 

園内研修 22日 

21名 

20日

16名 

17日 

20名 

15日 

17名 

19日 

17名 

16日 

18名 

21日 

14名 

18日 

19名 

16日 

16名 

20日 

16名 

17日 

19名 

5日 

20名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

12月8 家庭ラボ 障害児保育 1名 無 

1月9日 家庭ラボ 保健衛生 1名 無 

10月27日 家庭ラボ 食育・アレルギー対応 1名 無 

1月10日 家庭ラボ 幼児教育 1名 無 

2月28日 家庭ラボ 食育・アレルギー対応 1名 無 

 

 

〈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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17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） 

 

 

〈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 

新型コロナウィルス感染拡大の影響で、計画通りにいかないことが多かった。その中でもできる



20221215 版 

 

ことを模索し、地域の方と積極的に関わりが深まるよう努めた。 

 

〈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：美しが丘公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：たまプラーザ駅前交番、元石川消防出張所、イトー

ヨーカドー、ベルグーの4月、北部市場、山田が営む肉屋等 

世代間交流 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

異年齢交流 新型コロナウィルス感染予防のため中止 

その他活動 6月13日に美しが丘どろんこ保育園にてタイを知ろうを実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施 （３月は中止） 

 

 

 

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 

小学校との直接交流は感染予防のためできなかったが、近隣園の年長児担任同士がオンラインで情

報共有することで、学び合ったり、子ども同士が手紙の交換等で交流したりすることができた 

 

 

〈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 

8月31日 青葉区内小学校 多数 総会 職員間交流 

12月12日 藤が丘小学校 多数 健やかな子育て講演会 職員間交流 

2月21日 美しが丘小学校 

1年1組、２組 

6名 幼保小交流 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

気になる児に対しては個別支援計画を作成しケース会議等で共有している。また、ケース会議に

限らず日頃から昼礼やクラス会議等で定期的に共有を行っている。 
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〈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：6～9名 

毎月ケース会議の時間を設け子どもの共有や対応方法等を話し合っている。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

2月各小学校に保育児童要録の写しを提出した。 

必要に応じて、電話や対面で引継ぎを行う。 

 

 

 

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 

2名 0名 3名 1名 5名 0名 1名 4名 2名 0名 2名 0名 20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22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 

2名 0名 3名 1名 ４名 0名 0名 3名 2名 0名 2名 6名 17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12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 1名 0名 1名 1名 0名 0名 0名 0名 3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：美しが丘公園にて 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 0名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
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〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

株式会社学研データサービスに依頼して受審済み 

アンケート配布日：8月26日 

アンケート回答率（スタッフ）…●％／アンケート回答率（保護者）…75.6％   

経営者ヒアリング・施設長ヒアリング・園審査：11月22日に実施 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２２年6月30日、２０２３年１月20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：18時00分 

自己評価終了時刻：18時30分 

自己評価実施者：園会議参加者 

 

 

〈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：70％ 

 

（省察）保育運営や子どもたちの活動についてはご理解をしていただけているが、お迎え対応時や子

育て相談がし難い環境にあると感じている方が多かった。次年度は、相談できる環境や個別での面談

を多く促しコミュニケーションを取れるようにしたい。 

 

 

 

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   

特になし 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

特になし 

 

 

※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：美しが丘どろんこ保育園 施設長 佐藤 慶太 
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２０２２年度 大豆戸どろんこ保育園 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～ 
法人の理念である「にんげん力」を育てるために、私たち保育者は子どもの個性を受け止め、一人ひ

とりが協力しあい、共通の目的をもって活動を実践し、自立することで、子どもを真ん中にし、保護

者や地域の方々と共に考えて経験できる環境を目指した。 

まずは、一人ひとりの子どもを丁寧に見ていくことを心掛け、どのような個性を持っているのかを園

会議やフロア会議や学年会議の中で職種を越えて保育者同士が意見を出し、話し合い、その中で保育

者にとまどいがあった時は施設長・主任が寄り添い、保育現場にも入って丁寧に指導した。 

子どもが自主性をもって、友だちと協力しあったり、頼りあったりすることで得たつながりをもてる

機会を見守ることで、自信となり、自立心が育まれ、その経験から年下の友だちにも思いやりをもっ

て関わる姿から、一人ひとりの保育者がチームとして子どもの成長の変化を見守れる体制を作ること

ができ、活動を通して保護者や地域の方々にも伝えることができた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 保育者としての現況からみる課題における園内研修を実施する。 

実践結果 月１回の園内研修において、施設長・主任・中堅リーダーの保育者が主導

を取り、プロの保育者としての現況からの課題出しを行いながら、具体的

な保育の質の向上ができる研修を計画から実施、振り返りまでを行った。 

園内研修をする上で、自園の保育の課題をテーマにしたことで改めて外部

から見られる意識を持つことができ、自園の保育の特性が曖昧であること

も浮き彫りとなった。 

次年度方向性 子どもについて保育者が職種を越えて多角的に捉えることを継続する。 

また、自園の保育の特性を見直し続けながら一貫性を持ち、子どもについ

ての語りあいの大切さに改めて気づけるようにする。 

2 計画・ねらい 他園保育者・保護者・地域の方々と語りあえる地域公開講座を開催する。 

実践結果 保育者・保護者・地域の方々にもすぐに取り入れられる植物についての地

域公開講座を開催した。日々、戸外活動などで気をつけていることや少し

の工夫で花と共存する生活になることなどを織り交ぜた。 

次年度方向性 植物に特化した所から日々の保育と自然がつながる所を目指す。また、自

然との関わりも保育のひとつだということを保護者や地域の方々にも発信

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 子どもについて語り合いながら、互いを知れる保護者懇談会の実施をす

る。 
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実践結果 年2回の保護者懇談会を開き、法人や園からの共有事項を確認すると共

に、保育者と保護者が子どもについて語り合った。新型コロナウイルスの

影響もあり、子どもについて語り合う機会が少なかったため、どの保護者

も真剣に互いの話を聞きあっていた。 

次年度方向性 新型コロナウイルスの現況を受け止め、保育者が保護者にとってどんなこ

とがより安全と安心につながるかを模索する。 

2 計画・ねらい 保護者の希望に応じて、子どもが日々、経験していることを知れる保育参

加を実施する。 

実践結果 保育参加をすることで、子どもがどんなことを経験から学んでいるかを保

護者が一人の保育者として知り、今後の子育てのヒントにつながるように

したが、周知不足から保育参加について詳細がわからず、参加者も少なか

った。 

次年度方向性 保護者にもわかりやすいように掲示物を作成し、保護者の参加を増やす。

保護者も実体験をすることで、子どもや保育者と共に経験して学ぶ大切さ

を継続して伝えていく。 

3 計画・ねらい 保護者の希望に応じて、子どもや子育てについての悩みや相談ができる保

護者面談を実施する。 

実践結果 日々の保育者との関わりだけでなく、保護者の希望に応じて子育てについ

ての悩みや相談を話し、保護者に寄り添いながら、共に考えあえる機会を

提供した。 

次年度方向性 保育者が一人ひとりの保護者にとってどんなことが安心につながるかを模

索する。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て支援活動「ちきんえっぐ」の活動を知ってもらい、活動に参加する

中で自園の魅力も伝える。 

実践結果 「芸術学校」「自然食堂」「自然学校」「寺親屋」「青空保育」について

ポスターの掲示や散歩時の保育者からの声掛けにより、地域の方々にも共

に活動を通して自園について知っていただいたが、地域の方々への十分な

認識には至らなかった。 

次年度方向性 園ならではの特性をより特化して、地域の方々にもわかりやすく、いつで

も気軽に立ち寄れる印象を作り、開示する。 

2 計画・ねらい ベビーステーションや絵本の貸し出し、子育て相談などをよりわかりやす

く表示する。 

実践結果 地域の方々に向けて、周知不足となり、改まった子育て相談件数は少なか

った。一方で、園庭開放などの活動の中で、子育て相談につながることも

あった。 

次年度方向性 保育者が保護者や地域の方々にとってどんなことを安心して相談したいと

思うか、より園に立ち寄りたくなるかを再考し、模索する。 

3 計画・ねらい 他園保育者・保護者・地域の方々と語りあえる地域公開講座を開催する。 
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実践結果 保育者・保護者・地域の方々にもすぐに取り入れられる植物についての地

域公開講座を開催した。日々、戸外活動などで気をつけていることや少し

の工夫で花と共存する生活になることなどを織り交ぜた。 

次年度方向性 植物に特化した所から日々の保育と自然がつながる所を目指す。また、自

然との関わりも保育のひとつだということを保護者や地域の方々にも発信

する。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 他者の考えを知り、受容した上で自分の言葉で発言し、伝えあえる環境を

作る。 

実践結果 どの保育者も日々の中での保育についての雑談や毎週1回のフロア・学年

会議内でも自分の言葉で伝え、相手の思いも聞ける職場環境を日常化し

た。 

次年度方向性 相手の特性に応じて伝える方法を改めて考え、お互いにとって自然に受容

でき、認め合える関係性を目指す。 

2 計画・ねらい 保育者としての現況からみる課題における園内研修を実施する。 

実践結果 月１回の園内研修において、施設長・主任・中堅リーダーの保育者が主導

を取り、プロの保育者としての現況からの課題出しを行いながら、具体的

な保育の質の向上ができる研修を計画から実施、振り返りまでを行った。 

次年度方向性 園内研修をする上で、自園の保育の課題をテーマにしたことで改めて外部

から見られる意識を持つことができ、自園の保育の特性が曖昧であること

も浮き彫りとなった。 

3 計画・ねらい 主任・中堅リーダーが園運営についての組織マネジメントの計画の一員と

なる。 

実践結果 施設長からの園の基本方針に基づいて、月1回のリーダー会議を開き、主

任・中堅リーダーとしてできる園運営についての課題を考え、実行した。

また、チームの中のリーダーとしての役割を改めて振り返り、各チームの

改善点を出しながらチームの向上に努めた。 

次年度方向性 どろんこ会の理念も念頭に置き、園を運営する上で園の基本方針が安定で

きるように話し合い、模索する。また、チーム形成における組織マネジメ

ントを継続して学んでいく。 

 

 

〈５〉安心して「挑戦」と「失敗」ができる環境作り 

1 計画・ねらい 質の高い保育を維持するための話しあいを行う。 

実践結果 週1回のフロア・学年会議に限らず、日々の報告・連携・相談の中で、子

どもの成長や変化に応じて、常に保育者同士が話しあえる環境を作った。 

次年度方向性 どんな時も子どもの興味や発達を捉え、保育者同士で語りあえる環境を継

続する。 
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2 計画・ねらい 主任・中堅リーダーが園運営についての組織マネジメントの計画の一員と

なる。 

実践結果 施設長からの園の基本方針に基づいて、月1回のリーダー会議を開き、主

任・中堅リーダーとしてできる園運営についての課題を考え、実行した。

また、チームの中のリーダーとしての役割を改めて振り返り、各チームの

改善点を出しながらチームの向上に努めた。 

次年度方向性 どろんこ会の理念も念頭に置き、園を運営する上で園の基本方針が安定で

きるように話し合い、模索する。また、チーム形成における組織マネジメ

ントを継続して学んでいく。 

 

 

〈６〉保育環境の整備 

1 計画・ねらい チーム保育を維持するための話しあいを行う。 

実践結果 週1回のフロア・学年会議に限らず、日々の報告・連携・相談の中で、子

どもの成長や変化に応じて、常に保育者同士が話しあえる環境を作り、計

画・実践・振り返りを行った。 

次年度方向性 どんな時も子どもの興味や発達を捉え、保育者同士で語りあえる環境を継

続し、チームで子どもを見ることの大切さを再認識する。 

2 計画・ねらい 園内研修で「戸外環境」「室内環境」について保育者間で丁寧に振り返

り、課題出しを行う。 

実践結果 年2回（上期・下期）に分けて計画・実践・振り返りを行った。また、

日々の振り返りで補えない部分を次の子どもの成長や展開を予測して具体

的に保育者間で話しあった。 

次年度方向性 子どもの興味や発達を捉え、保育者同士で語りあえる環境を継続し、計画

性をもって、環境構成を行う。 

 

 

〈７〉危機管理マネジメント・園環境の美化 

1 計画・ねらい 過去の事故例を共有し、事故の予防に努める。 

実践結果 事故記録簿・インシデント・ヒヤリハットのケースから、今後、予測され

そうな事故を毎週1回の昼礼で共有した。 

次年度方向性 事故防止係が中心となり、全保育者で日々の活動からヒヤリハットの案件

を意識して話し合いを行い、保育の安全性を保つ。 

2 計画・ねらい 園内設備の細やかな点検を行い、安全性を保つ。 

実践結果 事故防止係・用務員が中心となり、園内設備の安全性を確認しながら、全

保育者にも共有した。 

次年度方向性 事故防止係・用務員が中心となり、全保育者で日々の活動から設備の不具

合を意識し、早急な修繕をすることで保育の安全性を保つ。 
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3 計画・ねらい 園内研修で「危機管理」について、保育者間で丁寧に振り返り、課題出し

を行う。 

実践結果 日々の振り返りで補えない部分を次の子どもの成長や展開を予測して具体

的に保育者間で話しあった。 

次年度方向性 保育者間の危機管理に対する意識に一貫性を保てる研修を継続して行う。

その上で今まで気づくことができなかった危険箇所はないかを話し合い、

改善する。 

 

 

 

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 
36人 84人 95人 108人 108人 105人 536人 

年度後半：

10~3月 
36人 84人 96人 108人 104人 102人 530人 

 

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 

116

人 

123

人 

141

人 

110

人 

109

人 

166

人 

150

人 

165

人 

152

人 

130

人 

109

人 

109

人 

1580

人 

うち0

歳児 

0人 0人 2人 2人 0人 2人 2人 3人 2人 1人 0人 0人 14人 

（解説）新型コロナウイルスの影響もあり、標準時間内での利用が多い傾向だった。 

 

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 3人 1人 11人 7人 - - - - - - - 23人 

うち0

歳児 

1人 1人 1人 5人 3人 - - - - - - - 11人 

（解説）2022年9月～休止 
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〈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 11人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

事務 1人       

パート 

スタッフ 

保育士 9人 補助 0人 栄養士 1人 調理員 1人 

 用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

 

給食運営会議 月1回 アレルギー確認、クラスの給食状況、食育会議報告 

事故防止委員会 月1回 危機管理、安全対策、前月の検証 

ケース会議 月1回 保育計画の振り返り、立案、共有、他機関との連携報告 

リーダー会議 月1回 園全体の運営、人材育成計画立案・共有 

昼礼 週1回 事務連絡、子どもの様子共有、事故・怪我共有 

フロア会議 週1回 フロアごとの保育計画の振り返り・立案、子どもの様子共有 

学年会議 週1回 クラスごとの保育計画の振り返り・立案、子どもの様子共有 
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〈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 子ども及び保育者の健康保持のために、施設内外の保健的環境の維

持向上、衛生管理を行い、子どもも保育者も何が健康保持につなが

るのかを再認識した。 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理・点検、事故記録の作成、避難

訓練計画立案・実施し、保育者は何が事故や怪我につながるのかを

再認識した。 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保・点検

し、自園の特性を踏まえた計画と実践を意識することで、より具体

的な反省点も見えた。 

食品衛生管理係 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応をし、より食の安全性を追

求した。 

畑係 年間を通した畑・食育計画立案・実施、畑の管理を子どもも保育者

も何が作物の育成や食物連鎖につながるのかを再認識した。 

生き物係 命の尊さや自然現象への関心を広める機会を設定し、鶏などの生き

物の世話を通して、子どもも保育者も何が生き物への愛着や食物連

鎖につながるのかを再認識した。 
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〈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 保護者と共にどろんこ祭りの企画立案をし、新型コロナウイルス

感染予防策をしたうえで近隣園のまめどくれっしゅと共に開催し

た。 

子育て支援担当 子育て支援事業の企画立案・実施をしたが、新型コロナウイルス

の影響により、参加者が少なかった。園見学や日々の活動を通し

て自園について伝えながら子育て支援活動への参加につながるよ

うに努めた。 

 

 

 

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 

新型コロナウイルスの影響もあり、上半期は参加を希望する保護者が少なかった

が、下半期より、子どもの成長や変化を感じていることから、園での生活を実際

に体験してみたいという声が多く、保育者として参加することで、子どもの安心

基地や安全な配慮について保育者全員が意識して取り組んでいることをお伝えす

ることができた。また、日々の給食の様子や献立の実食から、家庭でも料理の味

付けの意識などが変わったという声も聞かれた。 

保育参加 
4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月31日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計17名 が参加済み  （3月31日時点） 

 

 

〈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 野菜や花などの植物を育てることで畑仕事の充実感を得る。 

実践結果 日々の畑仕事（土づくり・畝づくり・種まき・苗植え・水やり・雑草と

り・収穫）から、命を育てて命をいただく大切さを知ったが、冬季になっ

た時に寒さからの配慮不足から野菜の生長を学ぶ機会が減り、課題となっ
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た。 

次年度方向性 日々の畑仕事を日課とした上で、子どもと共に命を育てて命をいただく大

切さを知り、一年を通して作物の変化を感じていく。 

2 計画・ねらい 自分が「食べたい時に食べたい場所で食べたいものを食べたい人と食べた

いだけ」選択する。 

実践結果 子どもの食に対する意識や意欲が育めるような環境を保育者が意識して日

常化した。一人ひとりの子どもの喫食量も増えていた。 

次年度方向性 日々の食事を意識した上で、子どもが楽しく食べる食事環境の大切さを知

り、食事に対する子どもの変化を継続して見ていく。 

3 計画・ねらい 食育についての学びを教わる機会を作る。 

実践結果 挨拶やマナー、食具の使い方等、食育指導を取り入れ、身に付けていた。

食育指導で学んだことを他児に教える姿がみられた。 

次年度方向性 日々の食事に関することを意識した上で、子どもと共に食事環境の大切さ

を知り、食事に関することに対する子どもの変化を見ていく。 

 

 

〈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16日/11月10日に実施 

歯科検診 6月16日/10月27日に園にて実施 

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 

① 4月・9月に園にて「手洗い・うがいを知ろう」を実施 

② 6月に園にて「歯磨きについて知ろう」を実施 

③ 12月に園にて「性教育について知ろう」を実施 

④ 1月に園にて「歯磨きについて知ろう」を実施 

流行した感染症 ① 4月～12月に新型コロナウイルスに罹患、関係者31名感染報告

有り。横浜市保健所・横浜市こども青少年局に報告済み 

② 1・2月にインフルエンザに罹患、関係者18名感染報告有り。横

浜市保健所・横浜市こども青少年局に報告済み 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、計２回ダイアップ使用 
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エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に園にてエピペン研修を全スタッフ28名が受講し習得済

み 

・本日時点で、在籍スタッフ27名のうち、27名が使用可能 

その他保健に関する取組 嘔吐処理物品の管理、嘔吐処理方法の職員指導、救急用品の管理、 

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、消毒・換気の徹底 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1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16日､11月10日 

歯科健診 各年2回/6月16日､10月27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22日､10月21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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 子どもの興味や姿を捉えたエピソードからドキュメンテーションを作る。 

実践結果 子どもの興味や姿を捉えたエピソードを交えたドキュメンテーション作り

を行い、子どもの姿を的確に捉えた環境について話しあい、毎月１回の園

会議内で発表し、園内にも掲示した。 

次年度方向性 子どもの姿を捉え、保護者や地域の方々にも伝わりやすい視覚化を目指

す。 

2 計画・ねらい 園内環境の美化・緑化の向上に努める。 

実践結果 毎月１回、美化会議を行い、園内環境についての見直しを行い、園内の美

化・緑化の向上に努めた。 

次年度方向性 園内の清掃・整理整頓をする中で園を清潔な印象や美観を保てる具体案を

実行していく。 

 

 

〈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 

築山 園庭 毎月１回 劣化がみられるので、７月・

11月に土の増加や補修をし

た。 

2 
園庭玩具棚 園庭 毎月1回 玩具棚の機能に不備はないか

確認した。 

3 
泥場 園庭 毎月1回 破損などがみられたので、一

時的に元の状態に戻した。 

4 
パーテーション 乳児室/幼児室 毎日 パーテーションの機能に不備

はないか確認した。 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 防犯計画に基づき自衛消防隊を編成し、避難訓練を毎月15日に行う。ま

た、うちのこアプリにて災害緊急連絡先を使用し、園が情報を発信安否・

施設状況・連絡先を情報共有する体制をとった。 

2 実践結果 事故防止・設備点検を年6回行い、怪我や事故防止に最善を尽くした。 

3 実践結果 全園事故防止委員会を毎月1回行い、同グループ内での状況を共有し、事故防

止策を探った。 

4 実践結果 年2回不審者侵入訓練を実施し、避難経路・不審者侵入防止・通報の訓練

を全保育者が行った。 
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5 実践結果 インシデント・ヒヤリハット報告書の運用をし、事故防止委員会で検証を

十分に行うことで事故を未然に防いだ。 

6 実践結果 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響・光化学スモッグ注意報を

把握し、発令があった場合は内容にあった貼紙等を掲示し、通知した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

大学・専門学校の依頼による保育実習の積極的な受け入れも行い、保育実習を通して自園の保育士を

経験する機会を持ち、実習経験から保育士として子どもの命を守ることの大切さやどろんこ会グルー

プの日課や基本活動を園の特性も交えながら、丁寧に教え、伝えた。 

また、これを機会に体験や実習期間が終わっても参加できる行事などのイベントにも声をかけ、誘い、

子どもたちや保育者や保護者や地域の方々と共に自園の魅力を経験できる機会として大学生と交流会

を持ち、SDGsの観点から食育について継続的に学びあった。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月22日～９月

2日 

総合学園ヒューマンアカデミ

ー横浜校 
1人 観察実習、部分実習 

9月12日～16

日 

大妻女子大学家政学部食物学

科 
1人 観察実習、部分実習 

9月26日～30日 大妻女子大学家政学部食物学

科 

1人 観察実習、部分実習 

10月17日～21

日 

大妻女子大学家政学部食物学

科 

1人 観察実習、部分実習 

2月13日～17日 東京家政学院大学現代生活学

部食物学科 

1人 観察実習、部分実習 

2月 16日 ・ 22

日・28日 

大妻女子大学家政学部食物学

科 

6人 観察実習 

2月27日～3月3

日 

東京家政学院大学現代生活学

部食物学科 

1人 観察実習、部分実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

今年度受け入れなし 

 



20221215版 

 

 

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 

22日 

22名 

27日

26名 

24日 

22名 

29日 

22名 

26日 

14名 

30日 

23名 

21日 

21名 

25日 

21名 

23日 

23名 

27日 

22名 

17日 

28名 

20日 

27名 

保育の質研修 22日 

22名 

27日

26名 

24日 

22名 

29日 

22名 

26日 

14名 

30日 

23名 

21日 

21名 

25日 

21名 

23日 

23名 

27日 

22名 

17日 

28名 

20日 

27名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月21日 港北福祉保健センター 
3区合同給食施設栄養管理

研修会 

1名 
有 

9月1日 
横浜市東部地域療育センタ

ー 
療育研修会 

1名 
有 

10月21日 
港北福祉保健センター福祉

保健課 
給食施設栄養管理研修会 

1名 
有 

10月26日 横浜市こども青少年局 
令和4年度第3回接続期研修

会 

1名 
有 

10月31日 港北こども家庭支援課 
令和4年度港北区保育実践

研修 

1名 
有 

12月5日 横浜市こども青少年局 
インクルージョン保育を考

える 

1名 
有 

12月6日 横浜市こども青少年局 中堅保育士等研修会 1名 有 

12月7日 横浜市こども青少年局 
自閉症スペクトラム症の理

解（高機能編） 

1名 
有 

12月21日 横浜市こども青少年局 運動機能障害の理解 1名 有 

12月22日 横浜市こども青少年局 
食物アレルギー対応マニュ

アル研修 

1名 
有 

1月20日 横浜市こども青少年局 看護職等研修 1名 有 

1月24日 港北福祉保健センター 救命救急法研修会 1名 無 
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2月6日 港北福祉保健センター 給食施設栄養管理研修会 1名 有 

2月8日 母子健康協会 第43回シンポジウム 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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17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 該当者なし 

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。また、保育者の特性に応じて個別に業務の振り返りを多くとり、複数人での臨時会議の機会

を提供することでチーム意識の確立とお互いの長所・短所を踏まえたチームでの補い方を経験から学

び、保育の質を上げることへ繋がった。 

 

 

〈５〉日々の状況に応じて、系列園との自主勉強の実施 

同じ法人内で近隣地域の他園と共に「子どもが主体的に活動できるための関わり」について、摘宣、

話し合い、普段の子どもの様子からエピソードを教えあい、記録し、より保育の学びを深めていく計

画を立てていたが、改まった自主勉強会でなく、互いの園へ連携に行き交う中で第三者として見えて

きた園の課題を知る気づきにつなげることで保育の質の見直しを図った。 

また、園内で保育の質についての課題が出た時は、施設長が自主勉強研修を計画し、保育の質の向上

につながるような内容を実施し、研修内容を近隣地域の他園とも共有して学びあえるようにした。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

地域の子育て支援の拠点として、区役所や近隣保育園や近隣小学校などとも協力し、新型コロナウイ

ルス感染予防に配慮しながら交流の機会を計画し、近隣小学校や近隣保育園との交流会や年2回、保
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育・食育についての情報交換ファイルの回覧・共有をした。 

すれ違う地域の方に積極的に挨拶をしたり、園見学等で園に訪問されたりした際には、園について、

より丁寧にお伝えした。 

港北区役所での乳児健診場に半期ごとの活動計画書を用意し、園の入口にも掲示を行って活動の周

知に努めた。新型コロナウイルスの影響はあったが、昨年度よりも少しずつ利用者は増えていた。今

年度の振り返りから今後の活動内容を見直しながら、園の魅力を伝えられるようにしていきたい。 

 

 

〈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：大豆戸公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ユーコープ、港北車庫、大倉山よいこ、ヨークマー

ト、しんよこはま地域活動、ドン・キホーテ、大倉山駅、まいばすけっ

と、等 

世代間交流 1か月に1回 特別養護老人ホーム（新横浜さわやか苑）を訪問し、実施

予定だったが、新型コロナウイルスの影響により、中止 

異年齢交流 7月23日にまめどくれっしゅと共にどろんこ祭りを実施 

その他活動 12月2日に園にてフルール音楽会を実施 

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 

横浜市スタートカリキュラムに基づき、自園独自のアプローチカリキュラムを作成し、年間を通して

計画的に幼保小連携を進めた。また、幼保小連携会議・授業研究会に積極的に参加し、地域の実態を

把握しながら、教員と共に小学校学習指導要領について、これからの未来のために幼児期の子どもに

とって必要な経験は何かを具体的に学び、就学時には、横浜市保育所保育要録を送付し、必要に応じ

て一人ひとりの子どもの情報の申し送り等を丁寧に実施した。 

 

 

〈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 

毎日 大綱小学校 

大豆戸小学校 

54名 通学路確認（大綱小学

校・大豆戸小学校） 

子ども間交流 

11月25日 大豆戸小学校 17名 小学校1年生との交流会 子ども間交流 
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2月7日 太尾小学校 15名 小学校1年生との交流

会・通学路確認（太尾小

学校） 

子ども間交流 

2月14日 大豆戸小学校 13名 小学校1年生との交流会 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

子どもの状況などを観察し、学年会議の中で振り返りと保育者間の共有を行い、見直した。 

 

 

〈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：３名 

毎月１回、担当者を中心に子どもの変化や興味などを話し合い、共有した。また、次の発達段階

を見越して計画を立て、保育者間で共有し、配慮した。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

小学校の引き継ぎは横浜市保育所保育児童要録の送付、各校の担当職員と子どもについての申し送り

によって行った。 

 

 

 

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 

4名 14名 8名 527名 10名 21名 4名 19名 44名 0名 6名 0名 657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23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 2名 0名 0名 0名 0名 2名 0名 4名 

どろんこ 

芸術学校 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計6回実施済み 

参加者延べ人数 
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どろんこ 

自然学校 

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 2名 5名 0名 0名 0名 18名 0名 0名 0名 25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：大豆戸公園にて 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 2名 0名 7名 0名 0名 0名 0名 9名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

学研データサービスに依頼して受審済み 

アンケート配布日：８月２９日 

アンケート回答率（スタッフ）…８０％／アンケート回答率（保護者）…５９％   

経営者ヒアリング・施設長ヒアリング・園審査：１１月２９日に実施 

 

園の安全な環境整備や地域の発信などの保護者支援についての配慮不足のご意見もあったが、子ども

たちがのびのびと成長していることや自然に多く触れられている環境に満足しているご意見も見られ

た。 

安心と安全な環境の下、地域への発信も行いながら、園の強みである子どもたちが食事を楽しめるよ

うに季節ごとの行事食を提供したり、園の畑で採れた野菜を収穫したりするなど様々な食育活動に力

を入れていることを伝えながら、子どもを真ん中にした保育について語り合えるような環境を一つず

つ丁寧に心がけて維持していく。 

 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２３年３月２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：９時００分 

自己評価終了時刻：１１時００分 

自己評価実施者：引間恵里、古山郁美、笹本美佳 

 

 

〈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：５８％ 
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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・怪我に関しては次の通りとなる。 

 

〈１〉報告すべきご意見  

なし 

 

〈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：大豆戸どろんこ保育園 施設長 引間恵里 
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２０２２年度 草加松原どろんこ保育園 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～ 
子ども一人ひとりを尊重し丁寧に関わる保育を実践し、その中で養護と教育が一体化され『生きる

力』の基礎を培う事を目標に保育を展開していった。 

遊びを通して様々な体験をすることで幅広い豊かな人間性を育めるように配慮し、安心と楽しさが溢

れ自発的に子ども同士が関われるような園作りに努めた。 

子どものやりたい気持ちを尊重した保育の実現とともに自分の感情や意思を持ち、主体的・対話的な

活動が行えるようにした。 

また、地域の方とは日々の挨拶から行事を通して関わる機会を多く持てたことで子どもなりに関わり

から感じた事や考えたことを表現する様子が見られるようになった。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 物的環境や人的環境を整え子どもが伸び伸びと遊べる環境を作る。 

実践結果 ゾーン保育の見直しをし、子どもが遊び込める環境作りに力を入れた。ま

た、丁寧に子どもと関わり子どもが何に興味を持っているのかを日々考え

ながら保育を展開していった。 

次年度方向性 ゾーン保育の確立を目指し、子どもに合わせて日々変化のある環境つくり

をしていく。 

2 計画・ねらい 園を一つの大きな家と捉え、異年齢での関わりが充実できる環境つくりを

する。 

実践結果 日課を一緒に行う事から毎日の関わりがある。また、日々いつでも関われ

る環境を作ったことで自然と手を差し伸べられる子どもが増えている。 

次年度方向性 自然と手を差し伸べている子どもの様子を見守り、子ども同士の関わりを

より多く持てるようにする。 

3 計画・ねらい 子どもたちが主体的になり、自ら選択し遊び込めるようにする。 

実践結果 ゾーン保育を見直したことにより遊び込める様子が見られるようになっ

た。環境作りでは子どもの様子に合わせることに力は入れたが選択できる

環境作りでは今後展開を考えていく。 

次年度方向性 室内遊びでの選択の幅を広げられるような環境つくりをしていく。 
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〈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 保育園と保護者との密なコミュニケーションと連携をとる。 

実践結果 タイムラインを使い食育の様子などクラスの様子だけでなく発信を行っ

た。 

次年度方向性 その日に伝えたい子どもの様子を写真と共に伝えられるようなタイムライ

ンの充実を図る。 

2 計画・ねらい 保護者の方に保育参加や公開スキル講座へ積極的に参加して頂く。 

実践結果 就学に向けての講演会を行う。人数は少なかったが不安事や質問も飛び交

い少しでも解消できるような良い時間となった。 

次年度方向性 保護者が必要と思う情報を発信できるようにしていく。 

3 計画・ねらい 3分間対応の内容を充実し、職員全員で子どもの様子を語れる集団にす

る。 

実践結果 保護者対応の研修を行い、保護者の立場に立って考え子どもの様子を伝え

られるようにしていった。 

次年度方向性 3分間対応にて待たせてしまう保護者がいるので待っている気持ちになら

ない工夫をしていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育や園庭開放へ多くの方が参加できる環境つくりをする。 

実践結果 園庭開放に来て下さる地域の方が増え、保育園が開かれた場であることを

伝えられた。 

次年度方向性 青空保育の参加者が少ないので発信を強化していく。 

2 計画・ねらい 公開スキル講座を開催し、園の機能や保育者の専門性を生かした子育て支

援を行う。 

実践結果 園での取り組みを知ってもらう機会を作るのが難しかったが、一時保育再

開を通して沢山の方の利用があり子育て支援へ関わることが出来た。 

次年度方向性 子育てに役立つ情報を発信できる場を増やしていく。 

3 計画・ねらい 行事を通して地域の方との触れ合いの機会を作る。 

実践結果 どろんこ祭りや運動会等地域の方が参加出来るようにした。園に関わる機

会を多く持つことが出来た。 

次年度方向性 どろんこ祭りの集客数を増やせるような企画をしていく。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 職員一人ひとりが持っている力を発揮し、保育を楽しめる集団になる。 

実践結果 行事への PDCA サイクルを意識することで次に生かせる環境つくりをして

いった。 

次年度方向性 保育者が失敗を恐れずにやりたいことに挑戦できる環境つくりを継続して

行っていく。 

2 計画・ねらい 一人ひとりの目標を設定し意識の向上をする。 

実践結果 目標設定をしたことで方向性の確認がより明確になった。面談では進捗を

確認していった。 

次年度方向性 目標への意識が薄れていかないように面談回数を増やし一緒に考える時間

を作っていく。 

3 計画・ねらい 職員全体で学び合う意識を高め、ファシリテート出来る人材を育成する。 

実践結果 園会議や園内研修時に持っている知識を共有し学べる機会を作っていっ

た。 

次年度方向性 共有する職員に偏りがあるので職員全体で取り組めるようにしていく。 

 

 

〈５〉体験活動の充実 

1 計画・ねらい 子どもの五感に刺激を与えられるような活動を取り入れていく。 

実践結果 本物の自然、生き物、音等に触れる機会を多く取り入れた。音については

音楽演奏会で本物の楽器を体験できる機会を作った。 

次年度方向性 五感を刺激する活動は継続して取り入れ子どもにとって沢山の体験活動が

出来るようにする。 

2 計画・ねらい 活動を通して自分で考え行動する力を育む。 

実践結果 畑作業や収穫、火起こしから調理までと子どもたちがまず考えやってみる

ことを大切にし、体験活動を行う。 

次年度方向性 園庭にて火を取り扱うことが出来ないが行事の中に取り入れ火起こしの体

験が出来るように継続していく。 

3 計画・ねらい 生活の中でイメージを豊かにし、自分なりに表現して楽しめるようにす

る。 

実践結果 体験した事を表現活動に取り入れ、生活発表会でも伸び伸びと表現する姿

が見られた。また、自然物を使った表現活動も多く取り入れていった。 

次年度方向性 様々な素材に触れた表現活動を今後も取り入れていく。 
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〈６〉子どもを中心に考えられる保育 

1 計画・ねらい 子どもに対して日々丁寧に関わる保育をする。 

実践結果 子どもに対して温かく応答的に接し、子どもにとってどうなのかを考えな

がら丁寧な保育を展開していった。 

次年度方向性 子どもを真ん中に考えられる保育を今後も継続して展開する。 

2 計画・ねらい 職員間で子どもの様子を語り合える関係作りをする。 

実践結果 休憩時間の確保に努めたことにより職員での子どもの様子を話す機会を多

く持てるようになった。 

次年度方向性 子どもの様子を語り、今後は発信できるようにしていく。 

3 計画・ねらい 子どもと一緒に活動を楽しめる保育者集団にする。 

実践結果 危機管理に意識を高く持ちながら子どもと一緒に活動をすることで共感し

学ぶ機会が多く持てた。 

次年度方向性 心も身体も時間に余裕が持てるような環境作りでもっと楽しめるような環

境つくりをする。 

 

 

〈７〉気持ちの良い保育園作り 

1 計画・ねらい どんな人でも心地よく園を利用してもらえる環境作りをする。 

実践結果 園内や近隣の方等自然に挨拶が飛び交う関係作りをしていった。 

次年度方向性 園内外の清掃にもっと力を入れ、現状に満足せずにいかに奇麗になるかを

追求していく。 

2 計画・ねらい 園に関わる人が笑顔で、コミュニケーションの取りやすい雰囲気作りをす

る。 

実践結果 感謝の気持ちを忘れずに言葉として伝えられる関係作りをした。 

次年度方向性 会話やコミュニケーションをもっと取れる環境つくりを継続する。 

3 計画・ねらい 自信を持って園での良い所や強みを発信していく。 

実践結果 幼保小学校の連携を通して園の取り組みを発信する機会を作った。 

次年度方向性 地域や自治体にも積極的に園の取り組みを発信していく。 
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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 
36人 72人 108人 108人 108人 108人 540人 

年度後半：

10~3月 
.36人 72人 108人 108人 108人 108人 540人 

 

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 

129

人 

118

人 

167

人 

131

人 

110

人 

154

人 

145

人 

150

人 

122

人 

87 

人 

147

人 

140

人 

1600

人 

うち0

歳児 

0 

人 

0 

人 

12 

人 

16 

人 

15 

人 

10 

人 

14 

人 

12 

人 

12 

人 

7 

人 

7 

人 

7 

人 

112 

人 

（解説）草加市・法人規定の夕延長をされている人数を反映した。 

 

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 

0 

人 

2 

人 

12 

人 

14 

人 

4 

人 

7 

人 

11 

人 

22 

人 

20 

人 

7 

人 

21 

人 

18 

人 

138 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

1 

人 

12 

人 

8 

人 

2 

人 

5 

人 

7 

人 

5 

人 

9 

人 

2 

人 

13 

人 

12 

人 

76 

人 

（解説）今年度より利用再開。 

 

 

〈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 13人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 0人 

パート 保育士 2人 補助 1人 調理 1人 事務 1人 
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スタッフ 用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・情報共有 

・活動や行事の振り返り 

給食運営会議 月1回 食育活動の共有・振り返り、アレルギーマニュアルの確認、 

各クラスの食事の共有、給食残渣の共有 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・事故記録簿の共有と分析、ハザードマップの確

認 

ケース会議 月1回 支援計画の振り返り、計画の見直し 

クラス会議 月1回 保育内容の検討、環境設定の見直し、行事への取り組み方の検

討 

 

 

〈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12回 主任・ミドルリーダー 
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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 園内の衛生管理と改善・疾病の予防処置 

安全対策係 全職員の安全に関する意識付け・危険個所の共有、ハザードマ

ップの管理 

防火管理者 消防計画を作成し防火管理上必要な業務を計画的に行う 

食品衛生管理係 衛生点検・給食マニュアルに沿って実施 

畑係 畑の環境整備・植物の病気の予防・職員の計画意識付け 

生き物係 飼育動物の健康管理・環境改善・清掃用具管理・餌の管理 

 

 

〈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 企画・立案・計画・役割分担 

幼保小中連携係 連携会議・部会への参加、小学校との連携 

 

 

 

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 

・子どもの姿に合わせたゾーン保育や環境設定の実践。 

・保育内容や行事では子どもたちが中心になっているのかを考え実践し振り返る

事を繰り返した。 

・子どもが主体的となり自信を持って発表できる機会を多く取り入れた。 

・安心した環境の中で遊びが十分に出来る環境作りをし、楽しさが感じられるよ

うにする。 

保育参加 
4～3月まで 合計2名 が参加済み  （3月1日時点） 

・0歳児クラスにて保育参加。 
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保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計2名 が参加済み  （3月1日時点） 

・園での様子と家庭の事情の共有 

 

 

〈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 自分が食べる適量、時間、場所を選択し食べる意欲を育てる。 

実践結果 幼児自身が自分で盛付・配膳をして食べ、未満児は自分で口に入れる事で

食べられる量を知るきっかけ作りをした。 

次年度方向性 職員全員が子どもと一緒に食卓を囲み美味しいを共感しながら食べられる

環境つくりをする。 

2 計画・ねらい 様々な食材に親しむことや旬の素材に気付き食に興味を持つ。 

実践結果 畑で収穫した野菜を味わい、米研ぎや野菜洗い等食事作りにも積極的に関

わる。 

次年度方向性 畑活動が充実し、子どもが毎日関われる環境つくりを継続させていく。 

3 計画・ねらい 加工や命をいただく経験から食の循環を知る。 

実践結果 味噌作りやケチャップ作り、魚の解体を通して命をいただいている事に気

付ける機会を作った。 

次年度方向性 味噌作りでは出来るまで継続して活動していく。食の循環を知る機会を多

く作っていく。 

 

 

〈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23日／11月10日に実施 

歯科検診 6月2日に保育園室内にて実施 

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） 
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その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

①  6月17日に当保育園にて歯磨き教室を実施 

②  9月9日に当保育園にて手洗いうがい教室を実施 

③  12月16日に当保育園にて命を守る・性教育を実施 

流行した感染症 ①  1月にインフルエンザ、園児53名感染報告有り。2月9日に終息 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、2回ダイアップ使用 

その他、1月23日に救急車要請 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に当保育園にてエピペン使用研修をスタッフ計23名が新

たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ23名のうち、23名が使用可能 

その他保健に関する取組 嘔吐処理、アレルギー除去食提供、与薬方法のロールプレイを行い

全職員で確認。 

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。 

 

 

〈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1日、10月3日に実施済み 

身長体重測定 毎月1回／20日 実施済み 
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児童健康診断 

  

内科健診 各年2回／6月23日、11月10日 

歯科健診 各年1回／6月2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15日、10月21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 子どもたちが発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活の中に取り入れ

て伸び伸びと遊べるようにする。 

実践結果 子どもたちの様子に合わせて日々変化のある環境設定行った。 

次年度方向性 ゾーンを確立して遊び込める環境つくりを継続していく。 

2 計画・ねらい 安心して過ごせる環境作りや自ら考えて行動できる場所作りをする。 

実践結果 必要な物を整理整頓が出来るように視覚化して取り組む。安全な環境整備

を作るための空間作りに努めた。 

次年度方向性 視覚化をすることで子どもも大人も意識に変化があるので継続して行って

いく。 

 

 

〈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 パレット遊具 園庭 毎日 異常なし 

2 テーブル 子育て支援室 毎日 異常なし 

3 カブトムシ台 保育室 毎日 異常なし 

4 
トイレスリッパ置

き 

トイレ 毎日 異常なし 

5 リュック掛け 保育室 毎日 異常なし 

6 鳥小屋 園庭 毎日 異常なし 

7 やぎ小屋 建物裏 毎日 異常なし 

8 ヤギの柵 園庭 毎日 異常なし 

9 平均台 縁側 毎日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 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。防災設備の点検実施。 

2 実践結果 年2回の不審者侵入訓練の実施。 

3 実践結果 保護者や送迎者の確認をし、オートロックによる外部侵入者の立ち入りを

防ぐ。 

4 実践結果 インシデントやヒヤリハットからの分析と改善。 

5 実践結果 園内・園外ハザードマップと散歩ルートマップの作成と情報共有。 

6 実践結果 警察や草加市からの不審者情報提供の周知。 

7 実践結果 光化学スモッグ注意報の際情報の周知と園児・職員は外出を自粛する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

中高生については学校の方針で受け入れる事は出来なかったが、実習生は多くの学生が園に学びに

きた。保育実習の場を提供し次世代育成支援を行うために、実習生に寄り添い保育の楽しさを伝えて

いった。実習最初は緊張している姿だが半ばより子どもとの関わりの楽しさや様々な子どもの様子を

発見し充実した学びの時間になっていた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

6月6～17日 

総合学園ヒューマンアカデミ

ー東京校 

チャイルドケアカレッジこど

も保育専攻 

1人 観察実習 

7月1～19日 
東京未来大学こども心理学部

こども心理学科 
1人 責任実習 

7月4～19日 
東京福祉専門学校こども保育 

昼間コース 
1人 責任実習 

7月25～8月5

日 

道灌山学園保育福祉専門学校

幼稚園教諭・保育士養成校 

2人 責任実習 
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8月15～27日 日本児童教育専門学校 

総合こども学科 

1人 観察実習 

8月29～9月13

日 
淑徳大学教育学部 

1人 責任実習 

8月29～9月10

日 

日本児童教育専門学校 

保育福祉科 

1人 責任実習 

9月12～30日 日本児童教育専門学校 

総合こども学科 

1人 責任実習 

11月7～18日 武蔵野短期大学幼児教育学科 1人 責任実習 

1月30～2月17

日 
東京成徳短期大学幼児教育科 

1人 観察実習 

1月30～2月15

日  

日本デザイン福祉専門学校 

保育こどもデザイン学科 

1人 観察実習 

2月9～22日 埼玉東萌短期大学幼児保育学

科 

1人 観察実習 

2月15～21日 東京こども専門学校こども総

合学科 

2人 観察実習 

2月27～3月10

日 

道灌山学園保育福祉専門学校 

幼稚園教諭・保育士養成校 

1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

 新型コロナウイルスの影響により実施無し 

 

 

 

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 

15日 

24名 

20日

24名 

17日 

25名 

15日 

25名 

19日 

25名 

19日 

25名 

21日 

25名 

18日 

24名 

16日 

24名 

20日 

24名 

22日 

23名 

23日 

24名 

園内研修 15日 

15名 

15日

17名 

17日 

19名 

15日 

17名 

19日 

14名 

19日 

14名 

21日 

15名 

18日 

16名 

16日 

14名 

20日 

11名 

22日 

15名 

23日 

15名 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

11月19・26日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

乳児保育 
2名 有 

11月22・29日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

保健衛生・安全対策 

1

名 
有 

11月23・28日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

保護者支援・子育て支援 

1

名 
有 

11月27・28日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

食育・アレルギー対応 

1

名 
有 

12月3・5日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

食育・アレルギー対応 

1

名 
有 

12月9・10日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

マネジメント 

1

名 
有 

12月10・14日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

食育・アレルギー対応 

1

名 
有 

1月12・14日 埼玉県 
埼玉県保育士等キャリアアップ研修  

乳児保育 

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） 

21日 

2名 

19日 

1名 

16日 

2名 

28日 

2名 

15日 

2名 

15日 

1名 

20日 

2名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

0名 

16日 

1名 

16日 

0名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

主任・ミドルリ

ーダー会議 

22日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

29日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

23日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

17日 

1名 

全社員研修 月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 
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〈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。 

 

 

〈５〉コンピテンシーを深める  

園会議を使ってコンピテンシーを用いて振り返りを行う。他の職員の取り組み方を知ることで自分

を振り返り次月に生かせるように取り組んでいった。また、コンピテンシーを深めることでスキルア

ップへと繋げるきっかけとなった。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

園外に一歩出ると近隣の方と出会い挨拶を交わせることが自然となっている環境が作られてきてい

る。また、散歩先でも様々な方に声を掛けて頂き一緒に遊ぶことも多かった。 

行事ではどろんこ祭りや運動会に地域の方にも参加してもらい園での取り組みを知ってもらうきっか

けを作り、勤労感謝の日や音楽演奏会等地域の方との関わりを多く持つことが出来た。 

 

 

〈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：松原団地西口公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：獨協大学前駅、たい夢、草加市立中央図書館、 

昔造り豆腐田川屋、消防署北分署、松原交番、肉屋日山等 

世代間交流 10月27日に松並木にて松並木清掃を実施 

異年齢交流 2月28日に当保育園にて栄小学校と交流会を実施 

その他活動 12月6日に当保育園にて音楽演奏会を実施 

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 

就学に向けてアプローチカリキュラムを作り小学校へと共有して連続した関わりなるように努め

た。また、コロナ化でなかなか交流が出来なかったが Web を通しての関わりや小学校の校庭や昇降
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口に訪問し積極的に活動をした。幼保小協議会にも参加し情報交換の場を大事にした。 

 

 

〈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 

4月12日 栄小学校 

 

1名 幼保小中教育推進委員会 

（栄小視聴覚室） 

職員間交流 

5月13日 長栄小学校 

1年 

1名 幼保小連絡協議会 

授業参観（長栄小教室） 

職員間交流 

6月14日 栄小学校 

1年 

1名 授業参観（栄小教室） 職員間交流 

2月28日 栄小学校 18名 わくわく交流会（当保育

園） 

子ども間交流 

3月8日 長栄小学校 

1年 

1名 幼保小連絡協議会 

授業参観（長栄小教室） 

職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

1か月の様子を見て改善が見られている所には新たな計画をし、見直しの部分では状況を分析し良

い方法を見つけ次月に繋がるようにした。また、保護者との連携も行い支援センターでの様子を共有

してもらい計画へ生かせるようにした。 

 

 

〈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：72名 

担任から見た児童の様子や出来事と他の職員から見た児童の様子を話し合い、多角面からの見方で状

況の把握をした。また、検討した支援については速やかに実践し効果が現れない場合は支援を再検討

した。目標や具体的な取り組みなど個別支援計画に記載し園内にて共有を行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

園内にて情報の共有、各小学校、草加市子育て支援センター、特別支援学校と連携を取り合う。 
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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 

2名 6名 2名 0名 0名 2名 3名 4名 2名 2名 2名 2名 27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  

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計1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 2名 0名 0名 0名 0名 2名 

どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

毎週（水）10:00～12:00    

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：松原団地西口公園にて 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 

2名 6名 2名 0名 0名 2名 3名 2名 2名 2名 2名 2名 25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７月２７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：１０時００分 

自己評価終了時刻：１６時００分 

自己評価実施者：施設長、主任、保育士 
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〈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：100％ 

 

（省察）沢山の保護者の方に利用者アンケートへご協力を頂く事が出来た。3分間対応の待たせてし

まっている現状やネズミ対策に課題はあるが、日々子どもたちに一生懸命向き合っている保育へ理解

をして下さっている事に気付くことが出来た。安心して預けて頂ける環境や気持ちの良い園作りを今

後も続けていけるようにする。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：草加松原どろんこ保育園 施設長 鈴木 聡子 



２０２２年度 越谷レイクタウンどろんこ保育園 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～ 
身近な大人との愛着関係を軸に、安心して生活できる園作りを目指し取り組んだ。 

安心安全な環境作りとしては、園内を見直し玩具を含む棚など物の整理を行い、不要物は廃棄、不

足物は増やし、子どもの発達に合わせた環境とは何か？話し合いを重ね整えていった。 

友だちや身近な大人との十分な関わりの面では感染症への配慮しながら異年齢を含む生活や遊びで

時間や機会を作る事に取り組んだ。十分とは難しいと感じる場面も多かったが、非日常的なイベント

ではなく、日々の子どもたちの姿を丁寧に見守る事が大事だと気付く事ができた。 

「友だちとの協働的な遊びを通して」という事で大きな目標をかかげていたが、日々の遊び・生活

を同年齢・異年齢で共にし、運動会や発表会などみんなで作り上げる行事を通して人対人コミュニケ

ーションの面白さ・大切・特に難しさを感じる機会は設けられていた。ケンカやトラブルはマイナス

ではなく、大人にとっても子どもにとっても【気づきと前に進むチャンス】と捉えるよう職員間で意

識するようにした。 

「自然の中での実体験を通して自然の不思議や面白さを感じる」という面では９時出発を定着させ

ることで、大人も子どももワクワク、心動かされる体験を増やす事が出来た。近隣公園の草加公園

は特に自然物が多く、落ち葉探し・どんぐり拾い・焚火ごっこや秘密基地作りなど、特に幼児クラ

スでは想像力を刺激され、面白い・やってみようという「学びに向かう力」を育む事に繋がってい

たと感じる。下期には２歳児も加わり年上児の背中をみて憧れながら真似る・学ぶ機会にも繋がっ

た。 

生活や遊びの場面で子どもたちは常に選択できるよう身近な大人が意識して取り組んだ。感染症の

状況も変化し続ける中で、年齢ごとに子どもの主体的に生活するという事は？考え続け保育を行っ

た。 

 

①  みんなが混じり合い、支え合って生活する「大きな家」を目指す 

年齢や性別や特性によって生活や選択が分けられる事無く、年齢発達に応じた配慮が適切になされ

、好きな遊びや好きな事にチャレンジする事が柔軟に受け止められる保育園をめざした。 

上期は自由に子どもたちが選択して保育園内を行きかい、散歩先を選択し、好きな場所や好きな遊

びを探せるよう取り組んだ。４・５月に感染症が大人にも子どもにも急速に増えた背景もあり、０～

５歳が混じり合う生活環境が事業計画での設定より早く行われ「年齢発達に応じた対応が十分に出来

たか」という点では保育の質の向上・次世代を担うスタッフ育成の観点からも一部達成できなかった

点もあったと感じる。 

子どもたちの気持ちを柔軟に受け止め寄り添う保育に関してはどのスタッフも十分に意識して取り

組み子どもたちの主体性を醸成し「逞しさ、にんげん力」が育まれていた。 

②  ９時出発の定着を図り充実した園外活動を担保した。毎日たくさん戸外に足を向け豊かな自然

体験をさらに増やせるよう取り組んだ。運動会や発表会など大きな行事では主に４・５歳児は

子どもたちの話し合いの機会を積み重ね、聞く力・伝る力・言葉にする力を育む機会になった

。他者とのぶつかり合いやハプニングを通して互いを認め合うとは、大人も子どもも簡単な事

ではなく、悩み悩み前に進んでいた。答えは無い事と知り、今後も他者を受容するという事は

どのような意味なのか、考え続ける人になった欲しい。 

③  SDGsを踏まえた食の循環を知る体験を通して「持続可能な社会とは？」を考えた。畑活動や堆



肥作りなど、毎日の日課から考えられる事も多くあるとスタッフも少しずつ学び子どもと一緒

に取り組んだ。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

 

1 

計画・ねらい 愛されている事・受容されている事を感じられるよう、一人ひとりと向き

合う時間を確保する。子どもたちの喜びや不安に気づき寄り添う。 

人権・人格に配慮され、乳児幼児共に年齢発達に応じた安全で適切な援助

がなされる。子どもの選択を見守り切る保育。 

実践結果 ４～６月は年齢別で過ごす時間を多く持ち、乳児や新入児は特定の保育士

との愛着関係・信頼関係を築くと想定していたが、大人も子どもも感染症

の流行により、年度初めより合同保育を多く行う状況となった。夏から秋

にかけて特定の身近な大人との愛着関係の形成取り組んだ。幼児や進級児

は年度の前半に同年齢での遊びや生活の時間を多く設け、仲間との繋がり

を醸成し、保育園での居場所を見つけ、一人一人が安心して登園出来る人

的・物的環境を作るよう取り組んだ。一年を通して継続して深く関わる時

間を持つ事で喜びや不安に気づき寄り添う事が出来ると考えたが、人員や

保育内容により時間の確保が難しい場面も多くあった。次年度に活かした

い。 

次年度方向性 0 歳児から 5 歳児のつながりを大事にし、大きなお家として助け合い、支

え合いながら思いやりあふれる園を目指し、にんげん力の本当の力を身に

付けるために日々の日課の継続や本物の遊びを追求できる環境を大事にで

きる園を目指す。  

2 計画・ねらい ９時出発し園外へ出かける事で、よりたくさんの自然の変化や不思議に触

れ、充実した園外活動を目指す。 

実践結果 ワクワクする園外活動・豊かな自然体験は大人から子どもへと与えられる

物ではなく、保育者の柔軟な発想や感性で保育士自らも子どもと一緒にワ

クワクし、心動かされる体験を共にする事で大人のにんげん力アップも目

指した。一部のスタッフは重点を置いて保育を行っており、保育士みんな

一律ではないが保育士も子どももも得意を活かしワクワクを増やす事が出

来ていた。 

次年度方向性 子ども自身が選択し生活を豊かに楽しめるように戸外だけではなく園内環

境も整えていく。 

3 計画・ねらい 食の循環を知る体験などを通して世界で目標として掲げられている

「SDGs（持続可能な開発目標）」への理解を深める。 

実践結果 食の循環やごみの分別、近隣にあるごみ処理施設見学など、身近にあるも

のから、体験を通して理解を深めようと企画していたが、見学は叶わなか

った。施設まで遠足でいったり、リユース便りを活用し、帰りの会などで

話したり、ごみやリサイクルについて触れる機会をもうけた。２０２１年

度の「ごみについて知ろう」の取り組みは今年度も少しずつ継続できた

と。 

次年度方向性 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。引き続き大

人が学び、身近な事から考える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。 

 



〈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 必要な物しかない心地よい空間を玄関回りから整え、保護者の方が来園し

た際、入口から安心感を持っていただけるよう整える。 

実践結果 お知らせするべき必要物と、おもてなしの視点で飾る物のすみ分けを行

い、気持ちの良い玄関作りを目指した。２０２０年度より取り組んでいる

季節を感じられる玄関飾りは今年度も取り組んだ。季節が過ぎてからの飾

り物を回収する時期が遅れてしまったり、次の飾りまでに期間が空いてし

まうなど、定期的に行う事は難しい時期もあった。 

次年度方向性 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。 

2 計画・ねらい 日々の子どもたちの様子をタイムラインやポートフォリオ・連絡帳・送迎

時に丁寧に伝え、成長を共に喜びあえる工夫を継続的に行う 

実践結果 ２０２１年度より取り組んでいるお迎え時に見ていただけるポートフォリ

オは、さらに分かりやすく整理・工夫し今年度に継続する計画だったが、

「何を伝えたら良いか」保育士が難しく考えてしまう側面や保育士の力量

もそれぞれであり、取り組みたい想いの熱量の違いや、時間の工面などの

調整が難しく行えなかった。送迎時の対応に関しては保護者の日々の状況

を踏まえたうえで「スムーズな帰宅」と「園での様子を手に取るように知

っていただく」の落としどころを探っていき、連絡帳の充実とお迎え対応

の時間帯による臨機応変な対応という所で保護者様と協力しながら取り組

んだ。 

次年度方向性 行事や保護者懇談会都等でわかりやすく育ちの説明や共有を行い、子ども

達の成長を共に悩み、喜び関係性を深めていく。 

3 計画・ねらい 多様化する家庭の在り方や地域の特性を踏まえ、子どもを真ん中として

「園」「保護者」が一緒に考えて工夫して過ごし、育ちあう保育園運営を

目指す。 

実践結果 気付いた事を質問・発信しやすい雰囲気作りを大切にした対応を心掛け

た。お子様の育ちの為に何を選択し、何を選択しないのか。大人優先にな

っていないか？常に悩み続けながら決定・選択した。何か受けられない要

望があった場合には、理由や経緯を丁寧に伝えるようにした。 

親子行事などでは親子で一緒に体験し、楽しい時間を共有する事で家族と

して育ちあい、ワクワクする共通の思い出を積み重ねる行事として実施出

来たと感じる。 

次年度方向性 保護者の思いに寄り添いながら子育てへの不安や悩みに応じ、子どもの良

さを伝えながら、今後の子育てについて一緒に考えていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子どもたちと保育園に通う子どもたちが活動や空間を共にする事

で、双方の心と体の育ちを促す 

実践結果 雑巾がけ、食育活動、畑活動、生き物の世話など、在園の子どもたちが日

課にしている事で育まれる力を地域の子育て世代にも感じてもらえるよう

な、地域子育て支援を目指した。感染症の影響もあり、十分に地域のお子

さんを園に招いての活動は行えなかったが、数名でも来てもらった方には



園の子どもたちと同じ空間活動する事で刺激されるように取り組んだ。 

次年度方向性 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

機会をさらに増やしていく。 

2 計画・ねらい 園内行事は地域に開いた参加型にする事で保育園の持つ子育ての情報や子

どもと共に楽しむ時間と空間を提供し、地域の保護者の学びの機会と憩い

の場となるよう取り組む 

実践結果 感染症に留意しながら、卒園生・祖父母や知人、在園児の近隣の友だちな

ど、地域の方も大きな行事に招待し豊かな体験と充実した時間・機会の提

供が出来たと感じる。 

次年度方向性 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

を今後も増やしていく。 

3 計画・ねらい 子育て相談では解決することより笑顔で帰っていただけるよう丁寧に対応

していく。 

実践結果 今年度も園見学時に相談が多く寄せられ、受けるスタッフも引き出すよう

丁寧に対応した。感染症に留意しながら園見学は積極的に受け入れたが、

園の状況によっては時間にゆとりを持って対応できない状況もあり、件数

は増えていない。 

次年度方向性 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 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 一人ひとりの子どもの人権・人格・自尊心に配慮し、子どもの最善の利益

の為に行動するというプロとしての意識を持つ。 

実践結果 園内研修では継続的に同じスタッフが担当する事で人権についての学びを

深める事が出来た。ポートフォリオやリフレクション手法などを用いる事

は出来なかったが、日々の振り返りや園長との面談で「子どもの気持ちに

寄り添う」「待つ事が出来る回数が増えた」など保育者自身が自信を持っ

て発言出来ていた。上手くいかない日もありながら、人権や尊重とは？と

いう事を考え気付き・伝え合う事を諦めずに取り組んだ。 

次年度方向性 互いを認め合い、一人ひとりが自分らしく保育を楽しむ中にも子どもをど

真ん中に置き、子ども中心に動ける連携の取れたチーム作りに努める 

2 計画・ねらい 大人も子どもも受容される経験を重ね、安心して生活する中で自己肯定 

感を高める。「自分を大事に・他者も大事に」 

実践結果 「受容とは？」という基本に立ち返り保育を進めた。子どもへの人権や受

容は意識できるが大人対大人も大切に「会議での発言は否定しない」「発

言しやすい関係性や雰囲気作り」に取り組んだが、保育士の主体性や人権

にも配慮しながら、多くの事を同時に進める事は難しい時期や場面もあっ

た。 

次年度方向性 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築き、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 園内研修では保育者一人ひとりが積極的に内容提案して学びを深める 

実践結果 中堅職員（後期は若手職員も）が中心となって様々な会議の進行を担う事

により毎月の園内会議・園内研修がファシリテーター育成の場となるよう

取り組んだ。考えをまとめ限られた時間で話す力・進行する力は経験する

事でしか養えない物と捉え、つまずき悩みながらコツコツと取り組めてい

た。スタッフの Trial＆Errorを増やしたいと、任せる範囲も考えていきなが

ら園長・主任は陰で支えるようにした。 

次年度方向性 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 

 

 

〈５〉いつ来ても気持ちの良い施設 

1 計画・ねらい 掃除を含む衛生環境を保つ意識を一人ひとりが高める 

実践結果 環境が子どもの育ちやスタッフ自身のモチベーションにも影響するという

事を伝える所からスタートし「毎日出来る5分の掃除」を施設長はじめ、

保育園職員みんなで探した。子どもたちと一緒に取り組める事は子どもた

ちの経験・にんげん力に繋がるという事を園内研修で話し合い取り組ん

だ。小さなことをコツコツと出来る時期と出来ない時期があったが「子ど

もを真ん中に」「最優先事項は子どもの安全と命を守る」という点はブレ

ていなかったと感じている。 

次年度方向性 誰が来ても心地よい園であるように、子ども達と一緒に意識を高めなが

ら、整理整頓された気持ちの良い園を目指します。 

2 計画・ねらい 心身の発達や子どもの興味関心に合わせた保育環境の提案 

実践結果 大人も子どももワクワクする、という事をテーマに遊びの提供や環境を考

えた。遊びの提供はたくさん出来ていたが、室内環境などは物品の選定な

どが難しく、あまり進められなかった。 

次年度方向性 発達に応じた環境・関りを日々試行錯誤し、失敗や変化を恐れずに様々な

事に挑戦し変化し続けることを一緒に楽しめる同僚性を高めていく。 

 

 

 

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 
31人 84人 108人 114人 114人 89人 540人 

年度後半：

10~3月 
36人 84人 108人 114人 114人 90人 546人 

 



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 

90人 84人 88人 91人 87人 65人 57人 69人 68人 35人 35人 35人 804人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 0人 3人 1人 3人 2人 2人 2人 2人 2人 18人 

（解説）延長保育料を徴収した人数 

 

一時保育利用状況                      

（解説）一時保育の実施なし 

 

 

〈２〉開所時間 

  

７時００分～１９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 13人 看護師 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 補助 0人 用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

・統一事項確認 

・グループワーク、自己評価など 

給食運営会議 月1回 給食内容検討、食育課題検討振り返り 

事故防止委員会 月1回 危険分析、課題抽出 

ケース会議 12回 職員情報共有、課題検討振り返り 



共有会議 

保育内容検討会議 

週１回 連絡事項、情報共有 

保育計画・行事や環境の振り返りと翌週への検討 

 

 

〈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１２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 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 避難訓練や施設内においての安全点検、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、防火管理業務を計画的に行う 

食品衛生管理係 食品取扱いに関する業務、施設の衛生管理や職員の衛生教育 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

保護者・地域参加行事 保護者、地域と協同的に準備、進行を行う。 

 

 

 



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 
・乳児の食後の排泄や口内の衛生をどのように保っているか？などの問い合わせ

あり。園としての配慮や改善点を保護者様に伝える。 

保育参加 4～3月まで 合計28名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 

・保護者様より、目が合わないなど気になる様子があり相談を希望され、連携施

設につなぐ。 

・活発なお子様の保護者様より、発達について相談有り。担任保育士が面談にて

対応。経過観察しましょうとの事になる。 

・食事の量を知りたいため教えて欲しいとの要望を頂く。数ヶ月連絡帳に記入。

段階をおって保護者様と相談検討を行い、全く食べなかった時に架電との事で引

き続き様子を見ていく。 

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

感染症や大人と子どもの体調不良など様々な影響により先方からお断りがあった物もあった。衛生面

を考えると行えないなどの物もあったが、出来ないなら何ならできるのか？という視点は園として常

に持ち続けていた。子どもの実体験が減ってしまう事による子どもたちの今後の心の育ちへの影響は

小さくないと重く捉え、園内での活動や日課の見直し、9時出発の定着から子どもたちの育ちを考え

た。日本に四季があり、日本に生まれたからには季節の行事や伝統も大事にしようと季節の制作も大

事に行った。 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 畑仕事や食育活動、商店街ツアー、ゴミ処理場見学などを通して食の循環

についての興味関心を引き出す。大人と子どもが一緒に学ぶ。 

空腹を感じ、意欲的に食べられる子どもが増えるように、園全体で食事作

りや準備、配膳に関わり、子どもたちの食への関心を広げる 

実践結果 畑仕事は日課として毎日取り組む事が出来たが、堆肥作り・土作り作物に

なるまで、など年間を通した活動は継続的に行えなかった。充実した園外

活動により、たくさん遊んだ空腹感が食事を美味しくするという基本は変

わらず大事に出来ており、毎日子どもたちはおかわりをたくさんしてい

た。幼児は特に「収穫した」「下ごしらえを一緒に行った」「自分たちで

買って来た」「配膳した」「友だちが食べていた」「季節ごとの行事食の

理由を知る」など様々な理由から残食が減る為、色々な方向から導入をし

た。 

次年度方向性 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

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 畑で採れた作物は加工する前の素材の味をまずは味わう事を大切にし、素

材の苦み、渋み、えぐみなど、家庭では体験できにくい事を遊びの中で経

験し、豊かな味覚を育む。 

実践結果 畑で採れた野菜は生で味わう事がたくさん出来た。充実した園外活動によ

り、たくさん遊んだ空腹感が食事を美味しくするという基本も変わらず大

事にし、乳児も幼児もたくさんおかわりをした。 

次年度方向性 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。 

3 計画・ねらい 季節の恵みや伝統的な食文化について、職員自身がまず学ぶ。日本に古く

からある味噌や麹などの加工過程や種類を知り、古くて新しい物の良さを

大事に出来る感性を育む。 

実践結果 季節の変わり目に食べる食事の意味などは伝えられた部分もある。加工品

を知るまでは実践出来なかった。 

次年度方向性 日本の伝統というと難しく感じるが、昔からある加工品を知り、その成り

立ちを知る事で「食べる事・生きる事の大事さ」を知る。「季節の行事と

食（お月見とお月見団子など）」についても深めていきたい。次年度も継

続していく。 

 

 

〈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30日／12月8日に実施 

歯科検診 6月27日に実施 

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 

①  6月3日に２階遊戯室に虫歯予防デーの会を実施 

② 手洗い・うがい指導は適宜実施 

③ 12月に性教育（年長児対象・書面では全園児配布） 

流行した感染症 ① ４月にコロナウイルス感染症で欠席児童が増え、越谷市と連絡

を取り合い4月12日～14日に休園対応を行う 

②  11月にコロナウイルス感染症で欠席児童が増え、越谷市と連

絡を取り合い11月15日～17日に休園対応を行う 

③ 令和5年1月にインフルエンザが流行。保健所と連絡を取り合い

1月11日から1月19日まで人数報告を行う。 

発作・痙攣等の対応 計１名に対し、計２回ダイアップ使用 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・今年度実施なし 

・本日時点で、在籍スタッフ２４名のうち、１４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） 

・今年度実施なし 

・本日時点で、在籍スタッフ２４名のうち、１４名が使用可能 

その他保健に関する取組 ・上級救命受講は実施出来なかった。 

・新型コロナウイルスおよび他感染予防のため、うがい指導・手洗

い指導を行う。また消毒・換気・加湿を徹底した。 

 

 

〈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⇒実施していない日、なし 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日、なし 

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⇒実施していない日、なし 

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月末日、10月末日に実施し保護者へ声掛けをおこ

なった。 

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30日、12月8日 

歯科健診 各年1回／6月27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14日園会議にて実施済み 

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 全ての子どもたちは自発的・意欲的に関われる環境の中で自らの行動を選

び取る事が出来るという力を信じる。 

その上で室内・室外ともに子どもが自発的に関わる環境とは何かを考え取

り組む。 

実践結果 大人も子どももワクワクする、という事をテーマに遊びの提供や環境を考

えた。遊びの提供はたくさん出来ていたが、室内環境などは物品の選定な

どが難しく、あまり進められなかった。 

次年度方向性 子ども達自らが選択し主体で遊び込める環境を整える。 

2 計画・ねらい 棚や道具の整備・衛生管理の徹底・保育者の配置・定期的な点検・整備・

改善を継続的に行い、必要な物しかない心地よい園を目指す。 

実践結果 環境が子どもの育ちやスタッフ自身のモチベーションにも影響するという

事を伝える所からスタートし「毎日出来る5分の掃除」を施設長はじめ、

保育園職員みんなで探した。子どもたちと一緒に取り組める事は子どもた

ちの経験・にんげん力に繋がるという事を園内研修で話し合い取り組ん

だ。小さなことをコツコツと出来る時期と出来ない時期があったが「必要

な物・不要な物」を判断し整理する事は実施出来た。 

次年度方向性 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。 

3 計画・ねらい 子どもたちが安心して遊びこむことが出来る園庭整備のため、定期的な芝

植えや土入れを行い、継続的な緑化の取り組みと安心して裸足になれる心

地よい泥場作りを進めていく 

実践結果 風で土が飛ばされやすい環境を加味し、定期的な土入れを行う 

次年度方向性 次年度も継続して行う。 

 

 

〈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 
０～5歳児荷物棚 １階保育室／２階

保育室 

毎日 １２月までに解体･撤去した 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 防災…危機管理マニュアル№3の災害対策に則り、消防訓練・避難訓練・避

難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・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い、災害発生時には対応フローチャート

に従う 



2 実践結果 ０ケガ事故防止…危機管理マニュアル№3のケガ事故防止策・安全点検と保

全に則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの実施、安全教育、

SIDS 防止策を行い、ケガ発生時には災害発生時対応フローチャートに従

う。 

3 実践結果 防犯…危機管理マニュアル№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い不審者

侵入時には不審者侵入時フローチャートに従う０００００ 

4 実践結果 光化学スモッグ…危機管理マニュアル№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、注意報発令の把握を行いながら、発生時

には光化学スモッグ発生時対応および行政連絡に従って対応する 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

保育園は、地域の社会資源として実習生・研修生の受け入れに社会的責任がある事を理解し、地

域に開かれた施設として、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為に積極的な受け入れを行った。 

大人も子どもも実習生や中高生・保育参加の保護者などたくさんの人、と触れ合うことで在園の子

どもたちも様々な感情を抱き、保育者にとっても自分たちを客観的に見る良いきっかけになってい

た。学生も保育業界だけでなく、様々な選択肢がって良いと知り、希望をもって社会の一員となれ

るように温かく指導した。 

実習後もボランティアの受け入れや進路などの相談に応じられるなど情報提供を行い、保育園が地

域に開かれた場所であることを伝えていった。実習生ボランティアの受け入れに関しての社会的責

任を理解し、次世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材育成に今後も貢献する。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

２０２２年 

8月16～30日 
十文字学園女子大学 １人 責任実習 

2022年 

8月29～9月10日 
川口短期大学 １人 責任実習 

2022年 

9月5日～21日 
文京学院 1人 責任実習 

２０２３年 

２月１日～15日 
星美学園短期大学 １人 観察実習 

2023年 

2月6日～21日 

十文字学園大学 

人間生活学部人間福祉

学科 

１人 観察実習 



2023年 

2月16日～３月４日 

十文字学園大学 

人間生活学部人間福祉

学科 

1人 観察実習 

2023年 

2月20日～３月6日 

東京未来大学 

福祉保育専門学校 
1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

・園内の感染症の状況により中止 

 

 

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 

24名 

13日

24名 

10日 

23名 

８日 

23名 

12日 

23名 

9日 

23名 

14日 

23名 

11日 

23名 

9日 

22名 

13日 

21名 

10日 

21名 

3日 

23名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

 

今年度は実施なし 

 

 

〈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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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）した。 

欠席職員は勤務時間内に数人ずつ視聴を行った。 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 該当なし 

 

 

 



〈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る。2ヶ月に一度、中間面談の実施を行い、進捗確認を

した。個人の目標について全項目についての面談は時間の確保も難しい事もあったため項目を絞って

振り返りを行い、振り返り内容の充実を図った。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

地域に開いた園として訪問しやすい、相談しやすい、声をかけやすい、マナーを守って地域に可愛が

られる園運営を行った。 

 

 

〈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：見田方遺跡公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ホンダ、トマト園芸、越谷市場、カメラのキタム

ラ、ケーズデンキ、サンデンリテールシステム、ノームコア等 

世代間交流 ・どろんこ祭・運動会・発表会では小学生や高齢者を招いて一緒に楽し

み、保育内容や子どもたちの成長を伝える場という意味を含めながら交

流を行なった。 

・体験学習ボランティアの受け入れは園内感染症流行実施せず。 

異年齢交流 １月２６日 大相模小学校訪問・交流  

１０月２７日近隣園、つぐみ保育園と交流 

毎月２回 系列園、メリーポピンズ蕨北町ルームと交流 

銭湯でお風呂の日 月２回 〈3～5歳児〉 実施した。 

 

 

 

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 

近隣小学校（越谷市立明正小学校、川柳小学校、大相模小学校）との連携を今年度も図った。 

今後も連携を密にするために、幼保小連絡協議会や学校訪問などを通し、教師や児童との交流を継続してい

く。分かりやすい読みたくなる要録をめざした。それと同時に全スタッフで子どもたちを育てる「大きなお

家」という観点からも、経験年数・乳児幼児担当の垣根を越えて要録作りに全スタッフで取り組んだ。 

 



〈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 

5月～６月 越谷市立明正小学校  20名 
運動会など活動見学

（校庭、門外から） 
子ども見学 

8月 保幼小連絡協議会 3名 
感染症拡大の為 

動画視聴 
職員間交流 

1～3月 
越谷市立明正・大相

模・川柳小学校 
１名 

就学準備連絡会 

（電話含む） 
職員間交流 

1月 大相模小学校 17名 生活科の授業に参加 職員・子ども間交流 

１月 大相模小学校 17名 
通学ルートの確認 

手を放して歩く 

手を放して列になり周

囲とペースを合わせて

歩くなど確認・練習 

3月 幼保小連携会議 2名 
就学に向けての情報

共有 
職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

・支援が必要な乳幼児に関し、個別に保育計画を作成し、家庭や関連機関との連携を図りながら計画

的・継続的に一人ひとりに応じた保育内容や配慮を実践した。どのように育って欲しいか、大人のね

がいと児の姿の共有に力を入れ、積極的に家庭や支援施設と連絡を取り合った。 

・支援児だけに限らず、子どもたち一人ひとりが安心して過ごせる場となるよう丁寧な個別の配慮を

行うよう取り組んだ。 

・保護者や越谷市の受け入れニーズに基づき、行政と連携を取りながら受け入れ協力をし、要望に応

じるよう尽力した。 

 

 

〈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：７８名 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

進学先の小学校、保険センター、越谷市子育て支援センター、埼玉県越谷児童相談所、越谷市教育委

員会に必要に応じて相談した。 

 

 

 



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 

16名 6名 12名 6名 5名 6名 15名 17名 2名 2名 3名 3名 93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 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計24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●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 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：０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 5名 4名 13名 13名 0名 0名 0名 0名 35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5月末日に「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：波間、三森、南野 

 

 



〈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：101％ 

 

（省察）駐車場や登園打刻など例年頂くご意見と職員間の連絡漏れなど、再度検討・見直し対応出来

る内容とハード面で変えられない物事を精査し、今後の対応に繋げる。 

 

 

 

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   

No. 発生日 ケガ（事故）の状況とそれに対する対応結果 

1 5月１３日 （内容） 

適切ではない保育について保護者説明会を実施 

 

（対応結果） 

法人が独自で定める「保育士による虐待」にあたるものと判断された事案があり、経

緯・原因・再発防止策等を説明。 

当該保護者の理解も得た。 

自治体・理事会へ報告済み 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべきケガ なし 

 

 

※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。 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：越谷レイクタウン保育園 施設長 益田 光太郎 
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２０２２年度 駒沢どろんこ保育園 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～ 
常に子どもの最善の利益と真に必要な体験を追求することを園内研修などの機会を利用して、都度

振り返りながら、どろんこ会グループの理念・方針・運営本部 mission を実現するために自園はどの

ように保育を展開するべきかを模索してきた。 

 

（１）様々な研修の機会を利用しながら子どもの成長発達について理解を深め、同時に保育所保育指

針にて謳われている３つの資質（知識及び技能の基礎、思考力・判断力・表現力などの基礎、学びに

向かう力、人間性など）が育まれるために「幼児期の終わりに育ってほしい１０の姿」を念頭に園内

研修、保育記録にて保育の振り返りを行ってきた。 

以下、保育目標に対しての報告である。 

〇何事にも意欲的に取り組める子ども 

異年齢での保育者間連携がスムーズになり、子ども達が遊ぶ場所や過ごす人の選択肢が広がり、より

多様な子どもの姿が見られた。また、子ども達は様々な人とかかわることにより、自分の気持ちを受

け止められたり、励まされたりと豊かな感情表現やセルフコントロールの経験を経て、挑戦してみよ

うとする気持ちやあきらめずにやってみようとする気持ちに繋がっていたと感じる。 

〇環境を通して、主体的に遊び・生活に取り組める子ども 

大人の行動を見て掃除や生き物の世話、畑の肥料づくり（コンポスト）など自分たちの生活にかかわ

ることに興味を持つ子ども達の姿が多くあった。保育者は日課や日々の活動を、保育者主体で決めて

子ども達にやらせるのではなく、子ども一人ひとりの興味に目を向け、一人ひとりの意欲がどこに向

いているかを保育者同士で話し合いながら、子どもと共に生活を創ることに意識を置いてきた。子ど

もの意欲の芽が出たときにタイミングよく支えることにより、活動の意義に理解を持ったり、遊びの

充実、新しい活動への発展などに繋がることがあり、そこまでのプロセスや感情の変化を大事にして

きた。 

〇自分の思いを相手にしぐさや言葉で伝えあい、相互にコミュニケーションが図れる子ども 

子どもの気持ちを考えたり、子どもの意見によって活動等を微調整するということを行ってきて、子

どもは大人が用意した選択肢を選ぶだけでなく、自らが行いたいことや提案を大人に伝えるというコ

ミュニケーションをとることが増えてきている。保育者は言語だけでなく子どもの些細な変化や表

情、目線などによって子どもの気持ちを考えることを園内研修の中で行ってきた。様々なエピソード

記録を基に、子どもを中心に考え、子どもがコミュニケーションをとりやすい環境とはどのような環

境なのかを引き続き追求していく必要がある。 

 

（２）保護者に対して、引き続き新型コロナウイルスの影響下で日々の登園・降園時は玄関先のみで

の対応、行事では3密にならないように徹底しながら対応を行ってきた。その中でも今年度はどろんこ

祭り、運動会、生活発表会など3年ぶりに保護者と共に子どもの成長を喜んだり、楽しんだりする機会

を企画でき、保護者も期待を持って企画してくださり、保育参加数も増えて園生活を実際に見てもら

える機会が多くあった。個人面談、子ども達の中でブームになった活動のドキュメンテーションなど

も昨年度に引き続き行ってきた。 

 

（３）地域に対して、引き続き新型コロナウイルスの影響下で園来訪者は少なかったが、散歩先に勝
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手籠を持ち運んだり、青空保育への集客を行ったりして園外でできることを試みた。利用頻度の多か

ったプレーパーク理事とは年間全4回の研修を企画し、世田谷区の子育ての変遷や子どもにとって真に

必要なことは何かを共に学び合うことができた。また、地域の方の園見学や中高生のボランティアに

ついてはスタッフ一同接遇面の強化を試み、相手がまた来たいと思えるような対応を行えるスタッフ

が少しずつ増えている。 

 

（４）つむぎ駒沢と日中の活動を共にしたり、園内研修を共に行ったりする中で、互いの保育・療育

の実践をみて多様な視点での振り返りを行うなどした。また、子どもの発達に不安がある保護者がつ

むぎ駒沢職員に相談するなどの連携も図ることができた。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子ども理解と発達に関わる知識の向上に努める 

実践結果 一人ひとりの子どもの姿を的確に捉えるために、目の前の確実な事実の収

集については園内研修で行ってきたが、専門的な発達理論と照らし合わせ

る機会が少なかった。 

次年度方向性 エピソード記録やドキュメンテーション作成、その振り返りを行いなが

ら、専門的な発達理論の学びと子どもの姿の解釈を保育者の集団で行いな

がら子ども理解に努める。 

2 計画・ねらい 子どもが育とうとする力を支える知識の向上に努める 

実践結果 子どもは自ら育とうとする力を持っているということがスタッフの中で強

く意識し始めている。それによって子どもを肯定的にみることや適切な援

助とはやってあげることだけでないことを、子どもとのかかわりをリフレ

クションなどで振り返ることにより学んだ。 

次年度方向性 子ども一人ひとり、またその場面によって適切な援助とはどんな援助なの

かを職員同士で常に話し、模索しながらチームで子ども一人ひとりの育ち

を支えることができるようにする。 

3 計画・ねらい 子どもが主体的にかかわる保育環境を構成する知識・技術の向上 

実践結果 散歩の準備物を活動によって子どもと考えたり、思い切り自然に関われる

地域資源の活用など戸外環境に重きを置いた一年であった。 

次年度方向性 引き続き、子どもの遊び・生活が充実し、継続していくような室内環境・

戸外環境を継続して構成・検証していく。 

 

 

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 保育の見える化の推進 

実践結果 保護者懇談会は2回とも対面で行うことができ保護者同士の繋がりにもよ

く影響した。個人面談、保育参加については声がけを意識的に多くし、増

加を見込めた。 

次年度方向性 お迎え対応やドキュメンテーション作成ではスタッフによって差が出るこ

とがあるので、スタッフ同士での研修を行い互いに研鑽し合えると良い。 

2 計画・ねらい 運営面の見える化の推進 

実践結果 リスクマネジメントや保健衛生の対応について個別に対応することが多か
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ったため、一人ひとりの意見には応えられたが、すべての保護者向けに発

信することが少なかった。 

次年度方向性 年度後半には保育業界の様々なニュースが飛び交ったので、園で行ってい

るリスクマネジメントの方法などを保護者にも伝えていけると安心につな

がるかと思う。 

3 計画・ねらい 協働の機会の推進 

実践結果 行事、懇談会などにおいて、自らが我が子の保育生活の場にかかわりを持

つことを楽しみにでき、他保護者や保育者と共育ての意識を持てる機会を

昨年度よりも多く企画できた。 

次年度方向性 行事を共に作ったり、子どものことを共に話したりする機会を増やし、積

極的に協働の場を創出する。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域のニーズの把握に努める 

実践結果 地域の園との交流、中高生のボランティア受け入れ、家庭育児の母子の保

育所体験などを行い、地域との繋がりを少しずつ増やしていくことができ

た。 

次年度方向性 周辺地域の施設・集団の情報収集を行う中で特に近隣施設や活動が類似す

る集団との協働を含めた連携を行う。 

2 計画・ねらい 誰もが安心して過ごせる環境づくりに努める 

実践結果 受容的な雰囲気でスタッフ一人ひとりが挨拶をはじめとした接遇を心掛け

ていた。施設の顔となる玄関やトイレは園利用者全員が使用する場である

ので常に衛生的であることを意識した。 

次年度方向性 保育業界の様々なニュースに伴い、安全対策がなされていること、求めら

れる機会や環境、情報の提供ができることを以て誰もが安心して過ごせる

場とし、その環境構成や点検を隈なく行う。 

3 計画・ねらい 地域に開かれた園であることのアピールを行う 

実践結果 散歩先で出会った方や園見学で来訪した方などに、園で行える様々な支援

紹介を行い、利用価値を見出してもらえるよう努めた。 

次年度方向性 地域の輪に入り、近隣施設との相互の連携や情報収集を行い、より地域の

方の目につけるよう努力する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい リーダーの連携によりチーム保育の柱を作る 

実践結果 リーダー同士の密な関わり合いにより、困ったり課題を抱えたりしている

スタッフに対して様々な面からアプローチして支えることができた。縦の

一本のラインだけでなく横・斜めに相互に作用しあうことが必要である。 

次年度方向性 園内に起こりうるすべての事象を自分事と捉えられるように園内研修、事

故防止委員会などのファシリテートや計画を行い、すべての保育者がすべ

ての子どもをみるという意識を高める。 

2 計画・ねらい ファシリテーター、グラフィッカーとしての技術向上 
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実践結果 スタッフそれぞれの MBO 目標が相互に作用しあい、自発的に他者との面

談やミーティングが行われ、他者の話を引き出したり、聞こうとしたりす

る機会が多くあり、慣れが出てきたのではないかと思う。 

次年度方向性 話しながら整理し、相手にも自分にも話の筋が分かりやすいように可視化

する技術や知識を身に着けることにより、研修や話し合いの時間を、ただ

話すだけでなく有意義に活用していけると良い。 

3 計画・ねらい エピソード記録を基にした振り返りと保育の考察を行う 

実践結果 エピソード記録の内容が「子どもを肯定的に捉えるということ」と「良い

エピソードを残す」ということが混在している。研修材料になるものも多

くあるものの、エラーをどうするかという思考に至るものが少なかった。 

次年度方向性 ただ良いエピソードを残すだけではなく、様々なエラーを共有し合いなが

らそこから子どもや保育者の心情の揺らぎや葛藤を深く考察し、理解し支

えるための手立てに繋げる。 

 

 

職員の個人目標の充実化からチーム保育力向上へ 

1 計画・ねらい 職員（点）が面となって動く 

実践結果 リーダーや主任、施設長など様々な方向から職員一人ひとりに関わること

により、スタッフ一人ひとりの資質、能力を十分に発揮し合える関係性を

考えていけることができた。 

次年度方向性 他者の MBO 目標を知ったり、一人ひとりの目標設定にかかわったり、常

に目標達成のために行動していく仕組みをつくる。 

2 計画・ねらい リーダーの役割の明確化 

実践結果 チーム作りやチームでの業務運営に一人ひとりが適切にかかわれるよう

に、園全体の役割だけでなく、チーム内での役割分担などの追跡を行い、

リーダーとメンバーとの相互作用によるエラー・成功例などを集めた。 

次年度方向性 引き続き保育について語り合い、学ぼうとする姿勢を持つことが重要であ

るため、園内研修では子ども理解を深めるための対話を生むためのアクテ

ィビティを行っていく。 

 

 

労働と食の循環を体験する畑仕事 

1 計画・ねらい 食が生活の中で孤立しない活動を行う。 

実践結果 採れた野菜はその日のうちに子どもたち自ら調理し、収穫の喜びと食べる

喜びをタイムリーに味わうことで畑仕事への期待に繋げた。また、行事の

食育体験についてもただ調理するだけでなく、それにまつわる様々な知識

や行事について知り、楽しみにしながら活動することが多くあった。 

次年度方向性 食について、五感や経緯など多方面から関われると更に活動の発展がみら

れると感じている。日々の活動の計画・振り返りを繰り返していく。 

 

 

子どもが主体的にかかわる室内外の環境 

1 計画・ねらい 環境の構成について 
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実践結果 粗大な動きを保証する環境・巧緻性のある遊びや生活体験の環境に特に力

を入れ、様々な運動遊びや編み物、手芸などの遊び、掃除、洗濯、生き物

の世話などに子ども達の興味が向いていた。 

次年度方向性 引き続き、「環境を通して」子どもの様々な力が育まれるように、五感を

刺激する環境、共同性が広がる環境・連続、継続してかかわることのでき

る環境を構成する。 

2 計画・ねらい 振り返りについて 

実践結果 子どもがその環境の中で満足しているか、充実した生活・遊びであるか、

「常に」そうあるかということが難しく、その時のブームや一時的な盛り

上がりであることが多かった。 

次年度方向性 引き続き、常に子どもがその環境の中で満足しているか、充実した生活・

遊びであるかを、園が目指す環境であるかどうかの指標とする。 

3 計画・ねらい 保育者自身の潜在能力の可能性を広げる 

実践結果 スタッフ一人ひとりの得意分野を遊びに活かすことも多くあったが、相互

に作用するということが難しかった。また、盛り上がっている遊びの共有

などを可視化して、日々の遊びの移り変わりが分かりやすくなった。 

次年度方向性 スタッフ同士の連携を視野に入れて、子どもに必要な体験に制限をしない

工夫を行う必要がある。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

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 
9人 15人 18人 22人 18人 20人 102人 

年度後半：

10~3月 
9人 15人 18人 22人 18人 20人 102人 

 

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 

117

人 

113

人 

141

人 

117

人 

 74

人 

 95

人 

 92

人 

 77

人 

103

人 

 68

人 

 69

人 

 70

人 

1019

人 

うち0

歳児 

  0

人 

  0

人 

  0

人 

  0

人 

  0

人 

  0

人 

  0

人 

  1

人 

  0

人 

  0

人 

  1

人 

  0

人 

  2

人 
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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 

 14

人 

 18

人 

 31

人 

 26

人 

 22

人 

 29

人 

 83

人 

 90

人 

1０8

人 

123

人 

112

人 

120

人 

776人 

うち0

歳児 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

世田谷区の一時預かり事業の要綱に則り、0歳児は一時預かり事業の対象外となっている。 

 

 

開所時間 

  

７時００分～２０時３０分  

 

 

スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 19人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 補助 0人 調理 1人 事務 1人 

 

 

 

3. 運営報告 
 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園運営に必要な情報の共有 

・各プロジェクトの進捗状況の共有 

給食運営会議 月1回 給食運営に関する情報の共有、課題の抽出・実行など 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデント・事故の分析、時季で予測される

事故の注意喚起など 

ケース会議 月1回 要支援児の支援状況、課題の整理、支援計画の立案など 
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出席した会議（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 

看護師 

主任会議 

/法人本部 

年4回 主任 

子育ての質を上げる会議 月1回 ミドルリーダー 

 

 

係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 保健衛生関係物品・書類の管理、清掃・消毒の状況とりまとめなど 

安全対策係 事故防止委員会の運営、ハザードマップの見直しなど 

防火管理者 防火管理者：岩森千花 

消防計画に則り、災害時や不審者対応に対する取り組み（避 

難訓練の立案・実行・省察なども含む） 

食品衛生管理係 食品衛生責任者：須藤涼太 

給食運営会議の運営、食品の安全に対する管理や啓発など 

畑係 年間計画の遂行管理、畑仕事の意義の確認及び整備・管理責任 

生き物係 小動物の世話の管理責任（観葉植物なども含む） 

 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 
どろんこサポーターズとともに、園児・地域の子どもたちの 

行事を構築する（主導はどろんこサポーターズ） 
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4. 保育支援 
 

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 

・室内・戸外とも年度当初と年度後半では遊びの内容が変化してきていて、子ど

もの姿の変化に合わせた保育展開が見られた。環境構成において、遊びの環境は

変化するが、玩具内容の変化が乏しかったため、整理や管理は今後の課題とな

る。「明日も行きたい」と子どもが思えるような活動、自ら決められる機会を丁

寧につくっていきたい。また、0,1歳児においても自分の足で歩きながら様々な発

見を楽しむことに焦点を当てた散歩や、行先での活動の充実を図った散歩などさ

まざまな選択肢を持って子ども一人ひとりに合った活動が展開されるようになっ

てきた。異年齢での行き来が保育者の連携・理解により分け隔てなく行われ、そ

れに伴う安全性の確立もスタッフ同士で考えながら行っている。 

・保育参加は増加、保護者面談は対面での懇談会開催のため減少となった。保護

者とじっくり子どものことを見たり話したりすることができ、相互理解に繋がっ

ている。また、園の様子が気になる保護者に対して、お迎え対応時に個別に室内

を案内したり、活動のドキュメンテーションを掲示したりと個々のニーズに応え

られるようにした。 

保育参加 

4～3月まで 合計20名 が参加済み  （3月1日時点） 

・年度前半は月１回程度であったが、年度後半にかけて回数が増え、我が子の様

子だけでなく他児の様子や子ども同士のかかわり、園生活の内容を見ていただく

ことができた。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計67名 が参加済み  （3月1日時点） 

・1,2歳児の食事、排せつに対する悩み、幼児の友だちとの関係や就学前の不安な

どの内容が多くあった。食事についての悩みに対しては調理スタッフも共に面談

に参加している。 

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 子どもは食への意欲が高まるために毎日の食事の時間が充実したものであ

る。 

実践結果 午前中の活動の充実化を図り、幼児は12時過ぎまでの活動、達成感から空

腹感を本能的に感じ、期待をもって食事を行えるように図った。「自分で

決める」ことを大事に、配膳は基本的にバイキング形式で行い、乳児も2

択から選ぶ、個数の物のみ自分で盛ることを積極的に行い、食への楽しみ

や期待感を持つことができていた。 
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次年度方向性 乳児の子どもの言語面や認知面での発達や意欲を適切に見極め、「自分で

決める」ことを推進していく。活動が長時間になるだけでなく、遊びこん

だ、やり切ったという充実感を味わえると良い。 

2 計画・ねらい 日常的にかかわる食育の推進 

実践結果 毎日の野菜の下処理手伝い、米炊き、調理活動など直接的に食にかかわる

体験だけでなく、コンポスト、ものが無くなるまでのプロセスに触れなが

ら、食とは身近で常にかかわりあってきた。 

次年度方向性 においを感じられる配膳方法や遊び、腐敗を知ることなど多様な環境や遊

び、ものづくりやなどにかかわっていけると良い。 

3 計画・ねらい 日常生活の中で「食」を孤立させない 

実践結果 自ら栽培したものを自分たちで調理し食する一連の流れや、行事食を食べ

て文化を知る機会、食具を使うことと遊びの中での手指の巧緻性などの繋

がりを意識しながら調理スタッフが積極的に保育に入りながら子どもの食

事の姿を確認していた。 

次年度方向性 地域、科学、美しさを感じる感性、危機察知など様々なことと食がつなが

っていることを意識して保育を行う。 

 

 

保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 6月9日/11月10日に実施 

歯科検診 6月24日に保育園にて実施 

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 

・手洗い・うがい指導を日常的に行った。 

・性教育（年長児）を１２月１日、２日に行った。 

流行した感染症 ・ 7月～８月の2か月間に渡り新型コロナウイルス、園関係者延べ

27名に蔓延し世田谷区へ報告 

・2月にインフルエンザ、園児21名感染報告有り。2月17日に終息 

発作・痙攣等の対応 今年度ダイアップのお預かり・使用はなし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・2022年3月24日に園にて開催したキックオフ研修内で冨山、阿

部、宮﨑、柴山、折戸計5名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ30名のうち、27名が使用可能 
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AED 使用できるスタッフの

状況（AED 設置施設のみ） 

・2022年3月24日に園で開催したキックオフ研修内でスタッフ4名

が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ30名のうち、27名が使用可能 

その他保健に関する取組 ・看護師による、室内の衛生面全般の管理・清掃などの実施確認 

・嘔吐物の処理、インフルエンザ流行期の消毒の徹底、新型コロナ

ウイルス対策および他感染症予防のため、うがい指導・手洗い指導

を行った。徹底した消毒、子ども・大人への検温対応などの実施。 

 

 

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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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２０日、10月１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9日、11月10日 

     （0歳児のみ毎月1回） 

歯科健診 各年1回/6月24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22日、10月25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 
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実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持す

るとともに、玩具・用具などの衛生管理に努める。 

実践結果 ・保健衛生係のスタッフを中心に数名のスタッフが自身の MBO 目標に衛

生面での目標を立てそれを実行すべく、独自の管理表や仕組みづくりなど

をおこなっていた。掃除チェック表には載っていない、細部や目の届きづ

らい部分に特化して清潔を保とうとしていた。 

次年度方向性 採光、音などは後回しになりがちな環境である。その面白さ、快・不快な

どにスタッフが意識を向けていけると良い。 

2 計画・ねらい 保育中の事故防止のため、子どもの心身の状態などを踏まえつつ、施設内

外の安全点検に努め、安全対策のために全職員での連携（共通理解や体制

作り）を図る。 

実践結果 ・施設長・主任による施設内外の安全点検、安全対策のために全職員での

連携（共通理解や体制作り）を図った。 

・特に、睡眠中、プール活動、水遊び中、食事中などの場面では、重大事

故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にすること

も伝えつつ、事故防止委員会でロールプレイなど行い注意喚起を行った。

SIDS 予防については、午睡中のスタッフの業務内容を見直し、より午睡

チェックを行いやすいよう体制をスタッフ同士で改善している。 

・事故防止チェック・設備点検などを確実に行い、不備があった場合には

すぐに修繕・廃棄などの対処をしてきた。 

次年度方向性 ・子どもの心身の状態などを踏まえつつ、安全対策のために全職員での連

携（共通理解や体制作り）を図る。また、点検や見回りを各スタッフが持

ち回りで行うことにより、全体の意識強化に繋がると考える。 

・引き続き、睡眠中、プール活動、水遊び中、食事中などの場面では、重

大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつ

つ、施設内外の環境に配慮しチームでの連携を強化する。 

・引き続き、事故防止チェック・設備点検などを確実に行い、不備があっ

た場合にはすぐに対処する。また、チェックの活用方法を追求する。 

 

 

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 座卓テーブル 幼児保育室 毎日 異常なし 

2 
マルシェ棚 幼児保育室 毎日 11/24に床に擦れた部分を面

取り作業実施 

3 
なかなおりテーブ

ル 

幼児保育室 毎日 経年劣化による脆弱化が見ら

れたため廃棄済み 

4 
製作作品置き棚 幼児保育室 毎日 経年劣化による脆弱化が見ら

れたため廃棄済み 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践結果 法人のマニュアルを基に行動することを職員に周知している。保育経験年

数の少ない職員が多いため、その都度、経験者が伝えるとともに、経験が

浅いからこそ出てくる疑問点や不明点は新しい重要な視点として職員同士

でルールを見直し確認し合いながら進めている。 

2 実践結果 怪我の事例から、職員同士で検証し、一人の責任にせず、常にチームで考

え検証することを進めている。職員の行動や声かけをどうすべきなのかな

どを互いに話し合う中で、根本的に事故を予防する策や、ヒューマンエラ

ーの影響を最小限にする策などが見えてきた。 

戸外活動においては、特に全体把握は誰が行っているかを明確にしなが

ら、常に、人数の確認を行い、危険な行為がないかを見守るようにする。

子どもが主体的に遊ぶ姿が多くなり、安心して見守れることも多くなった

が、役割分担はビブスを使用して常に可視化・明確化している。 

3 実践結果 夏場のプール時期は毎年のごとく熱中症の危険が話題になる中、熱指数計

を用いて、毎日プール遊びが行えるか確認を行い、氷を用いた遊び、スプ

リンクラーなどで、身体の体温を下げながら安全に遊びができるように心

がけた。また、急な気温の上昇が考えられるので、タープを張り、水分補

給や遊ぶ時間を考慮しながら安全に遊べるようにした。水の事故が起こら

ないように、職員の役割分担、立ち位置の確認などを明確に行い、子ども

たちが安全に遊びを楽しむことができるように心がけた。 

4 実践結果 世田谷区のハザードマップによると、当園近辺の危険度は低いとされてい

るため、実際に自然災害にあっている他の保育園の状況を見ると、洪水や

道路の陥没など万が一起こった場合も想定し、子どもの命を守ることを第

一に考えた職員の行動を訓練で行う必要がある。 

5 実践結果 事故・怪我においては、心身ともに苦痛を負った子どもと保護者の気持ち

に誠意を持って、経緯と再発防止策を伝えている。 

6 実践結果 防犯・不審者に対する訓練は１年に2回行っているとはいえ、日々の生活

の中で常に意識し、すばやい行動が取れるようにするため、さまざまな状

況を想定したうえで、どのような対応が相応しいのかロールプレイングな

ども行った。また、施設長はじめ、職員がいない場も想定し、自ら行動で

きるように、少人数保育（早朝、夕方、土曜日など）の訓練も行う必要が

ある。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

今年度の振返り 

年度当初は実習のお問い合わせや依頼などもあったが、夏場の新型コロナウイルスまん延の影響に

よる中止が多かった。また、中高生の受け入れ数は昨年度と比較し増加傾向にあり、専門・大学生と

合わせて 16 名の見学・ボランティア参加があった。学校側の依頼ではなく個人で機会を探している学

生も多くなっているので、個人情報など配慮すべき点は抑えつつ、柔軟に対応していけるとよい。 
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実習生の受入 

 2022年度はなし 

 

 

中高生の受入 

日程 学校名 人数 

5月2日 華頂短期大学 1人 

5月12日 静岡福祉大学 1人 

5月26日 札幌こども専門学校 1人 

7月25日 品川翔英高等学校 1人 

8月17日・19

日 
品川エトワール女子高等学校 1人 

9月1日 成城学園高等学校 2人 

10月13日 東京都市大学 1人 

10月27日 桜修館中等教育学校 2人 

2月8日～16日 昭和女子大学大学院 6人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

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 

25日 

28名 

25日

28名 

25日 

28名 

25日 

28名 

25日 

28名 

25日 

28名 

25日 

27名 

25日 

27名 

25日 

29名 

25日 

30名 

25日 

30名 

25日 

30名 

園内研修 

（保育の質向

上にかかわる

勉強会） 

22日 

25名 

27日

25名 

24日 

24名 

15日 

25名 

26日 

24名 

16日 

24名 

28日 

25名 

18日 

26名 

23日 

26名 

20日 

27名 

22日 

25名 

23日 

24名 

 

 

外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月1日 世田谷区 リスクマネジメント研修 1名 有 
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11月30日日 世田谷区 食品衛生講習会 1名 有 

7月27日 世田谷区 
幼児期の言語発達と発達障

害 

1名 
有 

6月10日 世田谷区 リスクマネジメント研修 1名 有 

7月16日 世田谷区 就学前教育カンファレンス 1名 有 

5月24日 世田谷区 特定給食施設講習会 1名 有 

9月15日 世田谷区 保健衛生管理講習会 1名 有 

7月13日 世田谷区 
幼児期から学童期にかけて

の発達と支援 

1名 
有 

 

 

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） 

12日 

2名 

17日 

2名 

14日 

2名 

26日 

2名 

16日 

2名 

13日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

14日 

2名 

14日 

2名 

施設長勉強会 12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 

20日 

1名 

17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） 

 

 

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 
 

今年度方針・テーマの振り返り 

今年度は園・子育て支援センターちきんえっぐの行事等はコロナ禍以前に戻っているが、なか

なか園来訪者の足は戻らないままの状況であった。だが、その中でも戸外での乳児連れの家庭と

のやりとりが増え、青空保育に来てくださる家庭や青空保育以外でも散歩先で一緒に活動する家

庭、勝手籠を利用しに来てくださる家庭が増え、年度後半には少しずつ自然食堂の行事に参加す

る方もいた。引き続き、自園のアピールを行いながら、利用価値を見出してもらえると良い。 
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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：駒沢オリンピック公園こもれび広場にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ローソン、セブンイレブン、一風堂、エンヤズガー

デン、SEIYU、TAKAGI、駒沢公園管理事務所、深沢2丁目緑地管理室、

LORO bicycles 等 

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 
 

今年度の振り返り 

小学校も園も行事等は少しずつコロナ禍前に戻ってきているが、交流は依然として難しい。運動会

の見学や小学生との交流行事を認めている小学校が近隣になく、実施できなかった。 

電話にて東深沢小学校、深沢小学校、等々力小学校、尾山台小学校、玉川小学校、美しが丘小学校、

高円寺学園、松沢小学校、ヒロック職員と年長児の就学引継ぎを行った。 

 

 

 

10. 要支援児  
 

個別支援計画の作成・見直しの状況 

 

要支援児4名に対して、個別支援計画および、課題の整理表を用いて、それぞれの担任を中心

に立案していった。子どもの状況を的確に判断し、支援していくために、全職員での多角的な視

点を大切にし、子どもの姿を多面的に捉えるようにした。できないところを見るのではなく、で

きているところに視点を置きながら一人ひとりの子どもとかかわる中で、苦手な部分が補われて

いく場面が多く見られた。 

 

 

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：8名 

ケース会議は、1か月の該当児の様子や変化、また翌月の援助について話し、全職員に共有を行っ

た。子どもが自ら伸びようとする姿に大人が先手を打たず、どのように援助していくかを考えながら

実践していった。『インクルーシブ保育』を謳っている中で、子どもにすべてをやってあげることで

はなく、どの子どもにもほんとうに必要な援助・配慮を行うことを大切にする中で、子どもの成長を

どのように捉えるか職員同士で意識しながら行ってきた。その結果、要支援児だけでなくどの子ども

に対してもどこでその子どもを助けたらよいか、受け入れたらよいか、どこまで見守るべきかなど、

職員同士で話し合う姿が著しく増えた。 
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進級引継、および小学校への引継状況 

保護者・自治体の関係機関との連携を図り、対象児の引継事項を「就学支援シート」にまとめ、小

学校には保育児童要録と電話連絡での引継を完了している。 

 

 

 

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 

２名 ２名 ２名 ２名 ２名 ２名 2名 ２名 0名 ２名 0名 0名 18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2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 2名 0名 2名 0名 0名 4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）7:00～20:30 にて実施 

階段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：駒沢オリンピック公園にて 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 

２名 ２名 ２名 ２名 2名 ２名 ２名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 14名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 
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園による自己評価の実施 

２０２２年９月１６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：9 時 00 分 

自己評価終了時刻：16 時 00 分 

自己評価実施者：永井みつ紀、田中彩、坪井瑠美、須藤涼太 

 

 

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：100％ 

 

全体的に園に対して理解を示してくださっている意見、子育てのパートナーとして認識されている意

見が多く、引き続き誠心誠意をもって子どもを真ん中にした共育てのパートナーとしての保育・保護

者支援を行っていく。また園内の清掃が行き届いていない部分や保育者間での伝達不足などに対する

ご意見もあったため、全スタッフに共有後是正計画を立て、実践してきた。 

 

 

 

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。 

 

報告すべきご意見   

報告すべきご意見 0件 

 

 

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：駒沢どろんこ保育園 施設長 岩森 千花 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ 清瀬ルーム 

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 
「にんげん力 育てます」という法人の保育理念のもと「センスオブワンダー」「人対人コミュニケ

ーション」という法人の保育方針に則り、日課、基本活動の実践を心掛けた。 

その結果一年間で大きな怪我や事故もなく、自分でできることを自分でする姿があったり食の循環を

知るための活動（コンポスト作り）に乳児なりに参加したりして、感じたこと考えたことを様々な方

法で豊かに表現する姿が見られるようになった。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 育てたい6つの力を意識した保育の実践 

実践結果 どろんこ会グループの日課・基本活動の実践を心掛けた。 

9時出発をするためには朝からどのようにに保育を組み立てたらいいか話

し合い、日々実践していった。その結果大きな怪我もなく強いからだが育

ち、目指す方向に子どもが育っていく姿があった。 

次年度方向性 次年度も引き続き日課・基本活動の実践を心掛ける 

2 計画・ねらい 子どもの発達を理解し、心情に寄り添い適切な環境を保障 

実践結果 園内研修で子どもの発達について学ぶ機会をもうけ、また心情に寄り添え

るよう子どもの権利条約についての歴史を学び、子どもの人権が守られる

ような適切な環境構成を考えていった。 

次年度方向性 次年度も今年度同様子どもの発達に合わせた適切な環境構成を保障してい

く 

3 計画・ねらい 食材や食の循環を知る直接体験 

実践結果 畑活動（種まき、収穫） 

命をいただく（魚の解体見学） 

加工する（梅ジュース、干し柿、干し芋） 

次年度方向性 自園での畑活動が可能となったため、より身近に毎日の畑活動を日課とし

て実践していく 

 

 

〈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 保護者との信頼関係の構築のため、日々真摯に丁寧に誠意ある対応を心掛

け、子どもの育ちを共有する。 
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実践結果 3分間対応を心掛けて、混雑する時間は対応のスタッフを増やしてお待た

せしない工夫をした 

次年度方向性 お迎えの待ち時間にポートフォリオを手に取ってみることが出来るように

してお待たせ感を感じない工夫をする 

2 計画・ねらい 子どもの育ちや、日々の保育の様子を解りやすくお伝えする。 

実践結果 タイムラインだけでなく、階段の踊り場付近に子どもの製作物や一日の活

動がわかるものを展示した。 

次年度方向性 ポートフォリオを手に取れる場所に設置し、どの保護者も自分の子どもの

育ちを感じられるようにしていく。 

3 計画・ねらい 子どもの様子を伝えるだけではなく、保護者の様子にも配慮する。 

実践結果 送迎時の保護者の様子を観察し、こまめに声掛けしながら相談しやすい雰

囲気をつくるようにした。 

次年度方向性 今年度同様保護者の様子をこまめに観察し、気軽に悩みを相談してもらえ

るような対応を心掛ける。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた子育て支援の実践 

実践結果 園庭開放や青空保育は思うように実践できなかったが、保育所体験は年度

の後半に活発に行えた。 

次年度方向性 今年度同様年間通して地域活動事業などで、子育て支援が行えるよう計画

をたてる 

2 計画・ねらい 地域の拠点として地域の様々な人と繋がりながら子育てをしていくことを

目指す。 

実践結果 コロナの終息がまだまだ見えず、世代間交流（シニア交流）を活発に行う

のが難しかったが、異世代交流（小中学生との交流）は夏のボランティア

などを含め活発に行うことが出来た。 

次年度方向性 徐々にではあるが通常の子育て支援事業の実践が可能となってきたので地

域交流を以前のように計画、実践していく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育者自身のにんげん力 UP 

実践結果 接遇の追求では、来訪者への挨拶を心掛けた。 

感性を磨くという目標においては保育室内外の美観に気を配った。 

次年度方向性 今年度に引き続き園全体の接遇アップを心掛ける。また、園の美観を意識

した環境構成を考え、選ばれる園となるようにする。 
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2 計画・ねらい リーダーの育成 

実践結果 あわ、ひえ、あずき組それぞれにリーダーを配置し、それぞれの立場に応

じた役割が果たせるように指導していった。 

次年度方向性 リーダーだけでなく、それぞれの得意分野において活躍できるように個人

の目標を立てて達成できるように援助していく。 

3 計画・ねらい コンピテンシーの追及 

実践結果 自ら目標を設定し、効率よく無駄なく時間を使う意識を持つようにしてい

ったが、毎月の園会議にて振り返りをすることは出来なかった。 

次年度方向性 来年度も個人の目標を設定する。定期的に振り返りの時間をもちそれぞれ

が立てた目標をクリア出来るようにしていく。 

 

 

〈５〉食材や食の循環を認知する直接体験 

1 計画・ねらい 3大食育方針の実践 

実践結果 ・コロナ禍により子どもと一緒に食事を食べることは出来なかった。 

・嚙む力を育て素材を味わえる状態で提供出来ていた。 

・子どもが自分たちで盛り付け・配膳して食べることは出来ていない。 

次年度方向性 新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたら、自分で盛り付け・配膳し

て食べ、大人も子どもと一緒に楽しく食べるようにしたい。 

 

 

〈６〉子ども・保護者・保育者たちが、自分らしく活かされる場の構築 

1 計画・ねらい 子ども・保護者・保育者が、自分らしく活かされる場の構築 

実践結果 子どもが自分らしさを発揮し主体的に生活し居心地の良い場所を作ること

が出来た。また、大人も自分らしさが保障されそれぞれの考えを語り合う

風土が構築された。 

次年度方向性 大人も子どももコミュニケーションを大切にしながら思いを伝え、語り合

う風土を継続していく。 

 

 

 

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： 20人 89人 85人 0人 0人 0人 194人 
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4~9月 

年度後半：

10~3月 
36人 88人 95人 0人 0人 0人 219人 

 

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 

23人 18人 21人 23人 16人 53人 42人 55人 88人 24人 24人 24人 411人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 22人 17人 22人 19人 16人 16人 16人 128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 

0人 0人 0人 0人 2人 2人 1人 1人 1人 2人 3人 3人 15人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2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 7人 看護師 1人 栄養士 2人   

パート 

スタッフ 

保育士 3人 事務 1人 嘱託医 1人   
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・子どもの人権 

給食運営会議 月1回 献立の振り返り 

事故防止委員会 月1回 事故、怪我の検証 

ケース会議 月1回 要支援計画の振り返り 

リーダー会議 月1回 課題解決のアクションプラン立案、振り返り 

 

 

〈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4回 主任 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士 

ミドルリーダー 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 新型コロナウイルス感染拡大防止策の実施、子どもの衛生や保

健に関する指導 
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安全対策係 設備点検・事故防止点検の実施、ヒヤリハットの分析 

防火管理者 年間避難訓練の実施日々の施設の把握 

食品衛生管理係 食品衛生上の運営・管理、衛生点検の実施 

畑係 畑の管理、作物の種付けから収穫までの管理 

生き物係 ミナミヌマエビ、ザリガニの飼育管理 

 

 

〈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 園が主催となって開催し保護者に手伝って頂く形となっていた

ので保護者が参画し作り上げていけるように、定期的にどろん

こサポーターズの集まりを開催していきたい。 

 

 

 

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 

地域で新型コロナウイルスが感染拡大する中でも登園児は多く、消毒作業等を行

い細心の注意を払いながら通常保育を実施した。クラスの枠を取り払い、全スタ

ッフが子どもの姿を共有し関 われるようにした。 

保育参加 

4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月15日時点） 

新型コロナウイルスを懸念し参加を躊躇される保護者が多かった。 積極的な働き

かけを今後も引き続き行っていく。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計30名 が参加済み  （3月15日時点） 

・送迎時の会話でのやり取り、連絡帳への記載も含め、面談や相談を行った。 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 3大食育方針の実践 

実践結果 ・コロナ禍により、大人が子どもと一緒に食べることは出来なかった。 

・嚙む力を育て素材を味わえる状態で提供することは出来ていた。 

・子どもが自分たちで盛り付け、配膳して食べることは出来なかった。 

次年度方向性 コロナが落ち着いてきたら、自分たちで盛り付け、配膳したりしていく。

また、食べる場所や一緒に食べる人を自分で決めて食事時間が楽しくなる

ようにしていく。大人も子どもと一緒に食べる。 

2 計画・ねらい 畑・プランターで野菜を育てる 

実践結果 土に触れ、種や苗を植えることで野菜の生育に関心を持ち、世話をする喜

びを感じ収穫への期待が膨らんだ。 

採れたての野菜をそのまま味わったりすることで野菜本来の味を知り、食

べる意欲に繋がった。 

次年度方向性 調理くずをたい肥化して土に還し、作物を育て収穫することを通して食の

循環を知る。収穫した野菜を加工し、伝統的な食文化を知る。 

3 計画・ねらい 季節の行事食を味わう 

実践結果 食を通して年中行事を知ることが出来た。また、季節折々の旬な食材を取

り入れることで、日常の料理との違いが分かり特別感を感じることが出来

た。 

次年度方向性 行事食を通して色々な料理に出会い、行事の意味や由来も学ぶ。 

 

 

〈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7日／11月1日に実施 

歯科検診 6月2日に当園保育室にて実施 

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 

①  5月9日に園内にて手洗い指導を実施 

②  6月8日に園内にて歯磨き指導を実施 

③  12月7日に園内にて鼻かみ指導を実施 

流行した感染症 ①  8月に新型コロナウイルス、園児4名・スタッフ2名罹患、市の保

健師へ報告 
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②  9月に手足口病、園児24名罹患。10月末日に終息 

発作・痙攣等の対応 該当なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・本日時点で、在籍スタッフ15名のうち、15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） 

・本日時点で、在籍スタッフ15名のうち、15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のウィ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・換気を徹底した。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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7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7日、11月1日 

歯科健診 各年１回／6月2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7日に実施済み 
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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 常に気持ちの良い環境で、衛生的に整備された施設のもと、心地よく過ご

すことが出来るよう施設内の美化に努める 

実践結果 掃除チェック表を作成し、管理できていた。 

次年度方向性 掃除チェック表のみの管理だけでなく、一日の終わりの棚の上や保育室内

を見渡し、次の日を気持ち良く迎えられるよう整えて帰るようにしてい

く。 

2 計画・ねらい 子どもたちの成長・発達に必要な物・事を常に意識し、保育環境の整備に

努める。 

実践結果 子どもたちの成長に合わせて保育環境を随時変えていった。その結果子ど

もたち一人一人がじっくり遊びこめる環境を用意することが出来た。 

次年度方向性 一年を通して子どもたちの成長に合わせて保育環境を変化させていく。子

どものその時々の姿を的確にとらえ、集中して遊び込める環境構成を構築

する 

 

 

〈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 ままごとキッチン 保育室 毎日 異常なし 

2 パーテーション 保育室 毎日 異常なし 

3 ミニテーブル 保育室 毎日 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） 
 

2 実践結果 怪我、事故防止 

事故防止チェックリスト、設備点検（4.7.10.1月）を年4回実施。 

3 実践結果 事故防止委員会によるリスクマネジメント 

インシデント・ヒヤリハット報告、事故報告書の分析・改善策の共有。 

4 実践結果 防犯 

年２回不審者侵入訓練を実施。 

5 実践結果 光化学スモッグ 

清瀬市より光化学スモッグ注意報の連絡が入り、指示に従う。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

  職場体験ボランティア、保育実習を積極的に受け入れ、子ども達が様々な人と関わる機会を増や

せた。また、実習生を指導することで自分の保育を振り返る機会にも繋がっていきスキルアップを

目指せた。 

 

実習生は年間で３名。４２日間の受け入れとなった。 

 小中高生のボランティアは７名、２４日間の受け入れとなった。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 
人

数 
実習内容 

5月17～5月28日 

5月31～６月11日 

日本社会事業大学福祉学部福

祉援助学科 
1人 観察実習、責任実習 

1月16日～1月28日 日本児童教育専門学校 1人 観察実習 

2月14日～2月28日 
総合学園ヒューマンアカデミ

ー東京校 
1人 観察実習、責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

1月16～2月８日 都立保谷高等学校 1人 

8月８日 都立武蔵高等学校 1人 

11月7日～11月9日 清瀬第4中学校 1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 

15名 

13日

14名 

10日 

15名 

1日 

14名 

5日 

13名 

9日 

14名 

7日 

13名 

11日 

12名 

9日 

13名 

13日 

14名 

17日 

15名 

6日 

16名 

園内研修 8日 

15名 

13日

14名 

10日 

15名 

1日 

14名 

5日 

13名 

9日 

14名 

7日 

13名 

11日 

12名 

9日 

13名 

13日 

14名 

17日 

15名 

6日 

16名 
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〈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 白梅短期大学 

発達と遊びと表現（主に造

形表現）の理解と援助につ

いて 

１名 無 

６月８日 
園長大学・保育士大学(学び

事業部) 
ファシリテーション 

１名 
有 

６月２９日 
園長大学・保育士大学(学び

事業部) 

生きる力の強い子どもを育

てる 

１名 
有 

１２月２３日 東京福祉保健財団 
子供のアレルギー疾患に関

する相談実務研修 

１名 
有 

１月２０日 東京福祉保健財団 
ぜん息、食物アレルギー緊

急時対応研修 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

24日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

24日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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：１月１２日にオンライン開催にて１名（保育士）が出席 

第2回：１月１３日にオンライン開催にて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。 

リーダー3人はリーダー会議を毎月一回開催して、園内環境やリーダーとしての考え方など学びの機会

を作っていった。また、他園研修として他園を訪問し自園の保育を見つめなおす機会を作った。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

  選ばれる園をつくる 

    保護者・地域・自治体の方から愛され、広く周りに知れ渡っている園となる。 

という方針を立てたが、園庭のフェンスにポスター掲示をしたり、チラシを配ったりしてた

くさんの地域の方に来園頂いた。一時保育の枠もほぼ埋まり定員近い形で運営できた。 

 

〈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：中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：、清瀬消防署竹岡出張所、清瀬松山郵便局、光文

堂、ココカラファイン、東村山警察署梅園駐在所、ミーツ、ちよだ鮨、

小糸うどん、シカゴチキン、セブンイレブン、肉の大丸、等 

世代間交流 地域活動事業にてパントマイムを実施、園児の祖父母が参加 

異年齢交流 地域活動事業にて他園の幼児と表現活動を実施 

銭湯でお風呂の日 該当なし 

 

 

 

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 

夏のボランティアで小学生との交流を図った 

 

 

〈２〉具体的な連携 

小学校の校庭を散歩先に設定し、児童との交流を図ることを計画していたが、実現しなかっ

た。 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

年２回の清瀬市発達支援センターとことこの巡回指導を受けた。専門家のアドバイスをもとに毎

月ケース会議を開き、個別支援計画を作成。子どもの様子を共有しながら適切な支援、援助を行

い次月に向けて見直しを図った。 

 

〈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：5名 
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  対象児のクラス担当・看護師・主任・施設長などが毎月の会議で当月の子どもの様子を共有   

し関わり方を検討する。 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

  3歳児から進級していく施設（保育園、幼稚園、子ども園他）からの問い合わせがあった際は、在

園期間中の子どもの様子を引き継ぎする。 

 

 

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 

5名 5名 11名 37名 0名 10名 19名 6名 14名 
123

名 
53名 

100

名 
381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2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 2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3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 1名 2名 0名 0名 0名 0名 3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：中央公園にて 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 0名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度は受審なし 
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〈２〉園による自己評価の実施 

２０２２年６月13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：９時００分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：山田千惠、川田翔大、伊藤斉子、関真由美 

 

 

〈３〉利用者アンケートの実施 

施設利用 保護者に対し、アンケートを実施し、結果を開示する 

アンケート配布日：８月２５日 

アンケート回収率：１００％ 

 

   今年度より施設長と主任が異動により入れ替わりとなったため昨年度と比較して違う点につい

てのご意見やご要望があった。 

    

 

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   

報告すべきご意見 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 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：メリー★ポピンズ 清瀬ルーム 施設長 山田 千惠 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ ラスカ茅ヶ崎ルーム 

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～ 
社会福祉法人どろんこ会の保育方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」をも

とに、かんがえる力・おもいやりの心を育むことを基本方針とした。今年度も新型コロナウイルスの

影響が大きく、地引網や老人福祉施設訪問など、中止なった活動も多かった。「人対人コミュニケー

ション」の機会が失われたが、保育者は子どもを中心に、好奇心や探究心を大切にしながら、日々の

保育や行事に向き合っていた。子どもの気持ちの発露を保証しながら、丁寧に関わることの意味を考

え、深めながら保育を行うことで、子どもの自主性が育ち、のびのびと園生活を楽しむ姿が見られ

た。次年度も今年度の礎をもとに、どろんこ会の理念「にんげん力。育てます。」を実現していきた

い。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもたちが主体的に「やってみたい」気持ちになるよう、環境を整備す

る。 

実践結果 活動の選択制の自発的な広がりを促進した。全スタッフが環境整備を分担

し、月毎に振り返り・更新を行った。 

次年度方向性 継続して環境整備を分担して行うが、より園全体での方向性をはっきりと

させ、周知できる仕組みを作る。子どもが主体になってやりたいことに取

り組める環境構成を探求する。 

2 計画・ねらい プロジェクト保育を推進し、他者との協働・感情コントロールや達成感を

経験する。 

実践結果 子ども同士が異年齢を含むグループで話し合い、ぶつかり合いながら役割

を分担し、一つのモノ・発表などを創り上げる経験を多くした。日常の散

歩の行き先決定から、運動会などの行事内容決定まで、子どもたちで話し

合い、決める経験を大事にした。日々の保育活動が継続性を持って行われ

るよう、プロジェクト保育を行った。 

次年度方向性 プロジェクト保育を、より子ども発信のものにしていく。子どもの興味関

心に沿った活動を子ども同士で話し合い、保育者はそこに寄り添って援助

する。子どもの呟きを拾い、そこから保育活動の展開に結び付ける。 

3 計画・ねらい 海での遊びを充実させる。茅ヶ崎海岸まで徒歩30分の恵まれた環境を活か

し、センス・オブ・ワンダーを体感する。 

実践結果 １歳児から５歳児までの年齢で海へ散歩に行き、砂遊びや水遊びを楽しむ

ことを実践した。砂浜を走り強い体を育てる。貝殻や流木を拾い、製作に

活用した。海への漂流物から SDGｓへの関心を広げた。 

次年度方向性 全年齢で毎月一度は海に行くことを目標に、より海での活動を思い切り、

子どもも大人も楽しむ。 
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〈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 園の保育方針が理解され、信頼関係のもと協同して子どもと向き合う。 

実践結果 保護者懇談会・保育参加・タイムライン・掲示物などを通して方針の共通

理解を深めた。 

次年度方向性 安定した信頼関係のもと、協同することの意味、保育方針の意味を問い直

す。保育参加の参加率を上げる。 

2 計画・ねらい 子どもの発達を理解し、子育てに見通しが持てるよう、子育てを楽しめる

よう支援する。 

実践結果 お迎え対応・個別相談・ワークショップなどを通して、一人ひとり違う個

性があることを伝えた。食に関する悩み相談や情報発信を行った。どろん

こ祭りなど、保護者との共催行事を通して、保護者同士のつながりや地域

とのつながりを深めた。 

次年度方向性 個別相談をより多く行うことで、一人ひとりの保護者の育ちも大切に出来

るようにする。保護者行事を通して保護者同士のつながりを深める。 

3 計画・ねらい 「子どもも保護者も行きたくなる保育園」を目指し、保護者の心に入り込

んだ接遇を行う。 

実践結果 挨拶が習慣化した。送迎時には遠くのスタッフからも挨拶の声が聞こえる

ようになった。「2歳児クラスのみんな」でなく「その子」が何をしてい

たかが伝わるお迎え対応をするなど、一人ひとりの保護者に寄り添った対

応はまだ不十分であった。 

次年度方向性 接遇を大切にする精神を維持し、園の雰囲気を良くしていく。保育のプロ

として保育者が一人ひとりの子どもの姿を丁寧に捉える力をつけることは

もちろん、事務員や調理員、全てのスタッフが子どもと関わり様子を伝え

ていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 他園、小学校と連携し、接続をスムーズに行い、園が地域に根差すように

する。 

実践結果 湘南アイルド保育園の行事参加や、ひよこ保育園と公園でドッジボールな

どの交流保育を行った。小学校には新型コロナウイルスの影響で交流機会

が限られたが、円蔵小学校の学校開放には４歳児と５歳児が参加した。小

学校担任との交流が深まらなかった。 

次年度方向性 他園との交流は引き続き行っていく。小学校との連携を強め、園に小学校

担任を招き、話を聞く機会を設ける。 

2 計画・ねらい ラスカ茅ヶ崎のテナント交流を行い、同じ駅ビル内の一員としての認知を

高める。 

実践結果 ラスカ業務部を園に招くことは出来なかったが、子どもが業務部に勤労感

謝を伝えるなど交流が出来た。ラスカ内店舗での買い物やバックヤード見

学などは行えなかったが、店舗スタッフとの交流は生まれた。カルチャー

スクールの方々と交流も出来なかった。 
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次年度方向性 新型コロナウイルスの影響が弱まってくると考えられるので、小さなつな

がりを自分たちで作りながらそれを少しずつつなげていく。 

3 計画・ねらい 公共機関の利用を通し、集団でのルールやマナーなどを知る。 

実践結果 年長児を中心に、美術館の催しに参加した。遠足の際に公共交通機関を利

用した。図書館の利用がすすまなかった。 

次年度方向性 美術館や図書館の利用を定期的に行い、マナーやルールを身に付けると共

に、文化に触れる機会を設ける。 

4 計画・ねらい 地域の子育て世帯の利用を増やす。地域の協力者を見つけていく。 

実践結果 園舎の美観を大切にするため清掃チェック表を作成し、地域の方がいつ見

ても気持ちの良い施設になるよう努力した。商店街ツアーや保護者とのつ

ながりから、魚屋さんや花屋さん、プレーパークの方など、地域の子育て

協力者、様々な活動をしている方々とのつながりが少しずつ広がった。 

次年度方向性 上記の活動を継続し、地域に根差した園になることを目指していく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 園内研修を通し、園(法人)と自分の目指す保育がどこにあるのか、どこに

向かっているのかを、スタッフ同士で意見交換しながら明確にする。 

実践結果 コンピテンシーや法人理念の理解、接遇など園内研修を行った。保育の質

を上げる会議の検討も含め、グループディスカッションを行いスタッフ一

人ひとりが意見を述べ主体的に考える機会を設けた。 

次年度方向性 より深い学びを一人ひとりが得るために、スタッフが研修内容を決め、フ

ァシリテーションする仕組みを作る。 

2 計画・ねらい 目標を明確にし、スタッフが自分を高めていく仕組みを作る。 

実践結果 全スタッフが組織目標と個人目標を設定した。年2回以上施設長との面談

を行い、達成度や課題の確認をした。目標意識を持ち、達成に向けて努力

するスタッフもいたが、意識が低いスタッフもいた。 

次年度方向性 スタッフ面談は年2回に限らず必要に応じて行う。目標の修正や再設定な

ども行い、本人が着実に成長を感じられるよう援助する。 

3 計画・ねらい 外部研修を活発に行い、新たな知識・技術を園に還元する。教えることで

自らも学ぶ。 

実践結果 外部研修の受講率は上がらなかった。他園への研修、スキル講座参加な

ど、グループの強みを活かすことが出来なかった。 

次年度方向性 スタッフに過剰な業務を強いることなく、子どもの最善の利益を保育の現

場で追及するにはどうするか、保育エピソードなどを園会議でのディスカ

ッションを通して学ぶ。 
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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 
18人 54人 72人 79人 88人 78人 389人 

年度後半：

10~3月 
18人 54人 69人 84人 90人 72人 387人 

 

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 

67 

人 

70 

人 

87 

人 

88 

人 

85 

人 

81 

人 

105

人 

110

人 

121

人 

106

人 

105 

 人 

105

人 

1130 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

11 

人 

14 

人 

13 

人 

12 

人 

4 

人 

0 

人 

0人 54人 

（解説）30分延長が約2/3、1時間延長が約1/3 

 

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 1人 9人 10人 0人 0人  0人 0人 0人 0人 0人 0人 21人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 

（解説）7月までは行っていたが8月以降保育士欠員が生じ、一時保育は中止した。 

 

 

〈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 8人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 4人 補助 1人 調理 1人 事務 1人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園運営についての情報共有 

給食運営会議 月1回 調理・食事提供の改善検討 

事故防止委員会 月1回 園でのヒヤリハット、インシデント、事故検証 

ケース会議 月1回 要支援児の情報共有・検討 

 

 

〈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 

看護師 

主任会議 

／法人本部 

年8回 主任 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 衛生的改善と疾病の予防処置、施設内衛生管理全般を行った。 

園内での大きな感染症発生は無かった。 

安全対策係 避難訓練の計画・実施を行った。海散歩時の避難訓練回数を増やす

と良かった。 

防火管理者 防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理業務を行った。 

食品衛生管理係 食材の発注及び品質管理、調理室の衛生管理を行った。 

畑係 畑で育てる野菜の管理を行った。一年を通して栽培・育成を行っ

た。 

生き物係 生き物の管理を行った。子どもが生き物に親しむ活動が出来なかっ

た。より魅力的な環境構成が急務である。 

環境整備係 園内環境の整備を行った。環境構成変更の園全体への周知が難し

く、課題となった。 

食育係 食育計画の管理を行った。毎月の収穫物を使った調理保育を行うこ

とが出来た。 

地域交流係 地域の各機関との情報交換、交流企画の計画・実施を行った。少し

ずつ地域の方々と、顔の見える関係を築くことが出来た。 

 

 

〈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 どろんこ祭りの計画管理、保護者との連携、地域への告知を行っ

た。地域の方の100名を超える参加があった。 

運動会係 運動会の計画管理を行った。初めて茅ヶ崎小学校をお借りしての

実施となったが、問題なく行うことが出来た。保護者からも好評

だった。 

生活発表会係 生活発表会の計画管理を行った。0・1・2歳児クラスは初めて園

外での発表会（中央公園）となった。3・4・5歳児はプロジェク

ト保育を行い、街作りプロジェクトの発表となった。 

卒園式係 卒園式の計画管理、保護者との連携を行った。 

入園式係 入園式の計画管理を行った。 
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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 

・様々な行動や欲求に適切に応え特定の大人との情緒的なつながりを形成した。 

・活発な探索活動を楽しみながら様々な感覚が育った。 

・身近な大人との安定した関係の下、一人遊びを十分に楽しみながら自我の芽生

えを援助した。 

・手遊び歌やわらべうた、造形など表現の礎となる経験を多くした。 

・毎日の生活や遊びの中で、基本的生活習慣や運動を心地よい感覚として身に付

けた。 

・興味関心を持ったことに集中して遊びこみ、充実感を得た。 

・異年齢の関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現した。 

・異年齢の関わりの中で、相手の気持ちを理解しながら協力して課題に取り組み

ルールを自分たちで作るなど、解決することが出来るようになった。 

・様々な体験を通し五感が刺激され、豊かな感性や創造性が育まれ自由な発想で

のびのびと表現することを楽しんだ。 

保育参加 

4～3月まで 合計8名 が参加済み  （3月15日時点） 

・いつも見られない子どもの姿が見られた、どのように過ごしているのか分かっ

て良かった、給食が参考になった、などの意見を頂いた。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計5名 が参加済み  （3月15日時点） 

・1歳児保護者2名が、噛みつきがあった際に心配された様子があり、施設長から

面談を設定し、保護者の思いと子どもの様子を共有し、子どもの育ちや園の方針

を理解してもらう機会とした。 

・発達相談は、要支援児3名の保護者と、前後期の年2回それぞれ面談し、個別支

援計画と保護者の思いを共有した。 

 

 

〈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 子どもが自分で食べる量を自分で決め、「食べたい時に食べたい場所で食

べたいものを食べたい人と食べたいだけ」食べる意欲を育む。 

実践結果 年度当初は年長児が配膳を担当した。年度途中から幼児は自分で盛り付け

を行った。おかわりは保育者がよそった。 

次年度方向性 新型コロナウイルスの影響が弱まり、通常通りの給食が実践できると予想

される。「食べたい時に食べたい場所で食べたいものを食べたい人と食べ

たいだけ」が実践できるように援助したい。 
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2 計画・ねらい 噛む力を育て、素材の味を味わえる状態で提供する。 

実践結果 一人ひとりの咀嚼状況を把握しながら、離乳食や手づかみ食べの野菜の提

供を行った。 

次年度方向性 特に０歳児１歳児の保護者懇談会で、保護者にも噛むことの大切さを伝

え、一人ひとりが十分にねらいを達成できるように援助する。 

3 計画・ねらい 食の循環や食材への興味を深め、命を頂くことを知る。 

実践結果 畑で採れた野菜を子ども自身が調理した。残食を、バケツを使い堆肥にし

た。魚を捌いて食べる経験をした。 

次年度方向性 海が近い環境を活かし、魚について知る機会を増やす。畑への興味関心を

深めるための活動も計画的に行っていく。 

 

 

〈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8日／11月9日に実施 

歯科検診 6月14日に実施 

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 

①  6月14日に園にて歯科衛生士による歯磨き指導を実施 

②  12月15日に園にて手洗い指導を実施 

③  1月24日、1月25日に園にて性教育を実施 

流行した感染症 5月にアデノウィルス、園児6名感染報告有り。６月６日に終息。 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に園にてエピペン講習会を増田、相原、計２名が新たに

受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ18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、手洗い指導

を行った。また消毒・換気を徹底した。 
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〈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10日、10月10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8日、11月9日 

歯科健診 各年回／6月14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22日、10月28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 子どもが自分で選択して遊ぶ場所・遊ぶものを決めることが出来る環境を

整備する。 

実践結果 環境整備係を中心に、全スタッフが環境整備を分担し、月毎に振り返り・

更新を行った。子どもたちの発達に合わせた更新を行った。 

次年度方向性 子どもが興味関心を持っている物事を自分たちで主体的に選択できるよ

う、柔軟に対応していく。 

2 計画・ねらい 整理整頓を常に心がけ、必要な物だけを置く気持ちの良い環境の下、子ど

もが活動しやすい動線作りを行う。 
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実践結果 毎日・毎週・毎月の清掃チェック表を作成し、担当を決めて誰がいつ、何

を行えばよいか、どういった状態が整理整頓された状態か、理解できるよ

うにした。視覚的に理解しやすい写真での掲示を行ったが、適宜更新せず

変化に対応できていないことがあった。 

次年度方向性 ただ綺麗にしておくのでなく、子どもにとっての使い勝手や、想像力が刺

激される環境はどういったものかを考えた構成にしていく。 

 

 

〈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 パーテーション 保育室 毎日 異常なし 

2 どろんこ遊び場 園庭 毎日 異常なし 

3 平均台 園庭 毎日 異常なし 

4 畑 園庭 毎日 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 実践結果 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成、避難訓練・消防計画を行った。 

火災・地震発生時の避難方法を確認。アプリを使用し、園児の情報を発信

した。 

2 実践結果 事故防止チェック、設備点検チェックを実施した。 

怪我発生時には対応フローチャートに従い対応した。 

3 実践結果 毎月、園内及び法人内で事故防止委員会を実施し、ヒヤリハットやインシ

デントなどを共有・検証・再発防止策を共有した。 

4 実践結果 園内・園外のハザードマップを作成・随時更新し危険個所の確認を行っ

た。 

5 実践結果 防犯対策として不審者侵入訓練を実施した。ラスカ警備人による巡回を行

った。 

6 実践結果 光化学スモッグ対策として、注意報や警報が発令された時には、屋外活動

を自粛した。 

7 実践結果 熱中症対策として、環境省の熱中症予防サイトを随時確認し、危険な時に

は屋外活動を自粛した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
  

今年度の受け入れなし 
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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 

22日 

19名 

27日

19名 

24日 

18名 

22日 

18名 

26日 

18名 

30日 

18名 

28日 

18名 

25日 

18名 

23日 

18名 

27日 

18名 

17日 

18名 

5日 

18名 

園内研修 22日 

17名 

27日

16名 

24日 

17名 

22日 

17名 

26日 

15名 

30日 

17名 

28日 

16名 

25日 

17名 

23日 

17名 

27日 

17名 

17日 

14名 

5日 

10名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月17～７月

12日 
茅ヶ崎市 

子ども主体の保育を実現す

るために現場で出来ること 
1名 有 

6月21日 茅ヶ崎市教育センター 非認知の力を育む 1名 有 

6月22～７月

7日 

神奈川県立保健福祉大学実

践教育センター 
子ども虐待予防研修 

1名 
有 

10月3日 神奈川こども医療センター 小児保健研修 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 

2名 

17日 

2名 

14日 

2名 

26日 

2名 

16日 

2名 

13日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

14日 

2名 

14日 

2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 

20日 

1名 

1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） 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

 魚を捌く体験、勤労感謝の日、美術館鑑賞など、行事を通して少しずつ地域との間に顔の見え

る関係を築くことが出来た。また、保育所同士の交流も行うことが出来た。一方でコロナ禍の影

響で実現しなかった交流もある。次年度は工夫しながら、多くの交流を実現していきたい。 

 

〈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：中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：テイクユー、魚卓、ラスカ営業部、茅ヶ崎中央図書

館、茅ヶ崎警察署、エメロード等 

世代間交流 新型コロナウイルスの影響で実施せず。 

異年齢交流 新型コロナウイルスの影響で実施せず。 

その他活動 12月9日に中央公園にてアイルド保育園との交流保育を実施 

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・スタッフ間交流 
 

〈１〉今年度の振り返り 

今年度もコロナの影響があり、活発な交流は実現しなかった。しかし、運動会を茅ヶ崎小学校体育

館で行ったことにより、そのやり取りを通して茅ヶ崎小学校とつながりが出来た。次年度も同様に運

動会を行う予定であるので、より積極的な交流を進めていきたい。また、下の連携には記載していな

いが、勤労感謝の日前後に茅ヶ崎小学校や円蔵小学校、前年度小学生が来園した東海岸小学校へ園児

と訪問し、花をプレゼントする機会を設けることで、交流が出来た。こうした地道な取り組みを次年

度も続けていきたい。 

 

 

〈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 

7月15日 円蔵小学校 1名 保幼小教育連携協議会連

絡会 

スタッフ間交流 

10月19日 円蔵小学校 15名 地域開放デー（円蔵小学

校） 

子ども間交流 
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10月20日 円蔵小学校 17名 地域開放デー（円蔵小学

校） 

子ども間交流 

10月21日 円蔵小学校 1名 保幼小教育連携協議会担

当者会 

スタッフ間交流 

1月19日 円蔵小学校 1名 保幼小教育連携協議会連

絡会 

スタッフ間交流 

1月25日 円蔵小学校 1名 保幼小教育連携協議会担

当者会 

スタッフ間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

３歳児１名、５歳児２名の要支援児について、４月に担当を決め、５月に担当が前期個別支援計画

作成。６月に保護者面談を行い、保護者のねがいと指導計画を共有した。３歳児と５歳児１名につい

ては、発達支援室に通所しているので担当同士の情報共有を行った。１０月に前期評価を作成、１１

月に後期個別支援計画作成。２回目の保護者面談を行い、保護者のねがいと指導計画を共有した。３

月に後期評価を行う。 

 

 

〈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：６名 

施設長、主任、担当、担任で行い、支援計画や面談結果、毎月の様子を共有。支援方法の見直しな

どを行い、他スタッフに議事録にて共有した。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

３歳児１名については、次年度も引き続き要支援児として、通所施設との連携、保護者との共有を

密に行っていく。５歳児１名については、教育委員会や小学校と連絡し、支援学級への通学に向けて

引継ぎを行った。５歳児１名については、小学校教諭に園での様子を見学してもらいながら引継ぎを

行った。 

 

 

 

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 

8名 11名 19名 20名 129名 24名 39名 20名 2名 0名 3名 2名 277名 
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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１０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1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 2名 0名 0名 0名 0名 0名 2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1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 3名 0名 0名 0名 0名 3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：中央公園にて 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 ２名 ２名 ０名 ０名 ０名 ２名 ３名 １名 ０名 １名 ０名 １１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７月３１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：９時００分 

自己評価終了時刻：１６時００分 

自己評価実施者：主任、施設長 

 

 

〈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：86％ 
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（省察）一昨年度、昨年度に比し、満足度は全体的に向上している。NPS は２０２０年度４．６％２

０２１年度２１．２７％、今年度４６．５％。お迎え時の対応や、子育て相談の充実度に関し、数件

不満の意見があがった。接遇面でのより一層の充実や、子育ての心配や悩みに対し園からの発信を増

やし、寄り添う姿勢を示すことが求められる。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：メリー★ポピンズ ラスカ茅ヶ崎ルーム 施設長 渡邉 功                       
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２０２２年度 つくばどろんこ保育園 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～ 
●全ての子ども一人ひとりとの丁寧な関わりの中で、子どもの心情・意欲・態度の健全な育ちを促し

た。そのために必要な環境を常に見直し、自分らしさを発揮できるように気持ちを受容することに重

点をおいて保育を進めた。 

 

●毎日の基本日課や戸外体験を通して生活を営む力を身に付けたり、自らの役割に気付き進んで行え

るように見守ることで、子どもの持てる力を十分に発揮できるように環境を整えた。 

 

●異年齢の友だちや日常的な保育活動の中では、そこから生まれる葛藤や思考錯誤、折り合いをつけ

る場面が多く見られた。どこまでスタッフが関わるかを見極めながらその育ちを支えた。協同的な創

造活動の中では自由な発想や仕上げるまでの過程を大事にして、良いところを認めながら表現活動を

行った。 

 

●園目標の「子ども像」のイメージをスタッフ間で統一し、その目標に向けて、毎月目線合わせと振

り返りを行った。また、遊びのスキルを高めるために、子どもたちの前で遊びを提供し、会議での報

告会をチームごとに実施することで、園全体のスキル向上を図った。 

 

●つくばの地域の生活文化を、子どもたちと一緒に楽しみながら継承できるよう活動内容を取り入れ

ていった。また食育活動では、作物できるまでの過程や食の循環について学び、その実体験が今後の

生活や知識に結びついていくように進めた。 

 

●園を利用される全ての方の目線に立って、清掃や整理整頓を心掛け、気持ちの良い挨拶と対応を全

スタッフで実践していった。今後もさらに、園内研修を通して高みを目指したい。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：異年齢による基本活動を毎日丁寧に積み重ねることで自ら行動しそ

れが習慣として身に付く。 

ねらい：子どもが「やりたい」「気持ちよい」「うれしい」の思いを味わ

い、その気持ちの源をもって活動の意味を理解し、友だちと喜んで行うよ

うになる。 

実践結果 子どもたちにとって、毎日の基本活動は生活のサイクルになっており、楽

しみながら丈夫な体つくりや役割意識を育てた。 

次年度方向性 全スタッフが日課や基本活動の意味をしっかり伝える姿勢を意識すること

により、子どもがその意味を理解して自ら進んで活動し、「生きるための

力」が自然と身に付くようになる。 

2 計画・ねらい 計画：協同の活動の中での様々な感情の芽生えを大事にし、気持ちに寄り

添いながら子どもの持つ力を信じて待つ。 
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ねらい：子ども自ら考え、知恵を出し合って折り合ったり調整したり、相

手の思いに気付き思いやりを持てるようになる 

実践結果 異年齢での共同的な作業を進めることで、年下児へのお世話や意見を出し

合って物事を進めることや、感情の調整の仕方などの成長が見られ、子ど

もたちにとって実りが多かった。 

次年度方向性 異年齢による協同的・創造的な活動の中で、養護と教育の一体的な保育を

展開し、バランスのとれた心身の発達を促すようにする。 

3 計画・ねらい 計画：遊びや活動の記録を作成して、毎月の定期的な話し合いや次の保育

計画作成の手立てに繋げ、さらなる保育実践へとステップアップする 

ねらい： 記録を活用し、環境の準備や改善、保育者の関わりや支援の見極

めについてスタッフ間で共有し、継続性をもって保育体制の確認をする 

実践結果 3年前からのエピソード記録の継続により、「子どもは子ども同士の関わ

りの中で育つ」ことを改めて認識できた。その中で保育士が出来る保育内

容や環境を、今後も PDCA化して、さらに継続して子どもの育ちを捉えて

いきたい。 

次年度方向性 次年度も継続して記録を残し、スタッフ間の子どもの共有や、保護者・子

どもたちとのコミュニケーションツールとして利用する。 

４ 計画・ねらい 計画：伝達共有事項、事故や怪我の改善事項に向けて、「可視化」の体制

を作り全スタッフの周知を徹底する 

ねらい：伝達や共有漏れを防ぎ課題意識を全員が持つ 

スタッフ全員が良いことも悪いことも共有することで仕事への向き合い方

や気持ちの一体化を目指し、共に悩み喜ぶ健全な保育園運営を行う 

実践結果 怪我や事故があった時には、早目に確実に周知し、その改善策を全スタッ

フで考え、その防止に繋げた。 

次年度方向性 事故や怪我が起きた時の「可視化」の体制を継続し、常に全スタッフで共

有と課題意識を持って対応する。 

 

 

〈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 計画：送迎時に気持ちの良い挨拶を実践する。保護者の立場に寄り添って

話の内容とその伝え方を考え、気軽に声を掛けて頂けるようなおもいやり

のある対応を心掛ける 

ねらい：毎日の丁寧な対応により率直なご意見やご相談を頂けるような信

頼関係を築く 

実践結果 朝夕の送迎時に全スタッフが相手の顔を見て、挨拶を実践できた。夕方の

3分間対応では、伝達シートを活用して伝達や報告漏れが無いように丁寧

にお伝えした。 

次年度方向性 スタッフの誰もが「園の顔」であることを認識し、自分で出来るところの

最高の対応を実践する。 

2 計画・ねらい 計画：園生活における子どもの心と身体の発達を丁寧にリアルタイムに伝

える 

ねらい：子どもの成長を様々な形で保護者と共有し共に喜び、今後の保育

の手立てや保護者の子育て応援に繋げる 
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実践結果 園での子どもの様子を行事や懇談会、連絡帳やタイムラインを通して、リ

アルタイムに、また子どもの姿が思い浮かぶように伝えることを、スタッ

フ間で気を付けて実践した。安心してお子さまをお預け頂くことに繋がっ

ている。 

次年度方向性 毎日の生活や遊びの姿から子どもの成長を読み取り、保育の専門職として

の視点を持って、リアルタイムにかつ丁寧に伝える 

3 計画・ねらい 計画：保育者視点からの子どもの成長記録を毎月1回玄関掲示し、行事の

場ではスライドショーを開催する 

ねらい：園の保育内容を紹介すると共に、保育計画に基づく先の見通しを

持った専門職としての保育者目線を提供し、安心して子どもをお預けいた

だく 

また2020年からの2年間の記録の蓄積を今後も継続することで、入園から

卒園までの成長記録として残す 

実践結果 園の全ての子どものエピソードを、１年間に渡って記録に残し、スタッフ

の研修に活用し、また玄関に置いて保護者に開示した。発表会では、各ク

ラスでスライドショーを作成し、子どもの普段の姿や成長をご覧頂く機会

を設けた。保護者より、丁寧な保育に対する感謝のお言葉を頂いた。 

次年度方向性 次年度もエピソードやドキュメンテーション記録を継続して残し、玄関開

示と行事でのスライドショーの開催を実施予定とする。 

４ 計画・ねらい 計画：保護者からのご意見ご要望には、謙虚な気持ちを持って受け止めな

がら対応し、今後の実現に向けて相手の気持ちを尊重して改善や実現に努

める 

ねらい：保護者の生の声に感謝の気持ちで耳を傾けることで、開かれたよ

り良い保育園を目指す 

実践結果 年1回の利用者アンケートを実施し、全家庭から回答を得た。頂いたご意

見に対し、改善できるところは全スタッフに周知して、真摯に善処に努め

た。良いところは今後の励みとした。 

次年度方向性 保護者からのご意見ご要望は真摯に受け止め、より良い保育園運営に活用

していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：子育て支援「ちきんえっぐ」の拠点として、居心地のよい環境、話

やすい対応を心掛け、地域の親子に支援の場を提供する 

ねらい：実践を重ね、地域の親子の心の拠り所となるように地域支援に貢

献する 

実践結果 新型コロナウイルス禍の中で、前半は本園に足を運ばれる地域の方が少な

かったが、後半になり、園庭開放に訪れる親子が増えた。次年度は地域支

援の機能をさらに活かしたい。 

次年度方向性 社会が正常な日常生活に戻ることを前提に、さらに全スタッフが居心地の

良い環境と気持ちの良い対応を心掛け、地域の支援拠点としての役割を果

たすようにする。 

2 計画・ねらい 計画：5歳児の子ども一人ひとりの育ちをしっかり捉え、小学校と密接に

交流しながら無理なく就学へと繋げる 
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ねらい：地域の小学校との段差のない接続を通し、認可保育園としての役

割を果たす 

実践結果 地域の感染状況を鑑みて、地域の2校の小学校との交流を図った。Webを

活用し、秋には実際に小学校を訪れて子ども間の交流の機会が持てた。児

童要録は2月に小学校に提出し、子どもの育ちを繋げていった。 

次年度方向性 「就学までに育てたい子どもの10の姿」見据えて、保育内容を吟味し、実

りのある活動を重ねながらバランスの良い心身の発達を促し、責任を持っ

て小学校へ送り出す。 

3 計画・ねらい 計画：中学校・大学生の保育参加や実習生の受け入れ、また世代間交流を

通し、地域の様々な世代と関わり、若い世代の育成を後押しする 

ねらい：地域支援は下より、子どもたちが地域の様々な年齢層と交流し、

社会地域との繋がりを意識して生活できるようになる 

実践結果 近隣の2校の中学校から職業体験の受け入れ、また実習生の受け入れも行

い、将来を担う地域の若い世代の育成を実施して、地域貢献に繋げた。地

域の老人施設には、子どもたちの作成した「お正月飾り」や敬老の日のプ

レゼントをお渡しして、お年寄りから泣いて喜んで頂く経験ができた。 

次年度方向性 子どもたちが地域の様々な世代の方と交流し、地域社会との繋がりの中で

生活し、助け合っていくことの大切さを感じられるようにする。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 計画：全ての子どもとスタッフの人権が保障され、自分も他者も安心して

自分を出し、出した意見が受容されるようなお互いを大切にする風土をつ

くる 

ねらい：お互いの良さを認め尊重し、子どもは安心して生活をし、またス

タッフは前向きな意欲や向上心を抱けるような明るい和やかな環境を、全

スタッフで意識し作り上げる 

実践結果 子どもが主体となれるように、必要な支援を見極めながら保育を進めた。

子どもの年齢と一人ひとりの発達や個性を踏まえながら、安心できる環境

を整えた。また、スタッフ間でも互いの良いところを認めて楽しい職場の

中で前向きに仕事することを確認しながら保育にあたった。 

次年度方向性 子どもも大人も各々の個性と認め、その良さを尊重し、誰もが安心して前

向きに自己発揮できる環境作りを、全スタッフが意識して築く。 

2 計画・ねらい 計画：子どもを見つめ気付きを共有し、思考錯誤しながらより深い保育に

繋げるために「保育を語る」こと大事する 

ねらい：子育てのプロとして自身の仕事に責任を持ち、同僚性を大事にし

ながらスモールステップで学び高め合う意識を醸成する 

実践結果 チームで連携しながら責任を持って保育することの大切さを、研修や会議

で話し合った。保育での気付きや、各々の視点を共有するために自らの保

育を語り合う場面では、より良い保育のための良い刺激となった。 

次年度方向性 次年度は「自ら学ぶ」に重点を置き、スタッフ一人ひとりが自身に必要な

課題やスキルは何かを考え選び、積極的に研修に参加して自身を高めてい

く。 
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3 計画・ねらい 計画：各々のスタッフが自身で立てたMBOに向けて、自身の役割を認識

し努力を重ねながら実践していく 

ねらい：園への貢献や保育目標を明確にし、組織の一員として自らの役割

を考えて努力や工夫をすること、さらにそのことが子どもや保護者支援に

繋がることを実感する 

実践結果 MBOの評価に向けた新システムについては、園の目指すところを個人の

目指すところが一致するように、十分理解を深めるための話し合いを持っ

た。面談を通して進捗を確認し、全スタッフが自身の役割を果たせるよう

に進めた。 

次年度方向性 園のMBOと個人のMBOを連動させ、全スタッフが組織の一員としての

役割を考え、園に貢献できるようにする。 

４ 

 

計画・ねらい 計画：園の環境・保育体制・保育内容に対する意見や課題などを提案し、

自らファシリテートできる職員を育成していく 

ねらい：全スタッフが働きやすい職場を目指して自ら自主的に動き、自分

の事として課題意識を持って改善する 

 実践結果 行事・係・清掃などにおいて、園での役割分担や期限を明確にして実践し

た。互いの改善提案が甘く、期限が過ぎてしまうことがあったので、都度

話し合いを持って改善を図った。また会議ではファシリテーターの役割を

分担し、若い人材の育成に繋げていった。 

 次年度方向性 園の環境や運営について、人任せにせずに自園にとって働きやすい環境を

考え、自分の役割を認識して、チームとしての協力体制作りを進めてい

く。 

 

 

〈５〉保育環境の充実 

1 計画・ねらい 計画：異年齢を中心としたゾーン保育をクラスの保育計画に取り込んで連

動させ、保育の PDCAサイクルを活用して、子どもの姿を見極めながら保

育を深める 

ねらい：保育環境と子どもへの関わりに注力し、保育をどう展開してどん

な子どもの育ちがみられたかを捉える目線を身に付け、自身の言葉でその

思いを他者へ語れるようになる 

実践結果 ゾーン会議の中で各クラスリーダーが計画を立て、異年齢での遊びを深め

るための話し合いと実践を、年間通して行った。実践後の子どもの姿か

ら、環境と活動の振り返りを行い、次月に繋げて、継続的な取り組みの大

切さを理解していった。 

次年度方向性 毎月4名でチームを組んで「面白遊び」を企画し、ゾーンの遊びの中で展

開する。保育計画と連動させ PDCAサイクルの中で進める。 

2 計画・ねらい 計画：子どもが遊びや体験活動を通して、湧き上がる思いを自らの言葉や

態度で表す場面や、自由な発想を様々な形で表現して楽しむ機会を多く設

ける 

ねらい：友だちとの関わりの中で、工夫や思考錯誤しながら協同して作り

上げる過程を大切にし、子どもやスタッフの誰にとっても心地よい空間・

楽しい活動だと感じて取り組める 
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実践結果 協同的に異年齢が関わって取り組む制作活動や、子ども同士で話し合い、

物事を決めていく活動を多く取り入れた。年上児が年下児に教え世話する

様子や、年下児が上の子どもに刺激を受けて真似する場面がよく見られ

た。自由な発想を大事にし、思うように表現できる場や準備物を整え、そ

の姿を認める言葉かけに留意して保育にあたった。 

次年度方向性 ゾーン保育の中で協同的・創造的な活動を多く取り入れ、様々な場面で子

どもの心情・意欲・態度の育ちを促し、自分らしく自己表現できるように

する。 

 

 

〈６〉チーム保育の充実 

1 計画・ねらい 計画：異年齢保育・インクルーシブ保育を進める上で、園が目指す「子ど

も像」の目標に向けて、職員連携を高めながら皆の知恵や力を出し合って

一つのチームとして子どもに関わる 

ねらい：スタッフは相手への礼儀やおもいやりを大切にしながら、意見・

提案・悩みを十分伝え共有し、次に繋がるモチベーションの維持を保つ 

実践結果 園が目指す「子ども像」に向けて、子どもへの関わり方や方向性を、年度

当初の話し合いで統一した。屈託のない意見を出し合い、目線合わせをす

ることで、チーム保育が進めやすくなった。 

次年度方向性 園の目指す「子ども像」に向けて、スタッフ間で共有し、今年度はさらに

認識しやすいように、目指すことを「キーワード」化して認識を高め、推

進する。 

2 計画・ねらい 計画：3名程度の「遊びのスキル」の提供チームを組み、1年間通して子ど

も達と共に実践して、その学びを全スタッフに発表報告し共有する 

ねらい：遊びの幅を広げ、人前での発表を通して自身の保育に自信を深め

る。その保育者の姿や提供される遊びが子どもの喜びに繋がると共に、仕

事へのやりがいや充実感に繋げる 

実践結果 「遊びのスキル」チームを作り、年間を通して、子どもたちの前で「ちょ

こっと遊び」を展開し、子どもたちの反応を感じながら保育を行った。各

チームがお互いに刺激を受けて、現場での活用の実践を繰り返し行うこと

で、保育スキルの獲得に繋がった。 

次年度方向性 今年度で得た「遊びのスキル」は、次年度も各々のスタッフが保育の中で

実践し活用する。次年度に向けた新たな研修として、他から学んだ「自ら

の学び」を人前で発表し、互いに刺激を受けながら学び合いの実践を行

う。 

 

 

〈７〉地域の文化継承 

1 計画・ねらい 計画：「つくば」の地の伝統文化や食の循環に繋がる学びや体験を、子ど

も達に継承していく 

ねらい：古き良き伝統文化がなぜ生まれ今に繋がっているかを、体験活動

を通して子ども達が理解し生活に取り入れる。また若手スタッフも、子ど

も同様に先人の知恵や生活循環について共に学ぶ機会とする 
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実践結果 地域の文化として根付いている「しめ縄つくり」「ならせ餅」「どんど焼

き」などを子どもたちに伝えながら楽しんで行った。さらに、稲藁を使っ

た、「稲藁タワシ」や「稲藁ホウキ」など、今年度はさらに一歩深めた体

験をした。また、食の循環では「味噌作り」や、自園で育てた大豆を使っ

て「納豆作り」も実施した。自園で出来るところを最大限に活用すること

で、文化継承や生活循環を子どももスタッフも学ぶ場となった。 

次年度方向性 つくばの地に伝承された文化や、食の循環に繋がる学びや体験を、次年度

も子どもたちと共に実践し継承していく。 

 

 

 

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 
87人 90人 90人 101人 90人 114人 572人 

年度後半：

10~3月 
90人 90人 90人 102人 90人 110人 572人 

 

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 

225

人 

236

人 

253

人 

230

人 

216

人 

220

人 

223

人 

221

人 

189

人 

208

人 

148

人 

228

人 

2597

人 

うち0

歳児 

4 

人 

10 

人 

16 

人 

11 

人 

15 

人 

27 

人 

16 

人 

22 

人 

11 

人 

20 

人 

11 

人 

２ 

人 

165 

人 

（解説）後半に入り、子どもが園の生活に慣れてきたため、０歳児の延長保育の利用が多くなった。 

 

 

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 

0人 1人 0人 0人 0人 0人 1人 1人 1人 1人 6人 ２人 １３人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 6人 ０人 ６人 

（解説）今年度は一時保育事業を開始したが、後半利用者登録者が若干増えた。 
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〈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 17人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

用務 １人 事務 １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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園運営の課題や共有事項の話し合い 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 ・食育活動実施報告  

・食事環境と配膳方法の報告 

・喫食状況(残食記録等)と嗜好の確認 

事故防止委員会 月1回 ・自園と系列園で起きた事故の周知と改善策の共有 

・ヒヤリハットの共有と改善 

ケース会議 月１回 ・上期・下期の要支援児の個別計画の作成と省察 

クラス会議 月1～2回 ・クラス運営の共有と課題の抽出と協議 

リーダー会議 月1～2回 ・リーダーによる保育運営の報告と検討事項の協議 

 

 

〈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 
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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12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 衛生環境の管理をして、その保全に留意した。また疾病予防の清掃

消毒作業を日々実施した。 

安全対策係 安全防災に対する職員の意識向上と安全防災点検を実施した。ハザ

ードマップ作成と見直し、また避難訓練や備蓄品点検を欠かさず行

った。 

防火管理者 消防計画を策定し、日常自主点検等の防火管理上必要な防火管理業

務を実施した。 

食品衛生管理係 食品の扱いと厨房の衛生環境を適切に実施し、給食提供を行った。

食育計画を立て、その実践を進めていった。 

田畑係 田畑を整備し、作物の世話と管理を行い、食育活動へと繋げた。 

食育・行事係 食育行事の企画をし、田畑係と連携して子どもと一緒に実践した。 

ゾーン保育係 年間を通して、月のクラスリーダーによる保育の計画作成と実践の

振り返り、また保育環境について話し合い纏めていった。 

生き物係 山羊・鶏・メダカの環境を整え、餌を適切に発注し餌管理を行っ

た。 

地域支援係 地域の小中学校との交流、実習生の受け入れ、老人施設との交流の

機会を作った。 
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〈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 保護者の主体性を尊重し、どろんこ祭りの企画・準備・活動を共

に実施した。 

子育て支援係 地域の子育て相談や子育て支援「ちきんえっぐ」開催をしたが、

参加者は少な目だった。 

地域支援交流係 小学校とは「子ども間交流」の機会を持った。実習生の受け入れ

と、中学生には職場体験の場を提供した。地域の老人施設には、

子どもたちの制作物を渡すなどの交流を図った。 

 

 

 

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 

・乳児上半期：一人ひとりとの応答的な関わりを大切にして、自主性や意欲の芽

生えを育てていった。 

・乳児下半期：簡単な言葉を、生活や場面ごとに表現できるように支援した。ま

た、生活に必要な習慣を身に付け、健康に過ごす基礎を育てた。 

・幼児上半期：自然遊びや生活体験を通して、自ら考え工夫して遊ぶ楽しさを養

った。様々な体験を自らの五感を通して表現できる環境を整えた。 

・幼児下半期：友だちとの関わりの中で、折り合いをつけるための調整力の育ち

を支援すると共に、その環境を整えた。自然界の営みを理解し、生活に取り入

れて遊ぶことを大事にして進めていった。 

保育参加 
4～3月まで 合計0名   （3月31日時点） 

・今年度の保育参加はなし。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計0名   （3月31日時点） 

・今年度の保護者面談はなし。 

 

 

〈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 計画：体を充分に使ってめいっぱい戸外で遊び、好きな人と一緒に会話を

楽しみながら美味しく食事をする 
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ねらい：お腹がすかせて美味しく食べることや、人と話をしながら食べる

楽しさを実感する 

実践結果 9時出発と午前中めいっぱい体を使って戸外遊びをすることで、お腹が空

くリズムが身に付き、意欲的に食事をお替りする姿が目立った。給食残渣

を少なくすることにも繋がった。 

次年度方向性 日課活動や戸外体験活動を十分に行い、活動後の食事の美味しさを感じて

意欲的に食べる。 

2 計画・ねらい 計画：子どもの身体発達を充分に配慮しながら、食べたいものを食べたい

だけ食べる 

ねらい：年齢、月齢の育ちに合わせて適切な提供を行うことで食に対する

意欲を育てる 

実践結果 子どもの年齢や月齢に合わせて、無理なく離乳食や食事の提供をし、「食

事は楽しいことが一番」の認識を持って進めた。特に、0歳児では家庭と

連携を密にして進めることに留意した。手づかみ食べの取り組みでは、自

ら意欲的に食べる子どもの姿に、保護者より喜びや驚きの声を頂いた。 

次年度方向性 子ども一人ひとりの育ちに添った適切な食事提供と保育者の関わりを大切

にし、また食環境に配慮して食に対する意欲を育てていく。 

３ 計画・ねらい 計画：子ども自ら配膳や盛り付け準備を行い、異年齢が助け合って食事環

境を整える  

ねらい：子ども同士で協力して食卓を整えることを覚え、また自分の食べ

たい量を考え相手に伝えられる 

実践結果 子どもたちがお当番活動を通して、食事の準備や片付けを主体的に進めて

いく姿があった。年上児が年下児に量を尋ね、どのように盛り付けるかを

考えたり、リードしながらお世話したり、楽しく会話する場面があり、異

年齢で食事をとることの良さが見られた。 

次年度方向性 異年齢が関わって自ら食事の場を整え、今後も食を通して様々なことを学

ぶ場としていきたい。 

４ 計画・ねらい 計画：畑や田んぼの活動を通して、自ら育てた作物や米を調理し味わう 

ねらい：人々の生活の循環を理解し自然のめぐみに感謝する 

実践結果 全年齢が、畑活動を活発に行い、年齢に合わせた取り組みを考えること

で、収穫物を上手に活用し食育の活動が深まった。特に堆肥作りでは、生

活の循環に気付けるように進めた。 

次年度方向性 毎日の日課活動として、さらに活発に田畑活動を行い、子どもたちの学び

の芽を増やしていく。 

５ 計画・ねらい 計画：地域の継承された文化や加工体験などを通して、食の循環を学ぶ 

ねらい：つくばの文化を子ども達に伝え、また暮らしには生活の循環を利

用した工夫や、環境を上手く生かした先人の知恵があることを理解する 

実践結果 年間で予定していた文化継承活動や体験活動を全て取り組むことで、子ど

もたちは体験を通して多くの学びが得られた。予定に加えて「納豆作り」

に挑戦した。大豆を育て、稲藁に包み、糸を引くまでの体験では子どもた

ちの興味は強く、納豆の強い匂いも良い体験となった。 

次年度方向性 今年度同様に、継続して文化継承や食の循環の活動を取り入れていき、郷

土に対する愛着を育んでいく。 
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〈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15日/11月2日に実施 

歯科検診 6月17日/11月15日に実施 

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 

①  6月1日～3日に手洗いチェッカー・うがい指導を本園にて実施 

②  12月7日～9日に手洗いチェッカー・うがい指導を本園にて実施 

③  12月12日～13日に性教育を自園にて実施 

流行した感染症 ①  アデノウィルスが6月に園児5名、7月に園児1名、感染報告有

り。7月8日終息 

②  手足口病が7月に園児8名、感染報告有り。7月21日に終息 

③コロナウイルス感染症が5月～2023年1月に園児21名・スタッフ

5名、感染報告有り。1月18日に最終報告 

発作・痙攣等の対応 使用なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に自園にてエピペン研修をスタッフ計22名が新たに受講

し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、21名が使用可能 

その他保健に関する取組 職員の衛生に対する啓発や感染症発生時の処理の仕方、プール使用

の塩素の取り扱い、緊急連絡や対応についてのロールプレイなどを

行った。 

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。 

 

 

〈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 
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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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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16～28日、10月1～10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15日、11月2日 

歯科健診 各年2回/6月17日、11月15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19日、10月18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 計画：子ども・保護者・来客者の目線に立って清掃・整理整頓を行い、園

の環境を保持する 

ねらい：誰の目にも、いつも清潔で気持ちの良い環境を心掛けられるよう

になる 

実践結果 園舎・駐車場・園庭においては、清掃・整備・草木の管理など、利用者目

線に沿って、気持ちの良い環境を保った。また田畑は作物の生長を促すた

めに、細かな雑草取りや石拾いなど、子どもとスタッフが一緒になって手

入れを行った。 

次年度方向性 次年度も清掃や管理の行き届いた環境を保全する。 

2 計画・ねらい 計画：園庭や園庭建造物の危険物や危険箇所の有無を確認、点検する 

ねらい：子どもが安全に遊ぶ場所を確保する 

実践結果 早番が遊具点検簿を用いて毎日園庭内の点検を行い、毎月25日には月点検

を重複して実施することで、安全な環境を保つようにした。 

次年度方向性 今後も子どもたちを守るために、点検簿を活用し、ハザードマップからの

最新の危険個所を把握しながら、安全に遊ぶ場所を用意していく。 

3 計画・ねらい 計画：保育室の遊戯類の点検と衛生環境の保持をする 

ねらい：子どもの生活周りの安全と衛生面のチェックを小まめに行い、健

やかな育ちを支える 
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実践結果 保育室内の破損した遊具類は取り除き、危険な玩具が入り込んでいない

か、設置は適切かを見極めながら、常に保育者が意識をして確認していっ

た。衛生備品の補充や温湿度の設定、生存確認のチェックの徹底など、子

どもの衛生的な環境にも十分に配慮した保育に努めた。 

次年度方向性 子どもの生活にとって欠かせない生活周りの安全と衛生は、保育者の細や

かな目線を必要とするので、意識を怠らず実施していく。 

 

 

〈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 丸太の平均台 園庭 毎日 異常なし 

2 乳児用平均台 園庭 毎日 異常なし 

3 三角アスレチック 園庭 毎日 異常なし 

4 
幼児用平均台 園庭 毎日 1/6に解体・撤去、 1/13に

新設 

５ 四角基地 園庭 毎日 異常なし 

6 園庭遊具片付台 園庭 毎日 異常なし 

7 堆肥場 畑 毎日 異常なし 

8 
一人用テーブル(2

台)/つい立て 

幼児室 毎日 異常なし 

9 
子ども用ロッカー

(2つ) 

幼児と2歳児保育室 毎日 異常なし 

10 

大型テーブル(2

台） 

2歳児保育室 毎日 異常なし 

2/3に4隅の角のコーナークッ

ションを補修 

11 飾り台(6台) 玄関、2歳児保育室 毎日 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 実践結果 

 

防災対策 

・非常災害時対策として、毎月消防計画に基づいた避難訓練を実施した。

そのうち年2回は総合避難訓練を実施し、消防署より来園頂き、消化訓

練や通報訓練を通して指導と講話を受けた。 

・防災設備（自動火災探知機・煙感知器・誘導灯・排煙窓）の点検を実施

した。 

・アプリ（うちのこ）「緊急時のお知らせ」にて子どもの安否、園舎の状

況、避難先の情報を発信した。 

・災害時に向けて、保護者への子どもの引き渡し訓練を実施した。 

2 実践結果 

 

 防犯対策 

・年2回の不審者侵入訓練を実施した。そのうちの1回は警察官の方が不審

者となって訓練を行い、不審者対応の子ども向け・保育者向けの講話を

受けた。 

・つくば市役所からの不審者情報提供を都度受ける体制を整えた。 
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・防犯センサーを駐車場に設置している。 

・門扉の施錠については、保護者懇談会において、送迎時の施錠の徹底に

ついての協力をお願いした。 

3 実践結果 

光化学スモック 

対策 

・つくば市からの「光化学スモッグ注意報」の発令を受けた場合、それに

従い戸外活動を自粛する体制を整えている。 

4 実践結果 

暑さ対策 

・つくば地域の暑さ指数情報に基づき、指数の高い場合は園外保育を控

え、涼しい時間帯の活動や水遊びに切り替えた。 

5 実践結果 

 

 怪我事故防止

対策 

・ハザードマップの作成をして危険個所の共有をし、新たな危険個所は全

職員に周知してマップの更新をした。 

・当日の怪我は全職員に周知し、予防と改善について話し合い、その後の

適切で丁寧な保護者対応に繋げた。 

・プール時の監視2名の配置体制を徹底すると共に、事前の事故対応のロ

ールプレイを実施し職員の意識を高めていった。 

・バス乗降の前後と乗降時の職員配置と安全のための配慮について全職員

で周知したが、今年度はバス利用をしての園外保育は無かった。 

・消防署による救急救命の講習会をエリアで開催し、全職員が取得した 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度は、大学や専門学校からの実習や、中学校の職場体験の依頼を受けた。関連校の 2 校から実

習生を受け入れし、子どもの育ちに合わせた保育者の関わりや支援の仕方、また保育園や保育士とし

ての役割を学ぶ場を提供した。地域の中学校 2 校から依頼を受け、夏休み期間中の職場体験を受け入

れた。保育士の仕事に興味を抱き体験を希望する中学生に、保育園での子どもに関わる楽しさを十分

に感じてもらえるように対応することで、次世代の育成の支援を行った。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月24・26日 日本児童教育専門学校 1人 観察実習 

7月5・7日 日本児童教育専門学校 1人 観察実習 

9月26日 
東京未来大学子ども心理学部

こども心理学科 
1人 保育体験見学実習 
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〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月25日 学園の森義務教育学校8年生 2人 

7月27～28日 学園の森義務教育学校8年生 1人 

7月29日 学園の森義務教育学校8年生 3名 

8月3日 学園の森義務教育学校8年生 3名 

8月4日 手代木中学校2年生 1名 

8月5日 手代木中学校2年生 1名 

 

 

 

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 

19日 

22名 

17日

24名 

21日 

23名 

19日 

２2名 

16日 

22名 

20日 

22名 

18日 

22名 

15日 

21名 

20日 

21名 

17日 

22名 

21日 

21名 

14日 

21名 

マニュアル理

解研修 

19日 

22名 

17日

24名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育計画研修 
 

17日

24名 
          

エピソード記

録活用の研修 
   

19日 

22名 

16日 

22名 

20日 

22名 

18日 

22名 
     

遊びのスキル

の発表・報告 
  

21日 

23名 
  

20日 

22名 
  

20日 

21名 
   

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月23日 

7月31日 
茨城県 

茨城県保育士等キャリアアップ研修 

乳児保育 
2名 有 or無 

8月13日 

8月18日 
茨城県 

茨城県保育士等キャリアアップ研修 

幼児保育 
1名 

有 or無 



20221215版 

 

9月22日 
茨城県教育庁総務

企画部 

令和4年度第2回 家庭教育推進員

資質向上研修 
1名 有 or無 

10月16日 

10月23日 
茨城県 

茨城県保育士等キャリアアップ研修 

保育実践 
2名 

有 or無 

11月27日 
ニッポンハム食の

未来財団 

食物アレルギーセミナー「安全で安

心な子どもの笑顔を守る食の未来」 

  1名 有 or無 

12月1日 

12月10日 
茨城県 

茨城県保育士等キャリアアップ研修 

保護者支援・子育て支援 

 1名 有 or無 

12月20日～ 

12月27日 
茨城県保育協議会 

中堅保育士研修Ⅱ 

「保護者の子育て支援の質を高める

視点・方法」 

5名 
有 or 無 

2月16日 
つくば市教育局学

び推進課 

令和4年度 幼児教育と小学校教育

との連携・接続のための研修会 

1名 有 or無 

 

 

〈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） 

21日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

28日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

22日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

16日 

1名 

 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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 参加者なし 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 参加者なし 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉小グループ単位での「遊びのスキル」の構築 

保育士３名のチームを作り、１年間を通して何を学ぶかを各チームで決め、活動中の隙間時間や青

空保育で披露し実践していった。発表に対しては、全スタッフから感想や改善点を挙げてもらい、次

の発表の手立てとした。園会議において、3カ月に一度3回に渡り、全チームの報告会を開いた。報告
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会を開くごとに、事前準備が無くても活用できる「ちょこっと遊び」に対する理解が深まり、またこ

の互いの学びを、普段の保育の中で利用し合わなければ、この研修の意味が無いことに気付くことが

できた。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

４月にはクリーンアップ大作戦として地域のゴミ拾いを企画したが、新型コロナウイルスの感染で

危険が大きい為中止とした。商店街ツアーでは、事前にお店に連絡を取ることで、快く受け入れをし

てくださるところが多く、子どもたちは様々な仕事を間近で見学し、お話を聞く機会を得た。老人施

設訪問では、お年寄りと数メートル離れながらも、逢って言葉を交わすことができた。子どもたちが

制作したお正月飾りや敬老の日のプレゼントを渡すと、大変喜んで頂けた。交通安全教室では、つく

ば市交通課の方々に、また不審者侵入訓練では、交番の警察官に、本園にご来園頂き、交通ルールや

不審者対応の講話と指導を頂き、子どもたちも熱心に耳を傾けていた。 

 

 

〈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：みどり公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ミートコ、筑波ハム、仙七、カスミ、ケーズデン

キ、研究学園駅前交番、つくば市中央消防署、研究学園郵便局等 

世代間交流 9月20日に老人施設に敬老の日のプレゼントを持参 

12月26日/1月4日に近隣のお世話になった方々へ園で制作した「お正月

飾り」を持参して年末年始挨拶を実施 

異年齢交流 1月5日に本園にて「ならせ餅」を実施 

1月13日に本園にて「どんと焼き」を実施 

その他活動 5月30日/12月19日に本園にてつくば市の「交通安全教室」を実施 

11月25日に本園にて警察官による「不審者侵入訓練」を実施 

 

 

 

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 

小学校との交流が、年度後半になって徐々に実施できるようになった。コロナ禍以前から交流のあ

った２校から、子ども間交流の依頼を受け、１校は実際に小学校を訪問して、１年生が制作した玩具

を使って一緒に遊ぶ機会を得た。また、1校は ZOOMを活用して学校紹介をして頂いた。小学校の

教室を見学し、授業の雰囲気を感じて、子どもたちには就学への期待に繋がる新鮮な体験だった。ま
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た、年度末には、つくば市主催の研修会が開催され、幼保小の３施設の担任が交流し、次年度のカリ

キュラムの調整の話し合いを持つことができた。 

 

 

〈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 

11月21日 春日学園義務教育学

校 

1年2組 

子ども

18名 

職員2名 

生活科「おいでよかすが

ランド」(1年2組教室) 

子ども間交流/職員間交

流 

12月 学園の森義務教育学

校 

1年 

18名 1年生が制作したおもち

ゃのプレゼントを受ける 

子ども間交流 

2月16日 春日学園義務教育学

校 

東平塚保育園 

1名 つくば市主催「幼児教育

と小学校教育の連携・接

続のための研修会」 

職員間交流 

3月10日 学園の森義務教育学

校 

1年 

18名 1年生が学校紹介し、5

歳児が質問や感想を伝え

る 

Zoomによる子ども間交

流 

年間 学園の森義務教育学

校 

 

― 学年通信(1年)と園だよ

りの交換 

職員間交流/保護者間交

流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

幼児クラス（４歳児）の１名に対しては、前年度からの成長の記録や引継ぎ事項を確認した。さら

に年度当初には、個の育ちや集団の中での育ちを考え合わせて、支援計画を立てその手立てを検討し

た。毎日の保育から、課題に対する本児の成長の変化を話し合い、毎月の成長の経過を赤入れで示

し、スタッフ間で共有した。療育手帳を有しているので、通っている療育支援センターの援助の仕方

を保護者から共有頂き、計画に取り入れた。 

 

 

〈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：４～５名 

異年齢クラス担任と園長が出席し、毎月１回会議を開催した。ご家庭で発達支援センター「発達相

談」「言語コミュニケーション」の教室に通われているため、そちらでの支援計画と合わせて協議し

た。 
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〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

４月進級時には、保護者に「保護者のねがい」と「次年度の目指すところ」を尋ねて、家庭と保育

園の１年間の目安をスタッフ間で共有した。次年度は引っ越しで転園予定のため、今までの育ちの過

程を記録として残しておく。 

 

 

 

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 14名 8名 89名 6名 24名 4名 11名 6名 24名 7名 10名 203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3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 87名 0名 22名 0名 0名 2名 0名 0名 0名 111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：みどり公園にて 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 2名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 2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 
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〈２〉園による自己評価の実施 

２０２２年６月２４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：１２時００分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：瀧澤佳子、菊地敏子、鈴木航 

 

 

〈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：100％ 

 

（省察）全家庭よりアンケートの回答を頂くことができた。アンケートの結果では、全家庭から「明

るい雰囲気」、9割の家庭から「信頼を置ける」と回答頂いたことを受け止め、保育者の励みとして

今後の園の運営に活かしていく。また9割の家庭で「清掃が行き届いている」との回答が得られた

が、「保護者応対」が８２％と他の項目と比べてやや低めだったので、気持ちの良い環境とより丁寧

な対応を心掛け、この園に預けて良かったと思って頂けるように全スタッフで進めていきたい。 

 

 

 

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   

今年度の報告すべきご意見や苦情はなし 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 4月12日 （内容） 

5歳児 左鎖骨骨折 

室内で他児とリズム体操をしていた所、転倒し左肩をぶつける。 

 

（対応結果） 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

※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：つくばどろんこ保育園 施設長 瀧澤 佳子 
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２０２２年度 岩切どろんこ保育園 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～ 
①一人ひとりの育ちを大事にした丁寧な保育な保育 

一人ひとりの育ちを職員間で共有したり、語り合ったりしながら保育の実践に努めた。一人ひとりの

育ちを把握しつつ丁寧な保育を目指してきたが、まだ課題はある。次年度も課題感を持ち、養護の学

びを継続して行い丁寧な保育を実践する。 

②子どもの「やってみたい」を大事する保育 

自分で選択し生活や活動ができる環境作りを行ってきた。自分で選択することで主体的に過ごす姿が

ある一方、人的、物的環境を整え挑戦したり、試行錯誤したりできる環境を改善する余地はある。次

年度は定期的な環境改善のもと子どもの「やってみたい」を実践できる保育を目指したい。 

③協働する活動の実践 

行事や日々の保育の中で、子どもが話し合い作り上げていく活動を取り組んできた。対話する場、創

り上げる場など引き続き機会を逃さず継続して取り組んでいく。 

④基本活動へのこだわり 

園内研修にて日課の意味、意義について理解を深め実践してきた。日課として定着しつつあるが、プ

ロセスをアップデートし続けながら取り組んでいく。 

⑤地域交流 

今年度もコロナ禍で交流を図る難しさがあった。小学校との交流は多少あったものの、子育て支援の

場としても充実した取り組みまで至らなかった。次年度はネットワークへの積極的な参加、コロナ禍

前のような近隣小学校との交流を活性化の実践に向けていく。 

⑥選ばれる園作り 

研修等を通して養護や丁寧な保育について学んできたが十分な実践まで至っていないところがあるた

め、引き続き園全体で学び続けながら、丁寧な保育を目指し選ばれる園作りをしていく。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 丁寧な保育による質の向上 

実践結果 園会議にて園内研修を実施し学びを深める。言葉がけや対応の仕方、立ち

振る舞い等個別に都度指導を行う。 

次年度方向性 次年度も園会議にて、丁寧な保育について学ぶ場をもち今あたりまえに行

っている保育が本当に丁寧かを追求し続けながら質の向上を目指してい

く。 

2 計画・ねらい 日課の取り組みの充実 

実践結果 一年間、園会議にてグループごと日課をテーマにした話し合いを実施し意

味、意義の理解に努めてきた。話し合ったことを全体に共有し園全体の意

味、意義の共通理解につなげた。意義を理解しながら、子どもとの日課も

定着させていくことができた。 
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次年度方向性 意味、意義を常に考えながら日課にあたる。現状の子どもの様子に合わせ

ながらアップデートし続け活動の充実を図る。 

3 計画・ねらい 保育者による語り合い 

実践結果 ポートフォリオを用いて今年度もリフレクションを行ってきた。互いに子

どもについて話をすることで様々な考えを知る機会となったり、保育の視

野を広げたりしていく場となった。 

次年度方向性 継続してリフレクションを定期的に実施しながら保育者同士が保育を語る

場を作り、子どもの理解を深めていく。 

 

 

〈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 コミュニケーションツールの内容の充実 

実践結果 タイムラインや連絡帳を通し保育の様子を伝えたり、成長の様子を共有し

たり様々なツールを使って取り組む。 

次年度方向性 園での様子が写真やコメントでも伝わるよう内容にこだわりを持ち、保護

者理解に繋がるよう活用していく。 

2 計画・ねらい 心を込めた保護者対応 

実践結果 保護者対応についても園内研修で学ぶ場を作り、丁寧な対応を実践するよ

うにしてきたがどの保護者にとっても心がこもっていると感じてもらえる

接遇は十分に実施できていなかった。 

次年度方向性 接遇について学ぶ中でロールプレイなど実践を取り入れながら常に自身の

立ち振る舞い、言動が相手にとって心地よい対応かを追求し続け、心のこ

もった接遇を身につけていく 

3 計画・ねらい 保護者と協同した子育て 

実践結果 送迎の際、ご家庭での様子や悩みなど聞くことがあり一緒に考えたり園で

の様子や家庭での関わり方を伝えたりしながら対応を行った。送迎等では

なかなかじっくり話を出来ない場面も多々あった。 

次年度方向性 保育参加や面談などでゆとりをもって話をする場が提供できるよう、保育

参加や面談の働きかけを積極的に行っていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て支援の宣伝、発信 

実践結果 依然、コロナ禍で十分な取り組みの実践はできなかったが、他園の子育て

支援にチラシを掲示してもらうなど知ってもらう機会は作った。多方面で

の宣伝は消極的なところがあり、さらに宣伝する場を増やすなど課題が残

る。 
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次年度方向性 児童館、市民センタ、子育て支援室等コロナ禍前にチラシを掲示してもら

っていたところに再度掲示をお願いし宣伝活動に力を入れていれていく。 

2 計画・ねらい 地域のネットワークの活用 

実践結果 他施設のチラシなどで活動を知り、参加するなどの機会はあったが、ネッ

トワークの会議に定期的に参加できないことがあった。 

次年度方向性 岩切子育てネットワークの会議に参加し、地域との情報交換等を密に行い

子育て支援を共に行っていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい スタッフ個々のキャリアアップを示し目標管理を行う 

実践結果 面談等を通しキャリアアップ含め話をしてきたが、示して管理を行うとこ

ろまで至らなかった。 

次年度方向性 個人目標管理シートをもとに、各々が目指すところを共有しながらキャリ

アアップにつながるよう育成していく。 

2 計画・ねらい 自園の課題に連動した研修プランの構築 

実践結果 園内研修では自園の課題を踏まえながらテーマを決め実施してきた。ま

た、都度抱えている課題にも向き合ってきた。リーダースタッフがファシ

リテートしたり、伝える側となったりしながら学んだことをアウトプット

する場も作ってきた。 

次年度方向性 引き続き、リーダースタッフを中心に研修をする場を作っていく 

3 計画・ねらい マネジメントの理解 

実践結果 マネジメントについて学んでいるスタッフも増えている。マネジメント力

を発揮しながら園運営に携わるまで至っていないところはあるが自身の役

割を理解している 

次年度方向性 リーダーは園全体を見て適宜後輩育成や保育運営を行うなどマネジメント

を意識し園運営に携わってもらう。 

 

 

〈５〉養護の充実 

1 計画・ねらい 保育指針の読み込み 

実践結果 読み込むまでは至らないところはあったが、保育指針の養護をもとに園内

研修で養護の学びの場を積極的に設けてきた。 

次年度方向性 次年度も園内研修テーマに取り入れているので引き続き読み込むを目標に

取り組んでいく。 
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2 計画・ねらい 養護の視点、関わり 

実践結果 養護の視点や関わりについても研修や都度指導しながら充実が図れるよう

に取り組みを実施してきた。 

次年度方向性 より丁寧に関わり養護の面での充実が図れるよう、継続して学んだり、職

員間で意識を高めていく 

3 計画・ねらい 養護の立案の書き方 

実践結果 保育計画を立てる際、記入するうえでの視点を都度指導しながら立案を行

ってきたことで、少しずつ記入の仕方が身についてきた。 

次年度方向性 関わり方の学び同様、記入の仕方についても次年度継続して学びを深めて

いく。 

 

 

〈６〉整理整頓、美観意識の定着 

1 計画・ねらい 必要なものしか置かない、整理整頓された施設 

実践結果 様々な仕組みを作り、整理整頓を心掛けてきたが、定着にバラつきがあっ

た。 

次年度方向性 誰もが同じ基準で整理できるよう、身につくまで働きかけ続ける。 

2 計画・ねらい 美観意識を根付かせる 

実践結果 他園の写真を見たり、雑然と物が置かれている状況を見たりして、客観的

にどう思うかなど職員間で問いながら美観を根付かせる取り組みを行った

が、根付くことに関しては個人差があった。 

次年度方向性 現状を見て振り返りながら、あるべき状態を保持できるよう整理整頓同様

働きかけ続ける 

3 計画・ねらい 美化係の運用 

実践結果 清掃の仕組みの見直しなどの運用を行った 

次年度方向性 仕組みの運用だけでなく、状態が保持されているかなども確認する係の運

用を取り入れていきたい。 

 

 

〈７〉協働的な活動の実践 

1 計画・ねらい 一日を振り返る取り組み 

実践結果 朝、夕とクラス毎に分かれミーティングを実施し振り返る時間を設けてき

た。その中で、話し合いをするなど協働的な活動を実践する。 
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次年度方向性 ミーティングの進め方を学ぶ機会などを作り、さらに充実した振り返りを

することで明日に繋がる保育を目指す。 

2 計画・ねらい 共通の目的を持った活動実践 

実践結果 一つの行事や活動に向けて自分たちで意見を出したり、考えたりしながら

活動を進める実践を行った。 

次年度方向性 意見を出し、試行錯誤しながら協働で活動する保育計画を子どもの声をも

とに積極的に展開していく。 

 

 

 

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 
54人 90人 108人 119人 130人 105人 606人 

年度後半：

10~3月 
54人 90人 108人 110人 126人 108人 596人 

 

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 

422

人 

556

人 

614

人 

631

人 

497

人 

499

人 

572

人 

569

人 

540

人 

403

人 

400

人 

400

人 

6103

人 

うち0

歳児 

23人 29人 34人 40人 26人 35人 53人 41人 47人 26人 25人 25人 404人 

（解説）2月、３月は見込みの数値 

 

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 

18人 19人 26人 25人 28人 27人 35人 38人 40人 49人 40人 40人 385人 

うち0

歳児 

8人 11人 11人 12人 10人 9人 13人 14人 13人 15人 15人 15人 146人 

（解説）2月、３月は見込みの数値 
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〈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 18人 看護師 0人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 1人 補助 0人 調理 0人 事務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修(月のテーマ・日課について) 

給食運営会議 月1回 食事の様子の共有 食育体験の振り返り 食育について 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデントの分析 時期で起こりやすい怪我

の確認、共有 

ケース会議 月1回 特別支援保育児について様子の共有と今後の関わりについて 

 

 

〈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 
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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12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 感染症予防に関する衛生管理  感染症流行時の情報発信、共有 

安全対策係 施設内、外の設備、遊具の点検 安全管理 職員の危険認識の共有 

防火管理者 災害を想定した訓練の実施 設備の点検 

食品衛生管理係 給食衛生マニュアルに基づいた衛生管理の実施 

畑係 年間の畑計画の作成 畑の管理、苗等の発注 

生き物係 飼育の管理 エサの発注  

 

 

〈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 地域との連携(出店) サポーターズとの連携、運営 

運動会 行事の企画、運営 各クラスとの連携  

 

 

 

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 

・生活リズムを整えながら安心して過ごせるようにする 

・一人ひとりの気持ちを丁寧に受け止め、安心しで自己表出できるようにする 

・基本的生活習慣を身につける 

・様々な経験を通して自我が芽生えたり、自分でやろうとする気持ちが芽生えた

り主体的に過ごす 
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・自分で考えたり、話し合ったり生活や遊びの中で満足感、葛藤など様々な気持

ちを経験しながら自分で折り合いをつける力を育む 

・一人遊びを十分に楽しむ 

・自分の思いを言葉やしぐさで伝えようとする 

保育参加 
4～3月まで 合計0名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月1日時点） 

・特別支援保育児の発達相談を実施 

 

 

〈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 家庭的な雰囲気の中で大人と子どもが一緒に食べる 

実践結果 コロナ禍で大人が一緒に食事をすることはできなかったが、そばにつきな

がら落ち着いた雰囲気のなかで食事ができるよう関わった。 

次年度方向性 一緒に食事ができる状況になった際は、楽しく、おいしく食事ができるよ

う場を整えていく。 

2 計画・ねらい 主体的に食に関わり、食事を楽しむ 

実践結果 自分の食べられる量が分かり自分で配膳する、手づかみし自分で食べてみ

ようとするなどそれぞれの発達に合わせながら関わったことで食べること

を楽しんでいた。 

次年度方向性 生活のリズムを整えながら、食べたいときに、食べたい人とおいしく食べ

られるよう食の意欲を育んでいく。 

 計画・ねらい 家庭と連携を図り食生活を整える 

 実践結果 特に０歳児は保護者の方と連携を図り離乳食を進めた。他学年も食事につ

いて家庭での様子を聞いたりすることもあったが、園での様子を細やかに

伝える点においては課題が残る。 

 次年度方向性 食事につても園での様子、家庭での様子を伝え合いながら、食べる量、食

具の使い方など保護者と共に食生活を整えていく。 

3 計画・ねらい 食の循環を知る体験 

実践結果 肥料作りや食育体験において食の循環について知る実践を行った。 
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次年度方向性 肥料つくり、コンポスト、加工する体験など引き続き取り組みながら食の

循環への興味関心を高めていく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 5月26日／10月6日に実施 

歯科検診 6月7日に実施 

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 

①  4月から定期的に手洗い、うがい、歯磨き指導を実施 

②  1月10日11日に性教育を実施 

 

流行した感染症 なし 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月23日に自園にてエピペン研修を保坂愛佳 廣﨑琴美 高橋理

奈 高橋友花 武澤里奈 久水澪 田村來夢計7名が新たに受講し習

得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ22名のうち、22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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

〈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 
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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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1日、10月1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／5月26日、10月6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21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 安全管理の徹底 

実践結果 点検表を改定し、園庭、室内にある手作り遊具すべてを毎日点検する。 

劣化したものは解体処分を実施する。 

次年度方向性 経年劣化により痛んできている遊具もあるので次年度解体処分をする予

定。また、残っている物に関しては引き続き毎日点検を実施する。 

2 計画・ねらい 遊具、玩具の点検・管理 

実践結果 定期的に発達に合わせて環境の見直しを行った。誤飲などの危険性がある

ものは基準に従って排除したり、誤飲を防ぐ対応をしたりしながら安全に

遊べるよう整えた。 

次年度方向性 破損、誤飲等の危険性がないか定期的に確認をしながら安全に遊べるよう

管理を行っていく。 

3 計画・ねらい 消毒・換気の徹底 

実践結果 コロナ禍ということもあり、毎日１回玩具消毒を行う、常に窓を開け換気

をするなど感染症蔓延予防を取り組んできた。 

次年度方向性 継続して１日１回玩具消毒を行う、換気を実施していく。 
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〈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 岩切ビックウエーブ 園庭 毎日 異常なし 

2 吊り橋 園庭 毎日 異常なし 

3 築山スロープ 園庭 毎日 劣化により処分済み 

4 ツリーハウス 園庭 毎日 劣化により処分済み 

5 雲梯 園庭 毎日 劣化により処分済み 

6 トライアングルトンネル 園庭 毎日 劣化により処分済み 

7 小屋 園庭 毎日 異常なし 

8 製作テーブル 1階保育室 毎日 異常なし 

9 ドリームハウス 1階保育室 毎日 異常なし 

10 乳児用雲梯 2階倉庫 毎日 異常なし 

11 レゴ台 1階保育室 毎日 異常なし 

12 お一人様コーナー 1階保育室 2階保育室 毎日 異常なし 

13 ベンチ 2階保育室 毎日 異常なし 

14 丸太の平均台 2階保育室 毎日 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 実践結果 室内、外とも手作り遊具等は毎日点検を実施。潜在危険に気づき、未然に

怪我や事故防げるよう危険認識を高く持つ。劣化がひどい遊具がは処分を

実施。 

2 実践結果 ハザードマップの見直しを半年4に回は実施し安全確認を行った。 

3 実践結果 毎月様々な災害を想定した避難訓練を実施することで非常時にも速やかに

対応できるよう訓練を実施する。浸水区域のため洪水を想定した訓練も実

施。 

4 実践結果 怪我や事故が発生した場合には、都度検証と分析を行い同じことが起きな

いよう職員間で共有する。事故防止委員会でも分析を行う。 

5 実践結果 会議にて光化学スモックについて確認し発生時の対応の共通理解を図る。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

職場体験を含めると昨年度より多くの学生の受入れを行った。これからの保育者の育成を意識し、実

習のなかで様々な経験ができるよう環境を整えつつ、楽しく実習に望めるよう努めた。中、高生はコ
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ロナ禍で今年度も受入れはなかった 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月9～20日 仙台大学 1人 観察・部分実習 

6月20～30日 仙台こども専門学校 1人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

今年度受入れ需要なし 

 

 

 

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 

21日 

25名 

19日

25名 

16日 

25名 

21日 

25名 

18日 

24名 

15日 

24名 

20日 

24名 

17日 

23名 

15日 

23名 

19日 

23名 

22日 

23名 

23日 

23名 

園内研修 21日 

18名 

19日

18名 

16日 

18名 

21日 

18名 

18日 

17名 

15日 

17名 

20日 

17名 

17日 

17名 

15日 

17名 

19日 

16名 

22日 

12名 

23日 

12名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月13日 仙台市保育所連合会 特別支援保育研修会 1名 有 

5月26日 仙台市保育所連合会 初認所保育士研修 1名 有 

8月2日 仙台市保育所連合会 中堅保育士研修 1名 有 

8月30日 仙台市保育所連合会 給食担当者研修 1名 有 

10月12日 仙台市保育所連合会 栄養士研修 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

21日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

28日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

22日 

2名 

19日 

2名 

17日 

2名 

16日 

2名 
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会議） 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

16日 

1名 

全社員研修 10月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉にんげん力の向上   

「やらねばいけない」を払拭し、必要なことを考えながら保育にあたるよう努めた。 

これまでやってきたこともあたりまえとせず子どもを真ん中に置き必要な経験を考えながら保育にあ

たる視点を育んできた。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

どろんこ祭りで近隣の施設、企業の方にお手伝いいただき一緒に祭りを盛り上げることができ

た。近隣の小学校、老人福祉施設はコロナ禍であったり、感染が広がっていたりで機会が持てず

十分な交流は図れなかった。 

 

 

〈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：一号公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ほっともっと  サイコー 日産 としちゃん弁当 

世代間交流 9月8日に自園にて高校生との交流を実施 

異年齢交流 新型コロナウィ感染症の広がりにより中止 

その他活動 1月24日に岩切児童館にてお話し会参加を実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施 
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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 

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い子ども間、職員間の交流は実施できなかったが、小学校を外

から見学させてもらったり、保幼小連携にて情報共有をしたりできることで連携を図り実施した。 

 

 

〈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 

1月26日 岩切小学校 

 

1名 保幼小連絡会（岩切小） 職員間交流 

2月20日 岩切小学校 

 

17名 学校見学（岩切小） 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月子どもの様子を職員間で共有しながら計画を作成し今後の関わりにつなげてきた。また、保

護者とも連携を図りながら保護者の意向も反映し計画を作成する。 

 

〈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：6名 

現状の子どもの様子や課題について状況を確認し合う。現状を踏まえた支援を検討し短期的な支援

と長期的な支援を行っていく。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

保幼小連絡会にて小学校への引き継ぎを実施。進級児は現担任から次年度担任へ個別に丁寧な引継ぎ

を行う。 

 

 

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 

14名 10名 19名 21名 23名 22名 45名 0名 5名 6名 5名 5名 175名 

 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 
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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1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 2名 0名 2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1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 1名 0名 1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：一号公園にて 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 0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6月16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：8時30分 

自己評価終了時刻：18時00分 

自己評価実施者：スタッフ全員 

 

 

〈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：76％ 

 

（省察）お迎え時伝達をお待たせしてしまったり、挨拶等丁寧でなかったりしたところがあった。伝

達の仕方や対応の仕方について園会議にてシミュレーションなどしながら改善に向ける。 

食事のマナー、排泄の自立など生活指導について保護者に十分に共有できていないところがあった。

活動の様子だけでなく、生活面での様子も細やかにお伝えしていく。 
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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   

報告すべきご意見 なし 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 7月14日 （内容） 

4歳児 右腕骨折 

園庭の土管で遊んでいた所、転倒。 

 

（対応結果） 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

※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：岩切どろんこ保育園 施設長 山本 明子 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ エスパル仙台ルーム 

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～ 
1.「なぜ」を問い、意味を見出す 

昨年度のゾーン保育を意識した保育の組み立てを行ってきたが、職員配置やスタッフ一人ひとりの保育の考

え方を擦り合わせることが難しい場面が多々あり、6月頃中旬頃から担任制に替えて保育することとした。 

 担任制にしたことで、チーム力は上がり、乳児・幼児それぞれで日々の保育や関わりに対し「なぜ」を捉えなが

ら、日々の遊びや関わり、散歩先や援助方法などを考える機会が段々と多くなった。 

 一方で、乳児チームと幼児チームとの情報共有や連携に難しさを感じ、なかなか連動したスタッフ間の関わり

を作ることができなかった。そこに「なぜ」を見出すことができないほど、目の前のことに必死になっていた部

分もあるため、次年度は乳児幼児関係なく、全スタッフで自園の課題や保育を考え、そこにやる意味を見出し

ながら一つひとつ丁寧に進めていけるようにしていく。 

 

2.協働的な学びの実践 

6月中旬より、昨年度まで続けていたゾーン保育展開から、担任制に切り替えたことで、まずは各学年の愛着

形成や信頼関係、そこから発達に合わせた保育展開を乳児・幼児で考えていくようにした。 

 協同的な学びを起こせるような保育を目指してきたが、スタッフ間の連携や話し合う時間をこまめにとることが

難しく、一貫した子どもたちの協同性が育つような保育構築が難しかった。 

 次年度は、スタッフの子ども発達の理解向上と、見通しを持った保育形成ができるように、全スタッフが学び続

けられる環境をつくっていく。 

 

3.自身の保育を語り合う仲間関係 

 今回、初めてのMBO面談による年間目標の設定や振り返りを行ったが、スタッフとの細かな目標のすり合わ

せや、現在の位置について話し合う機会をつくることが難しかった。しかし、下半期はスタッフの話し合う機会を

少しでも多く持てるように、ディスカッションや研修を取り入れながら、自身の保育観や考えを語れるようにした。 

 次年度は、一人ひとりが保育の大切な部分(養護と教育)を、細かいところまで意識し学び続けられるように、考

える機会を多く作りながら、全スタッフが自信をもって保育ができるようにしていく。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい すべての事柄に「なぜ」を問い、その意味を見出し、行動に移す。 

実践結果 ・担任制にしたが、日々の遊びの振り返りや環境構成を各チームで行う様

子が見られた。 

・美観意識に関しては低く、なかなか来園者目線で環境を整備することが

できなかった。 

次年度方向性 ・一人ひとりの保育の充実と、自信をもって楽しく保育ができるよう、ま

ずは成功体験や保育をしていく喜びを感じられるようにしていく。 

・美観意識向上のためにも、細かいところの気づきと行動力をもって積極



20221215 版 

 

的な環境整備を行っていく。 

2 計画・ねらい ゾーン保育の充実を図る 

実践結果 ・6月中旬以降は担任制にし、ゾーン保育よりは異年齢での関わりをどう

つくるか、散歩の行先、クラスの組み合わせなどに重きをおいて保育を行

った。 

・年齢別の話し合いや環境構成を考えることはできたが、なかなか行動に

移すことは難しかった。 

次年度方向性 ・各チームの連携や保育連動を高めつつ、年齢に関係なく情報共有や意見

交換などができるような職場づくり、人間関係の構築を行う。 

3 計画・ねらい 定期的な組織目標・個人目標の確認 

実践結果 ・日々の業務に追われ、定期的な目標ができなかった。 

次年度方向性 ・目標を意識しつつ、日々のスタッフの保育の様子を見ながら、一緒に考

えていく姿勢をもって関わっていく。 

 

 

〈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 日々の玄関対応・コミュニケーションの場を豊かにする 

実践結果 ・玄関を主に乳児・幼児から一人ずつ対応できるようにしたことで、日々

の保育の様子をより丁寧に対応できるようになった。 

次年度方向性 ・今年度の実践を継続していくとともに、全員が保護者に一声をかけられ

るような職場の雰囲気をつくっていく。 

2 計画・ねらい 保護者目線から見える、玄関・園内環境の清潔感の向上 

実践結果 ・特に玄関の掲示物などを整理し、美観を保てるように心がけた。また、

掲示物などもできるだけ減らすようにした。 

次年度方向性 ・継続性をもちつつ、玄関だけでなく、職員室の美観も意識して片付けな

どを行う。 

3 計画・ねらい タイムライン・連絡帳など情報提供の充実 

実践結果 ・下半期、タイムラインの配信が失速してしまい、日々の様子を写真で伝

える機会が少なくなってしまった。また、連絡帳も形式的な書き方が続

き、丁寧な返事を返すことができなかった。 

次年度方向性 ・タイムラインの定着を図り、子どもの楽しい様子をしっかり配信してい

く。また、連絡帳も子どもの様子を丁寧に捉え、個々に合わせた記載を心

がけていく。 
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〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育・ちきんえっぐの充実 

実践結果 ・新型コロナウィルスの影響もあり、地域の方々の呼びかけや青空保育で

の関わりをつくることがほとんどできなかった。 

次年度方向性 ・2023年5月以降、新型コロナウィルスが5類に変わることを受け、積極

的な地域交流の機会を展開していく。 

2 計画・ねらい 子育てスキル講座の開催・園行事の積極的な招待 

実践結果 ・新型コロナウィルスの影響もあり、地域の方々の呼びかけや青空保育で

の関わりをつくることがほとんどできなかった。 

次年度方向性 ・2023年5月以降、新型コロナウィルスが5類に変わることを受け、積極

的な呼びかけ、招待をしていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 各キャリアに応じた幅広い研修の提供 

実践結果 ・自身の仕事に追われ、積極的な研修提供ができなかった。 

次年度方向性 ・会議の場など、スタッフが参加するタイミングに研修の場を重ね、保育

を考える機会をつくっていく。 

2 計画・ねらい 各職員の課題・目標の再認識、向上に向けた定期的な面談の充実 

実践結果 ・自身の仕事に追われ、積極的な研修提供ができなかった。 

次年度方向性 ・日々の保育に施設長も加わり、保育の在り方や考え方、実践を一緒に考

えていく。 

 

 

〈５〉積極的な保育の参入 

1 計画・ねらい 主観的・客観的思考を持って保育し、職員とともに考える姿勢をもつ 

実践結果 ・職員からの相談は聞いて助言などはしたが、スタッフとともに考える機

会をとることがあまりできず、任せきりになっていた。 

次年度方向性 ・保育に施設長が客観的に入りながら、環境構成を一緒に考え、実践に巻

き込んでく姿勢を見せていく。 

2 計画・ねらい 子どもの発達・成長に応じた環境の再構成・実践の提案 

実践結果 ・職員からの相談は聞いて助言などはしたが、スタッフとともに考える機

会や環境構成まで行うことができなかった。 
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次年度方向性 子どもにとって必要な環境構成をスタッフと作り上げる風土づくりを意識

していく。 

 

 

〈６〉謙虚な姿勢・傾聴の姿勢で接する 

1 計画・ねらい 職員・保護者に対し謙虚な姿勢で話を聞く 

実践結果 ・謙虚な姿勢で聞くように心がけていたが、真にスタッフや保護者の思い

を引き出せていなかったように感じる。 

次年度方向性 ・引き続き、謙虚な姿勢を心がけながら、謙虚とは何か、今一度学びなお

して次年度に望む。 

2 計画・ねらい 職員・保護者が納得のいく答えを導くことができるような対応を行う 

実践結果 ・スタッフ、保護者の思いを引き出せるような傾聴の姿勢が足らず、本来

聞きたい答えを求めることが難しかった。 

次年度方向性 ・先回りで考えるのではなく、その人の今を捉え、傾聴した聞き方を意識

して取り組んでいく。 

 

 

〈７〉的確な判断と責任をもつ 

1 計画・ねらい 様々な内容に対し、的確な判断・対応する 

実践結果 ・咄嗟の判断や対応ができず、現場スタッフや本部スタッフに迷惑をかけ

ることが多かった。 

次年度方向性 ・まずは落ち着き、冷静に対処できるように心がけていく。 

2 計画・ねらい 判断・決断に対し、責任を持って指示・指導、対応を行う 

実践結果 ・現場の意見を通しすぎてしまい、施設長としての判断や決断が曖昧にな

ることがあり、混乱や不満に繋がることがあった。 

次年度方向性 ・冷静に対応や判断を行えるように、すぐに回答するだけでなく、まずは

現場の意見を聞き、考えを引き出し、助言できるような話し方を意識して

いく。 
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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 
5人 13人 16人 19人 17人 19人 89人 

年度後半：

10~3月 
5人 13人 18人 19人 18人 20人 93人 

 

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 

231

人 

265

人 

323

人 

318

人 

276

人 

288

人 

265

人 

290

人 

304

人 

282

人 

300

人 

300

人 

3442

人 

うち0

歳児 

3人 4人 33人 35人 24人 11人 15人 16人 17人 16人 15人 15人 204人 

（解説）2月、3月は見込み数値 

 

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 

32人 22人 26人 26人 18人 9人 35人 33人 49人 49人 50人 50人 399人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 22人 19人 20人 20人 83人 

（解説）2月、3月は見込み数値 

 

 

〈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 13人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 0人 

パート 

スタッフ 

保育士 1人 補助 0人 調理 0人 事務 1人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・日課など適宜全スタッフで見直し 

給食運営会議 月1回 給食献立の振り返り、改善、食育の計画、報告など 

事故防止委員会 月1回 自園、他園の自己記録簿の共有、インシデントの共有など 

ケース会議 月1回 現在の様子、今後の計画など 

昼礼 週1回 業務連絡、全体周知 

 

 

〈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 

月1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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 

なかなか日々の忙しさに追われ、最低限の掃除箇所を保つこと

しかできなかった。こまめな箇所を適宜掃除、管理できるよ

う、ルーティン化を図っていく。 

安全対策係 
毎日の遊具点検を怠らず、丁寧に行うことができた。次年度も

継続していく。 

防火管理者 
災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保と点検の

実施を、毎月の避難訓練でしっかりと行うことができた。 

食品衛生責任者 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応を毎月行うことができた。 

畑係 

年間農業計画通りに畑仕事ができなかった時期があったが、少しず

つ持ち直し、子どもたちと苗を買ったり、畝づくりや雑草とりをし

たりしながら畑に関わることができた。 

生き物係 生き物を飼う機会が少なく、命を知る保育展開が難しかった。 

美化委員会 
体制が整う月が少なく、各環境、美観・美化を保つことが難しかっ

た。後半は意識して物の撤去、細かな掃除を意識した。 

備品・消耗品管理係 
粗大ごみ撤去を行ったが、まだまだ整理が足らず、引き続き整理整

頓が必要と感じた。 

図書係 絵本の買い替えなど、季節に合わせた提供などができなかった。 

DIY 係 室内遊具の柵の増築を行った。(安全面の向上のため) 

各ゾーン担当 途中から担任制に切り替えたため、機能なし。 

 

 

〈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 
コロナ対策をしっかりと行い、どろサポの方々と一緒に準備をし

ながら当日を迎えることができた。 

運動会係 
事前準備やリハーサルが甘く、子どもたちの普段の様子を100％

披露することが難しかった。 

生活発表会係 
子どもたちと決めたり、好きなことを見つけ準備したりしなが

ら、各学年が活き活きと取り組み、楽しむことができた。 

卒園式係 事前準備をしっかりと行い、分担しながら準備ができている。 
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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 

・担任制に切り替え、個々の安心感や信頼関係構築を優先して保育を行った。 

・各学年、乳児、幼児でチームを編成し、その中で異年齢の関わりをどう作って

いくかミーティングの時間を確保するように努めた。 

・デイリープログラムを見直し、子どもたちの生活環境を改善するなど、年齢に

合わせた環境構成をチームで考え、実践に努めようとした。 

保育参加 
4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月1日時点） 

・子どもの様子(集団で過ごす場面)を見学 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計6名 が参加済み  （3月1日時点） 

・主に発達相談、園の様子、ご家庭の様子、課題共有など 

 

 

〈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 温かい雰囲気の中で、全職員が子どもと楽しく食卓を囲む 

実践結果 ・今年度は、新型コロナウィルスの影響で、職員と子どもが一緒にたべる

ことができなかった。 

次年度方向性 ・次年度5月より、新型コロナウィルスが5類になることで、子どもたちと

一緒に食卓を囲めるようになったときは、温かい雰囲気で楽しく食べる。 

2 計画・ねらい 素材の味を活かし、調理を通して食材、食べる意欲に繋げる 

実践結果 ・畑で収穫した野菜を調理したり、焚火で焼いて食べたりするなど、野菜

そのままの味を楽しむ機会をつくり、食べる意欲に繋げた。 

次年度方向性 ・次年度も継続して行っていく。 

3 計画・ねらい 自分の食べる量を自分で決め、残食量を減らす 

実践結果 ・好き嫌いの把握が難しく、また、食べるところにスタッフが関わる意識

が低かったため、残食量を意図的に減らすことは難しかった。 

次年度方向性 ・次年度は、より丁寧に子どもの食事に寄り添い、食べる意欲や食への興

味へと繋げられるような援助を心がける。 
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〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 4月12日／10月11日に実施 

歯科検診 6月22日にメリー★ポピンズ エスパル仙台ルームにて実施 

保健だより 毎月25日にうちのこアプリにて配信 

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 

①6月21日に本園にて歯ブラシ指導を実施 

②7月1日に本園屋上園庭にてプール活動の注意点を実施 

③1月13日に本園にて性教育を実施 

流行した感染症 ①7月に手足口病、園児8名・スタッフ0名蔓延し、マネージャーへ

報告 

②9月に新型コロナウィルス、園児25名感染報告有り。9月24日に

終息 

発作・痙攣等の対応 今年度は発作・痙攣対応はなし。 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月22日に本園にてエピペン研修を全スタッフ計21名が新たに受

講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ19名のうち、14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） 

・4月22日にＡＥＤ設置店舗を全スタッフで確認。 

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・換気を徹底した。 

 

 

〈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 
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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20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／4月12日、10月11日 

歯科健診 各年1回／6月22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22日、10月28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 子どもの「やってみたい」気持ちを具現化できる環境の構成 

実践結果 ・子どもたちの普段の遊びからやりたいことを引き出し、散歩先の公園へ

反映させて行先を決めていくことができた。 

次年度方向性 ・散歩先を決め、子どもたちが行先を決めて向かうことができたが、9時

出発に繋げていくことが難しかったため、次年度は9時出発を意識して取

り組んでいく。 

2 計画・ねらい 協働的な学びが誘発できる環境の構成 

実践結果 ・下半期は5歳児の午睡がなくなったことで「こめの時間」と称し協働的

な学びが生まれるような活動を取り入れる意識をもって関わった。 

次年度方向性 ・継続して実践していくとともに、日々の保育でも意識して取り組めるよ

うに、チームでアイデアを出し合って進めていけるようにする。 

3 計画・ねらい 遊びの選択肢を広げる 

実践結果 ・主に夕方は各コーナー遊びを展開していたが、遊びが固定化されつつあ

り選択肢を広げることが難しかった。 

次年度方向性 ・夕方の散歩の魅力やクッキングなど、幅広い活動を展開し、子どもが自

由に関われる環境をつくっていく。 
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〈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 竹馬スタンド 園庭 毎日 竹馬1組を撤去 

2 木製キッチン 園庭 毎日 古い木材を撤去 

3 
レゴブロック用テ

ーブル 

幼児室 毎日 問題なし 

4 製作ワゴン 幼児室 毎日 問題なし 

5 
室内遊具(ボルダリ

ング) 

幼児室 毎日 柵の本数を増築 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 避難訓練(毎月)、総合避難訓練(年2回)の実施 

滞りなく実施ができた。適宜反省点を共有し、次年度に活かす。 

2 実践結果 事故防止(年6回)、設備点検(年4回)の実施 

情報共有をさらに細かく分析、共有していく。 

3 実践結果 不審者侵入訓練(年2回)の実施 

交番との連携を行い、防犯意識を全スタッフで高めた。 

4 実践結果 ビル全体避難訓練(年1回)の実施 

2月28日時点で未実施。 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

 多くの専門学校の学生を迎え入れ、保育指導を行うことができた。初めての本実習の学生に対し、

やりたい活動を引き出しながら、適宜助言、援助を行った。また、ボランティアの学生も積極的に受

け入れ、子どもたちと関わる楽しさを感じられる機会をつくった。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

6月28日～7月1日 東北労災看護専門学校 2人 観察実習 

7月4日～15日 仙台こども専門学校 1人 参加・全日実習 

7月20日～21日 仙台赤門短期大学 2人 参加実習 

9月5日～8日 仙台こども専門学校 8人 参加実習 
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10月20日～21日 

10月26日～27日 
リゾート＆スポーツ専門学校 4人 参加実習 

1月25日～27日 仙台医療秘書福祉専門学校 1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

 受け入れなし。 

 

 

 

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 

22日 

21名 

27日

20名 

24日 

20名 

22日 

20名 

26日 

20名 

30日 

21名 

28日 

22名 

25日 

22名 

26日 

24名 

27日 

22名 

28日 

22名 

31日 

19名 

園内研修 22日 

21名 

27日

20名 

24日 

20名 

22日 

20名 

26日 

20名 

30日 

21名 

28日 

22名 

25日 

22名 

26日 

24名 

27日 

22名 

28日 

22名 

31日 

19名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月13日 仙台市保育所連合会 特別支援保育研修会Ａ 1名 無 

5月20日 仙台市保育所連合会 乳児保育研修会Ⅱ-Ａ 1名 無 

6月17日 仙台市保育所連合会 乳児保育研修会Ⅰ-Ａ 1名 無 

8月3日 仙台市保育所連合会 主任保育士等研修会Ⅱ 1名 無 

 

 

〈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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

11日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

11日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 
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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 欠席。 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 不参加 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉職員個人別育成計画 

 月に1度のスタッフ間ミーティングはおろか、ゆっくり時間をとって話し合う時間をつくることがで

きなかった。 

 次年度は、計画的に、且つ話し合いやすい雰囲気を作りながら、簡単な意見交換の積み重ねを大切

にしていく。 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

 新型コロナウィルスの影響もあり、ほとんどの活動を自粛した。 

 次年度は計画を練り直し、地域活性化を目標に楽しい企画を考え、実行に移していく。 

 

〈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：五橋公園にて 

商店街ツアー 
週1回 

世代間交流 月1回   ハート五橋 

異年齢交流 小学生やビジター利用児、職場体験、ボランティア学生など 

その他活動 ちきんえっぐ、行事への招待、地域公開講座、学生交流など 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 
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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 

 新型コロナウィルスの影響もあり、ほとんどの活動を自粛した。 

 次年度は計画を練り直し、地域活性化を目標に楽しい企画を考え、実行に移していく。 

 

 

〈２〉具体的な連携 

 新型コロナウィルスの影響を受け、連携できなかった。 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

 個別支援計画に基づき、ケース会議で話し合った内容を全スタッフに共有、日々の保育に活かしな

がら関わるようにした。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計10回開催 参加者：毎月4～20名 

・学年間でケース会議を開き、日々の様子を基に援助の方法や配慮事項を整理し、次月に活かす

ようにした。 

・園会議で開き、全スタッフに共有、他学年の意見も取り入れながら次月の関わりを考えた。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・幼保小連絡会に出席し、小学校教諭に引継ぎを行った。 

・保育園児童要録を作成し、進級する小学校へ郵送した。 

 

 

11. 子育て支援事業 
※新型コロナウィルスの影響もあり、来園者が見込めなかった。 

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 0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 ⇒0件 

自然食堂 

親子ランチ

毎週（水）10:00～12:00   ⇒0回 

参加者延べ人数 
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交流 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   ⇒0回 

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：五橋公園にて 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 0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1月31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：9時00分 

自己評価終了時刻：10時00分 

自己評価実施者：施設長、リーダースタッフ 

 

 

〈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：100％ 

 

（省察） 

・玄関対応、子どもへの対応、挨拶、スタッフ間の情報共有にご意見を頂いた。 

・頂いた内容を全スタッフが共有し、一つひとつ丁寧に改善に努めている。 
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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   

報告すべきご意見 なし 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

 報告すべきケガ(事故含む) なし 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日 作成者：メリー★ポピンズ エスパル仙台ルーム 施設長 中村 友紀 
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２０２２年度 東寺尾どろんこ保育園 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～ 
保育における10の姿を主体的・対話的な深い学びへ繋がるように、実現していくべく全スタッフで臨

んでいった。 

主体的の基礎作りとして、見通しを持つ力、対話の基礎作りとして、相互肯定観、相手を知ろうとす

る力、そして、存分に探求を含めた学びを体験という Trial&Error中から育むものであると考え、当

園における体験活動を以下、どろんこ会グループとしての目指す園の姿と併せて、自ら考え表現実施

していった。 

具体的には、内部監査を活用し、確認と是正に一つずつ臨み、目指す園の実現に向け、作り上げてい

った。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもが自己を十分に発揮し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねる 

実践結果 生命の保持と情緒の安定を図る養護へ臨めたが、自発的・自主的活動を図

る教育が一体となった保育へは、足りていない。 

次年度方向性 養護へは、引き続き配慮していきながら、「自発的」「自主的」な要素を

考慮した教育面を中心的に意識していく。 

2 計画・ねらい 子どもの個人差、子どもの姿を考慮しながら、保育内容を創意工夫する。 

実践結果 基本保育「私たちが育てる６つの力」を「目指す子ども像（１０の姿）」

を照らし合わせスタッフ間での話し合いが難しく、実践できたが、アセス

メントの課題が残った。 

次年度方向性 話し合い、実践、アセスメントと PDCAサイクルを確立しながら、保育内

容を創意工夫する。 

3 計画・ねらい 保育の専門性を高め、自ら考える保育を実践する。 

実践結果 スタッフは専門職として、保育の資質向上を高め多様なニーズへの対応を

図るため、内部研修だけでなく、外部研修や web研修を通して専門性と人

間性の向上に努めた。 

次年度方向性 園長大学、保育士大学を活用し、保育者自らが学び、考える礎を一層確立

していく。 

 

 

〈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 家庭へ子どもの姿や保育の姿の発信「こだわりの保育の可視化・見える

化」を推進。 
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実践結果 日誌、タイムライン等保育書類をエピソード記録・保育ドキュメンテーシ

ョン化で、作業を最小限にし、毎日の積み重ねを可視化できるように確

立。日常的に、可視化していった。 

次年度方向性 子どもの姿だけでなく、こだわり、思いの部分も周知できるよう「保育の

姿」へ力を入れていく。 

2 計画・ねらい いつでも、どんなことも、誰でも、子どものため共に考える場、相談でき

る時間を作る。 

実践結果 育児に携わる人に対して、いつでも、どんなことでも話し、相談できる保

育園として、門戸を開き、随時育児相談できる支援体制にした。 

次年度方向性 より受け入れる環境を整える上でも、「ちきんえっぐ」の環境を一層入り

やすい場所へと作り上げ、来園者数を増やす。 

3 計画・ねらい 以上を①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝 を忘れず、おもてなし

の心を込めたサービスを提供します。 

実践結果 サービスは無料、無償のものではない前提を踏まえ、保育者と保護者様と

の礼節、敬意を以て、保護者支援に臨むスタッフを育成した。 

次年度方向性 神対応。全スタッフが、その心を以て保護者、地域への支援できる環境を

作り上げていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て拠点としての役割を向上させる。 

実践結果 地域の子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機

関と連携及び強力を図りつつ、保護者に寄り添い希望があれば相談に応じ

る体制を作った。 

次年度方向性 障害がある子もない子も均しく子育て支援の輪を広げていくべく、拠点と

しての門戸を広げていく。 

2 計画・ねらい 交流をする機会と場として地域にある保育園となる。 

実践結果 保育所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能

や連絡方法を体系的に明示し、その情報がスタッフ間で共有されるように

していった。共有連絡の徹底が課題となった。 

次年度方向性 関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報がスタッフ

間で共有の徹底をしていく。 

3 計画・ねらい 地域交流事業(ちきんえっぐ)の認知度向上、交流のハブ組織を目指す。 

実践結果 おたより(ちきんえっぐ)を活用し、青空保育、公園などで地域の方と言葉

を交わしたときに、「いつ」「どんなことを」行っているかなど、対話を

通して、繰り返し知らせ、門戸を広げていった。 

次年度方向性 多方面から、地域交流事業(ちきんえっぐ)の認知度向上、交流のハブ組織

を目指す。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 「子ども中心」の保育実践のための子ども観を育む。 

実践結果 エピソードを用いながら、日々の保育の中から、日常的に振り返り、明日

の保育を振り返り、子ども中心の保育を探求し続けた。 

次年度方向性 今回活用できなかった保育デザインマップを中心に、「子ども中心」の保

育実践のための子ども観を育む。 

2 計画・ねらい 保育の連続性を追求する中で、チーム保育を充実させていく。 

実践結果 保育の連続性を PDCA、OODAでサイクル的に日常化するために、ポスト

イット、保育 web等を活用し、クラス会議、ケース会議、園会議など、そ

の時に有効な打ち合わせの中で検証していく中でチーム保育を作り上げて

いった。 

次年度方向性 各クラス組織の自治のもと、保育の連続性を PDCA、OODAでサイクル的

に日常化するチームに作り上げていく。 

3 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた上で、3本の柱、5領域、１０の姿の重要性を追求して

いく中で、子どもの資質・能力育むことで、「生きる力」の基礎を理解し

ていく。 

実践結果 自己表現と他者傾聴を一体的に考えることを前提に、子どもの話をする機

会を多く持ち、互いの意見を出し合った。園内交換研修を行う中で、互い

の強みや課題を見出し、全スタッフで検討していく機会を設け、課題や確

実な実践について明確にしていく。 

次年度方向性 ドキュメンテーション、エピソードを一層深め、子どもの姿を捉えてい

き、3本の柱、5領域、１０の姿の重要性を追求していく。 

4 計画・ねらい 社会人として、保護者、地域の方と広くできる接遇力を身につける。 

実践結果 スキル講座、コンピテンシーの活用し、事務、スタッフ間で昼礼にて常的

に接遇の研修を日常的に行っていった。 

次年度方向性 社会人として、保護者、地域の方と広くできる神接遇力を身につける。 

 

 

〈５〉探求しながら作り続ける子ども中心の保育環境 

1 計画・ねらい 子どもたちにとって最善の利益となる保育環境を試し続ける。 

実践結果 子どもの最善の利益を絶対的に捉えるのではなく、目標、ねらいを「見通

し」として置き、その上で、保育者と子どもたちと一緒に、主体的に保育

環境を作り上げていけるように考えながら設定した。 

次年度方向性 継続して子どもたちにとって最善の利益となる保育環境を試し続ける。 

2 計画・ねらい 子どもの姿から、直ぐに提案、仕掛けることができる保育の探求をしてい

く。 
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実践結果 子どもの姿を中心に置き、そこから考える予測、そして、予測から仕掛け

て、またその後の子どもの姿へと繋げていく webマップを活用し、定期的

に探求できるようにした。 

次年度方向性 デザインマップを活用し、子どもの姿、仕掛け、振り返りのサイクルを常

化しながら、保育を探求していく。 

3 計画・ねらい 自園だけでなく、地域、他園、全ての子どもたちにインクルーシブな保育

環境を探求する。 

実践結果 環境も考えも混ぜ合わせながら、環境開放を前提に、環境を作り上げてい

こうとした。 

次年度方向性 多角的に考えるためにリフレーミングの発想を持つことや、8つの窓リフ

レクションで考えながら、インクルーシブ保育環境を探求する。 

 

 

〈６〉主体的・対話的に深く学ぶことで作り上げていくチーム保育 

1 計画・ねらい 主体的に深く学んでいくスタッフ集団になる。 

実践結果 子どもたちのために必要な経験から、体験してほしい、学んでほしいこと

を見通した上で、スタッフが主体的に計画を立案し、保育活動に臨んだ。 

次年度方向性 主体的に子どもの姿を振り返りながら、学んでいけるスタッフ集団にな

る。 

2 計画・ねらい 対話的に深く学んでいくスタッフ集団になる。 

実践結果 立案した計画と実践を元に、振り返った。できた、できなかったという反

省はできたが、できなかったことをとことん話し込んで分析が課題となっ

た。 

次年度方向性 できなかったことをとことん話し込んで分析でき、次へつなぐことできる

ようにする。 

3 計画・ねらい 背中を見せるスタッフ集団になる。 

実践結果 保育士だけでなく、施設長、事務、用務、調理全スタッフが臨むことがで

き、背中で伝えようとした。 

次年度方向性 背中で魅せるスタッフ集団になる。 

 

 

〈７〉インクルーシブ保育の充実 

1 計画・ねらい 個別配慮というフレームアウトする保育にならないようにする。 

実践結果 1対1配慮の必要性を計画するのではなく、子どもの姿から、混ざった状態

での保育できるケース会議を実施したが、十分な回数までは実施ができな

かった。電子ツールを併用して補填した。 
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次年度方向性 個別配慮をしながらも混ざる保育を目指す。 

2 計画・ねらい 個別配慮が必要な園児に対しては、様々な対応を検討する。 

実践結果 全体人数が多さで、個別配慮を要する子が安易に埋もれてしまわないよう

にしたものの結果としては、不十分であった。 

次年度方向性 集団だからこその個別配慮が必要な園児に対しては、様々な対応を検討す

る。 

3 計画・ねらい インクルーシブでタイバーシティな保育の実践。 

実践結果 包括的で、多様的な保育に臨んだ。日々の記録の中での「エピソード化」

をしていった共有をしながら、ケース会議へ繋げていった。 

次年度方向性 言葉ではなく、実効的なインクルーシブでタイバーシティな保育の実践し

ていく。 

 

 

 

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 
87人 144人 150人 173人 180人 180人 914人 

年度後半：

10~3月 
90人 144人 150人 168人 180人 180人 912人 

 

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 

205

人 

236

人 

183

人 

204

人 

187

人 

253

人 

281

人 

289

人 

283

人 

254

人 

327

人 

290

人 

2954

人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 0人 1人 2人 2人 4人 7人 1人 12人 10人 38人 

（解説）フルタイム勤務の保護者の方も多く、乳児クラスから年長児まで利用者多数 

 

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 



20221215版 

 

利用総

人数 

0人 0人 6人 32人 41人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 79人 

うち0

歳児 

0人 0人 1人 17人 18人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 36人 

（解説）9月より一時保育事業休止 

 

 

〈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 15人 看護師 1人 栄養士 3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 事務 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 16人 補助 2人 調理 0人 用務 2人 

再雇用スタ

ッフ 

0人 嘱託職員 0人 嘱託医 2人 言語聴覚士  0人 

臨床心理士 0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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 アレルギー確認、クラスの給食状況、食育会議報告 

事故防止委員会 月1回 危機管理、安全対策、前月の検証 

ケース会議 月1回 保育計画の振り返り、立案、共有、他機関との連携報告 
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リーダー会議 週1回 全クラス、園内の振り返り、内部監査是正 

 

 

〈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4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 子ども及び保育者の健康保持のために、施設内外の保健的環境の維

持向上、衛生管理を行い、子どもも保育者も何が健康保持につなが

るのかを再認識した。 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理・点検、事故記録の作成、避難

訓練計画立案・実施し、保育者は何が事故や怪我につながるのかを

再認識した。 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保・点検

し、自園の特性を踏まえた計画と実践を意識することで、より具体

的な反省点も見えた。 

食品衛生管理係 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応をし、より食の安全性を追

求した。 

畑係 年間を通した畑・食育計画立案・実施、畑の管理、畑通信の作成

し、子どもも保育者も何が作物の育成や食物連鎖につながるのかを

再認識した。 
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生き物係 命の尊さや自然現象への関心を広める機会を設定し、鶏などの

生き物の世話を通して、子どもも保育者も何が生き物の愛着や

食物連鎖につながるのかを再認識した。 

 

 

〈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 どろんこ祭りの企画立案をしたが、新型コロナウイルスの影響に

より、中止となった為、園内行事として代替え行事を行った。 

子育て支援・相談担当係 子育て支援事業の企画立案・実施した。イベントは、随時再開と

なり、参加人数も復帰していった。 

 

 

 

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 

・新入児の園生活に慣れるまでの保護者様とお子様の不安を情報共有、相談しな

がら、慣れていけるように進めていった。 

・子どもの事故の経緯に関しての不十分さへのご意見に対して、現場検証、事故

経過の明確化と事故防止委員を早急且つ丁寧に実施していくように変えた。 

・配慮児との関りでのご意見要望あり、関連機関との意見交換をしながら、担任

を中心に保育の是正対応をしていった。 

・行事時の保育（土曜保育）、保護者懇談会での保育（延長保育）について、原

則保育ではない保育に関しての要望。どろんこサポーターでの融資保育の提案

し、企画に繋がった。 

保育参加 

4～3月まで 合計27名 が参加済み  （3月1日時点） 

・５段階アンケートでは19件が（ 大変良かった  ）となっている。自由記述

欄には保育者が一人ひとりに目を向けていて安全面に目を向けていることを感じ

信頼が増した。家では見られない子どもの成長した姿が見られた等の記述があっ

た。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計30名 が参加済み  （3月1日時点） 

・主に就学前相談 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 子どもが、クッキング、畑での作物つくり、伝承的な取り組みといった生

活の中で、意欲をもって食にかかわる体験を重ね、食事を楽しむ。 

実践結果 畑で作ったものを、その場で、そのままで食べ、素材の味を実体験した

り、クッキングをしたりして生長と収穫を楽しめるようにしていった。 

一過性の行事をではなく生活の中の行事として、継続的且つ日常的に楽し

む「クッキング」としての食育を目指した。 

次年度方向性 子どもが主体となって、畑での作物つくり、伝承的な取り組みといった生

活の中で、意欲をもって食にかかわる体験を重ね、食事を楽しむ。 

2 計画・ねらい 全スタッフが専門性を活かしながら、子どもが自主的に食事をするように

食育を進めていく 

実践結果 調理員・保育士・施設長と一緒に食べながら、会食することを楽しめる機

会の復帰はできなかったが、会話を楽しんだ。 

子どもたちが配膳、下膳できるように環境設定した。 

次年度方向性 全スタッフが専門性を活かしながら一緒に会食し、子どもが自主的に食事

をするように食育を進めていく 

3 計画・ねらい SDGsの観点からの調理過程の野菜くずや残食などを堆肥つくり(コンポス

ト)や飼育動物の餌作りなど、子どもと一緒に行いながら、持続的・継続的

な保育の取り組みを行う。 

実践結果 調理前の野菜くずの一部を使ったコンポストは、日課として実施できた。

調理後の残食も活用したコンポストや、鳥類、魚類の餌作成(乾物)と、使

用できる可能性を全て使っていくことを子どもたちと考えたものの実践は

難しかった。 

次年度方向性 SDGsを深め、調理過程の野菜くずや残食などを堆肥つくり(コンポスト)

や飼育動物の餌作りなどを広げ、子どもと一緒に、持続的・継続的な保育

の取り組みを行う。 

 

 

〈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24日／11月25日に実施 

歯科検診 5月31日／11月28日に東寺尾どろんこ保育園にて実施 

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 

 6月に東寺尾どろんこ保育園にて手洗い指導を実施 
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流行した感染症 ① 7月に新型コロナウイルス感染症、園児6名・スタッフ1名蔓延

し、鶴見区へ報告 

② 8月に新型コロナウイルス感染症、園児22名・スタッフ8名蔓延

し、鶴見区へ報告 

③ 1月にインフルエンザ A型、園児28名感染報告有り。3週間程で

終息 

④ 3月にインフルエンザ A型、園児20名感染報告有り。3週間程で

終息 

発作・痙攣等の対応 計1名熱性痙攣既往のため、座薬の預かり1名 

その他、1月16日に救急車要請 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

2022年3月のキックオフにてエピペンの研修を看護士より指導。中

途入職のスタッフへ都度指導を行う。41名が習得済み。 

本日時点で、在籍スタッフ41名のうち、41名が使用できる。 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルス感染症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・換気を徹底し、予防に努め

た。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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20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 
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児童健康診断 

  

内科健診 各年2回／6月24日、11月25日 

歯科健診 各年2回／5月31日、11月28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14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 室内・室外ともに子どもが自発的に関わる環境を設定し続ける。 

実践結果 子どもの姿を起点に、異年齢児が混じりあう環境の中で、発達の差を考慮

した環境設定になっているか、子どもが遊びこんでいるかなど、web を用

いながら考察展開し、試行錯誤していった。 

次年度方向性 室内・室外ともにだが、特に室内を子どもが自発的に関わる環境を設定し

続ける。 

2 計画・ねらい 安全な環境を作るのではなく、安全性を確認していく、維持していくこと

を基本とし、子どもたちの発達、個性に合った環境設定に仕掛けていく。 

実践結果 玩具の破損や材料の確認、設置場所の安全性など、各担当の係が中心にな

って、チェックリストで日常的に確認していった。 

次年度方向性 安全性を確認していく、維持していくことを基本とし、子どもたちの発

達、個性に合った環境設定に仕掛けていく。 

3 計画・ねらい 前述1、2の環境設定の共通理解や体制作りのスタッフ意識を強化する。 

実践結果 環境だけではなく、子どもの姿を踏まえて、保育中の事故防止のため、施

設内外の安全点検に努めた。 

事故防止チェック、設備点検など確実に行い、不備がある場合にはすぐに

対応し、全スタッフに周知した。 

次年度方向性 環境設定の共通理解や体制作りのスタッフ意識を強化する。 

 

 

〈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 
三角山 園庭 毎日 異常なし 

3/20に解体･撤去予定 

2 パーテーション 保育室 毎日 異常なし 

3 
ロフト 幼児室 毎日 異常なし 

7/18に1基を解体撤去 
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4 渡り橋 幼児室 毎日 異常なし 

5 
トンネル 乳児室 毎日 異常なし 

3/22に解体･撤去予定 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 防災対策 

災害や事故の発生に備え、危険個所の点検や毎月消防計画に基づいた避難

訓練を実施した。「連絡体制の周知」と「行政等関係各所との連携」を行

い、災害発生時に各スタッフが迅速かつ適切な対応を取り、子どもの安全

を確保できる体制を整えていった。 

2 実践結果 ケガ事故防止対策 

保育中の事故防止のため、子どもの心身の状態等を踏まえつつ保育所内外

の安全点検に努め、ケガ事故発生時対応フローチャートを全スタッフに周

知する。フローチャートは更衣室・職員室に掲示し、全スタッフはいつで

も対応できる状態にした。 

ケガ、事故記録、ケガに至らなかった記録を作成し、報告・共有の上、時

系列で検証、分析し今後同じような怪我・事故の発生を防ぐ事故防止委員

会を実施していった。 

3 実践結果 防犯対策 

定期的な不審者侵入対策の他、日々の不審者対策として 

１．笛の携帯  

２．代理送迎者登録の更新及び代理送迎者の身分証明書の確認 

３．不審者情報の収集（各関係機関と連携を取り）不審者情報を随時収集

する。 

適宣、文書やメールでの共有・防犯速報の玄関への掲 示等を行う。 

4 実践結果 光化学スモック対策 

発令中は発令内容に看板・張り紙等の文書を掲示し、スタッフ・園児を屋

外へ入れ、原則屋外活動は行わなかった。発生件数も少ない。 

5 実践結果 熱中症対策 

過度な水分補給による塩分、電解質不足による脱水症状を考慮した正しい

水分補給を理解した上で、子どもたち自らが水分補給できる環境設定をし

た。水分の損失が多い天候下では、活動そのものを随時検討し、中止とし

た。 

6 実践結果 感染症対策 

マニュアル、規定での日々の消毒を徹底し、過度な消毒にも留意しなが

ら、感染対策した。 

法人、園、自治体、保健所と連携を取りながら対策していった。 

7 実践結果 情報収集 

横浜市防災情報に登録完了。該当地域の情報を詳細に収集し、早期対応に

努めた。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉 今年度の振返り 

実習生受け入れ希望無く、0名 

ボランティア、園見学希望の大学・専門学校の依頼は積極的な受け入れを行い、活動を通して自園の

保育士を経験する機会を持ち、実習経験から保育士として子どもの命を守ることの大切さやどろんこ

会グループの日課や基本活動を園の特性も交えながら、丁寧に伝えた。 

また、これを機会に体験やボランティア、園見学が終わっても参加できる行事などのイベントにも誘

い、子どもたちや保育者や保護者や地域の方々と共に自園の魅力を経験できる機会を持った。 

 

 

 

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 

43名 

13日

43名 

10日 

43名 

8日 

42名 

19日 

42名 

9日 

40名 

14日 

41名 

11日 

41名 

8日 

41名 

13日 

41名 

17日 

40名 

23日 

40名 

園内研修 8日 

39名 

13日

39名 

10日 

32名 

8日 

32名 

19日 

26名 

9日 

28名 

14日 

27名 

11日 

28名 

8日 

27名 

13日 

29名 

17日 

30名 

23日 

30名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

8月30日 どろんこ会本部 主任研修 1名 有 

9月19日 
神奈川県保育エキスパート

等研修 
マネジメント研修 1名 有 

10月14日 どろんこ会本部 
インクルーシブな保育導入

のススメ 

1名 
有 

10月20日 横浜市こども青少年局 幼保小接続期研修 1名 有 

12月9日 
神奈川県保育エキスパート

等研修 
マネジメント研修 

2名 
有 

1月13日 
神奈川県保育エキスパート

等研修 
マネジメント研修 

3名 
有 

2月28日 
神奈川県保育エキスパート

等研修 
食育・アレルギー対応研修 

1名 
有 
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〈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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17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 該当者なし 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 2月18日～3月3日に1名のスタッフがデンマーク保育園にて勤務 

 

 

〈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 

制限、規制緩和により、交流行事が復帰していった。核家族化や地域のつながりの希薄化、国際化、

子育て負担や不安、孤独感が高まってきているため、保育園・地域・家庭が一丸となって、子育て支

援を行い、子どもの健やかな成長を保障できるよう取り組んだ。地域の方が自由に園を利用し相談し

あえる仲間でいられるように、月 1回「ちきんえっぐだより」を発行し、年間計画のもと地域交流を行

った。 

 

 

〈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：白幡公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：永島青果店、FUJIスーパー、郵便局、クリエイト 

セブンイレブン、ローソン等 

世代間交流 毎月第2水曜日にサンライズ・ヴィラ東寺尾にてシニア交流を実施 

異年齢交流 2月10日に寺尾小学校にて小学校交流を実施 
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その他活動 7月23日に東寺尾どろんこ保育園にてどろんこ祭りを実施 

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 

横浜市スタートカリキュラムに基づき、自園独自のアプローチカリキュラムを作成し、年間を通して

計画的に幼保小連携を進めた。また、幼保小連携会議・授業研究会に積極的に参加し、地域の実態を

把握しながら、教員と共に小学校学習指導要領について、これからの未来のために幼児期の子どもに

とって必要な経験は何かを具体的に学び、就学時には、横浜市保育所保育要録を送付し、必要に応じ

て一人ひとりの子どもの情報の申し送り等を丁寧に実施した。 

 

 

〈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 

2月6日 西寺尾第二小学校 3名 情報交換（当園相談室） 職員間交流 

2月9日 西寺尾小学校 2名 電話にて情報交換 職員間交流 

2月10日 寺尾小学校 

1年4組 

30名 授業参観（1年4組教

室） 

子ども間交流 

2月27日 馬場小学校 3名 情報交換（当園相談室） 職員間交流 

2月28日 上寺尾小学校 2名 情報交換（当園相談室） 職員間交流 

3月18日 寺尾小学校 2名 情報交換（当園相談室） 職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

子どもの状況などを観察し、学年会議の中で振り返りと保育者間の共有を行い、見直した。 

 

 

〈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：5名 
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毎月１回、担当者を中心に子どもの変化や興味などを話し合い、共有した。また、次の発達段階を見

越して計画を立て、保育者間で共有し、配慮した。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

小学校の引き継ぎは横浜市保育所保育児童要録の送付、各校の担当職員と子どもについての申し送り

によって行った。 

 

 

 

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 

8名 10名 3名 8名 9名 14名 15名 17名 0名 15名 10名 10名 111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3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 2名 1名 0名 1名 0名 0名 0名 0名 4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1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 1名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 1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 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

今年度受審予定 
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〈２〉園による自己評価の実施 

２０23年2月10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：13時30分 

自己評価終了時刻：15時00分 

自己評価実施者：施設長、主任、園事務、乳児リーダー、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：76.9％ 

 

（省察）システム的な面では、写真の購入方法に関しての要望や再販希望などが多く上がっていた。

保育では、どろんこ会理念に関して共感賛同の声が多く上がったが、幼児、異年齢児クラスに関して

は、人数の多さからのスタッフの目が行き届いていないのではという不安もあるが、子どもの成長や

異年齢児で過ごすことの利点を感じられている印象ももたれているので、異年齢児との関わり合いを

主とした園内研修の充実なども考慮していき、子どもの主体性に応答できるような環境を維持してい

く。 

また、スタッフの入れ替えの多さの指摘も多く、スタッフ定着を図るべく配慮を要する。 

 

 

 

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   

該当なし 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

該当なし 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：東寺尾どろんこ保育園 施設長 宮入 講一 



20221215 版 

 

２０２２年度 船橋どろんこ保育園 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～ 
船橋市は千葉県で千葉市に次ぐ人口２番目の市であり、都心に通勤する保護者も多い市の中心部に

位置する保育園として、整備された都会的な雰囲気と人口の多い雑踏の中で以下のどろんこ会の基本

方針をもって子どもたちを育み成長を見守る。 

      

子育て理念『にんげん力。育てます。』 

     子育て目標『センス・オブ・ワンダー』 

          『人対人コミュニケーション』 

 生活・遊び・労働を教えあう保育園生活を実践していく。 

 

1 原点回帰 

基本としている日々の異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩９時出

発・生き物の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・青空保育の意味を深めながら

実践する。形がパーフェクトであることより、課題をみつけ、常によりよくするために学び・努

力するプロセスを大事にする。 

2 異年齢交流 

他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活動実践 

異年齢の関わりの中で直接体験を通じて、以下3つの要素が求められる環境構成をし、見守る。 

① 他者との協働 ②感情コントロール ➂目標の達成 

3 食育の充実 食材・食の循環を認知する直接体験 

4 子どもの姿を捉えた保育計画の作成 

5 記録と公開 自園の強み・特徴を生かした園や子どもの姿の記録と公開  

6 保護者の心に入り込んだ接遇 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設  

7 大人のにんげん力 UP  

新人事評価制度への切り替えにともない、全スタッフが目標設定をおこなう。 

8 コンピテンシーの追求 

2022年度は NO３・４に集中して「計画・実行する」「判断する」について深め、極める。  

9 選ばれる園をつくる 

スタッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から愛され、評判がよい園

つくり 

 

以上の年度当初に掲げた基本方針に沿い、日々の保育を丁寧に子どもたちと向き合って進めてい

く事が出来た。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい プロジェクト保育・年間を通じてテーマ設定に沿って保育を進める。 
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実践結果 策定会議で決定した担当保育者のテーマに沿って様々な活動を進めていく

事が個人差はあるものの実践された。 

次年度方向性 プロジェクト保育の内容を偏りのないように計画的に進めていく。 

2 計画・ねらい 食育の充実・食育活動、畑作業、調理、廃棄物の活用の循環を意識する 

実践結果 畑にて野菜の生産をし、下拵え、クッキング、食の循環を学ぶ事が進めら

れたが、畑の作物が計画通りには出来ていなかった。 

次年度方向性 実践可能な内容を計画し、計画通りに進められるようにする。 

3 計画・ねらい 環境整備・心地の良い居場所づくり。 

実践結果 各担当を中心に整理整頓・元に戻す・必要なものをきれいに設置すること

がなかなか出来なかった。 

次年度方向性 監査前のみではなく、日常的に整理整頓が習慣化できるような工夫を考え

て進めていく。 

 

 

〈２〉保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、子どもたちの成長を伝え合い、喜び合える関係を維持

していく。 

日々の挨拶、連絡帳やタイムライン・ポートフォリオの保育の見える化を進め保護者の理解を深めて

いく。 

 

1 計画・ねらい 保護者の立場の理解・「思いやり」をもって個々に必要と思われる部分の

援助 

実践結果 保護者の勤務・生活状況を把握し、必要に応じて子育てのアドバイスを進

める。シッターノートやチャットの活用で情報の共有を進めた。 

次年度方向性 保護者の情報共有の強化。知らなかったという事の撲滅。 

2 計画・ねらい 日々の成長を「誠実」に伝え共有する・児童の成長を共に喜ぶ。 

実践結果 朝の受け入れ、連絡帳、タイムライン、お迎え対応を通じて「謙虚」に

「感謝」を忘れず、コミュニケーションを進めた。 

次年度方向性 保護者に対する畏敬の念を常に意識し丁寧に対応を持続する。 

3 計画・ねらい 保育参加・保護者懇親会・行事への参加・保護者面談を通じて保育園を親

子で親しむ。 

実践結果 保育方針に共鳴してくださる保護者への園生活への参加を進めた。保護者

の個人面談の設定。 

次年度方向性 保護者の思いを察し、保護者と共に児童に寄り添う思いをしっかりとお伝

えしていく。 
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〈３〉地域の子育て支援事業 

見学者対応・体験保育・園開放・小中高生交流・世代間交流・ボランティア受け入れ・子育て相談を

継続し、地域子育て支援の拠点として保育園の役割を担う。 

 

1 計画・ねらい 子育て支援室(本園)の活用・地域の子育て家庭の安心安全な居場所とな

る。 

実践結果 定期的なイベント(子育て相談・誕生会・保健衛生)の実施は保育園見学に

おいての子育てアドバイスにとどまってしまった。 

次年度方向性 子育て支援室(本園)の活性化、園行事へのお誘いの強化。 

2 計画・ねらい 青空保育の活性化・地域へのアピール 

実践結果 月1回の近隣公園での青空保育の実施は出来たが、その予告と実践時の招

集活動の促進はなかなか進められなかった。 

次年度方向性 毎月の定着行事として地域へ広報強化。 

3 計画・ねらい 地域の商店や施設訪問・地域の保育園として親しまれる。 

実践結果 老人施設・公民館・商店への挨拶は実施出来たが、訪問については先方の

状況により対応が困難なケースもあった。 

次年度方向性 コロナ禍の状況を確認しながら無理なく進めていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

保育のプロとしての役割と責任を意識し、未来を担う子どもたちの成長を見守るやりがいを感じられ

る保育者を育成する。 

 

1 計画・ねらい 子どもの人権・虐待防止の基本を理解する。 

実践結果 研修の実施。情報の共有。具体的な事例を知り理解を深める事は出来てい

る。 

次年度方向性 万が一見かけた際は、情報共有するだけでなく、他人に注意・指導できる

ような組織・集団、及び環境でなくてはならない。 

2 計画・ねらい 大人の人間力を育てる。一人ひとりの特技を磨く。 

実践結果 自分の得意を極める。自分自身の生きる力を強める事は個人差があるもの

の徐々に進められてきた。 

次年度方向性 個人個人の得意を認め合い、実践できるように日々の保育にも具体的に取

り入れていく。 

3 計画・ねらい 園事業計画を具現化する。自分の園の意識を高める。 
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実践結果 事業計画に沿って、日々の保育内容の見直し、振り返り、ブログ、エピソ

ード記録などで保育内容の発信をしていく事は、生活発表会で集大成とし

て具現化できた。 

次年度方向性 大きな行事(どろんこ祭り・運動会・生活発表会)を目標及び節目としてス

テップアップしていけるように持続、継続していく。 

 

 

〈５〉子どもも大人も笑顔で穏やかな時間を過ごせる大きなお家 

1 計画・ねらい 笑顔があふれ穏やかな居場所となる。常に前向きな思考をする。 

実践結果 朝の受け入れから、笑顔を絶やさず、子どもたちの姿を全員で把握できて

いるように情報共有を進めた。 

次年度方向性 児童や保育者、保護者について良いところ探しをし、常に前向きに明るい

話題を絶やさないように生活を進めていく。 

2 計画・ねらい 率先して動く。気づきに敏感な感性の育成。 

実践結果 自分に割り振られた担当を熟したうえで、周囲の状況も読み取れるような

経験を重ねた。コンピテンシーの活用による振り返りの実践をした。 

次年度方向性 気付きの力、俯瞰能力を高める研修も考え取り入れていく。 

3 計画・ねらい 人間力を身に付ける。平等性・情報の共有。 

実践結果 様々な研修を意欲的に受講し、広い視野を持ち、客観的に自分を見ること

ができる人材の育成を行った。 

次年度方向性 園長大学、保育士大学の視聴を共有し、日々の保育や生活に活かせるよう

に話し合う時間を作っていく。 

 

 

 

〈６〉環境整備・おもてなし 

1 計画・ねらい 環境整備・施設の美しさを保つ・自信をもっての見学案内が出来る。 

実践結果 日常清掃・整理整頓の徹底・五感を働かせ保育環境を整えた。 

次年度方向性 見学案内をすべてのスタッフが対応できるように進めていく。 

2 計画・ねらい 人対人コミュニケーション・気持ちの良い挨拶の徹底 

実践結果 大人が子どもの手本となる。笑顔を絶やさずコミュニケーション力を高め

る実践を行った。 

次年度方向性 挨拶の徹底。立ち止まり姿勢を正し丁寧に挨拶を実施する。 
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3 計画・ねらい 協調性・平等性の意識を持つ。子どもにも伝えられる。 

実践結果 雰囲気を感じる力・今、相手が何を感じているか察知し対応する力を具体

的に振り返り昼礼や園会議にて指導した。 

次年度方向性 気付きの足りないと感じた時にはそのままにせずに感情的にならず穏やか

に伝える工夫を進める。 

 

 

 

〈７〉有言実行 

1 計画・ねらい 期日を守る。提出期限・締め切りはあくまで最終日という事が意識出来

る。規則正しい生活をする。 

実践結果 保育担当チームによるタスク管理、規則正しい生活をする事を推進したが

個人的に繰り返し忘れてしまう事があった。 

次年度方向性 期日の意識を高める工夫を継続する。習慣が身につかないスタッフについ

ては個人指導を進める。 

2 計画・ねらい 有効な保育計画。子どもの成長に沿った保育計画を具体的に実践する。 

実践結果 保育計画の基本を意識した上で、予定外の事象には臨機応変の対応をする

事も出来ていた。 

次年度方向性 年間保育計画から月間、週間へとおろし基本的には無理のない計画を進め

ていくが時期によって必要な計画を加える。 

3 計画・ねらい 自己計画。自分の目標を立て実行していく。 

実践結果 目標の周知、周囲との協同を進めるように促したがなかなか順調に行かな

かった。 

次年度方向性 自己省察を各自進められるようにクラス担任同士、年齢層の同じ同士、先

輩後輩など様々な組み合わせを活用していく。 

 

 

 

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 
36人 60人 71人 133人 124人 97人 534_人 

年度後半：

10~3月 
36人 60人 72人 132人 132人 102人 534_人 
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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 

187

人 

198

人 

278

人 

246

人 

160

人 

229

人 

221

人 

232

人 

245

人 

236

人 

101

人 

212

人 

2545

人 

うち0

歳児 

2人 6人 13人 11人 11人 15人 16人 19人 36人 15人 15人 14人 173人 

（解説） 

 

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 

0人 0人 2人 3人 0人 0人 3人 6人 17人 11人 9人 人 人 

うち0

歳児 

人 人 人 人 人 人 人 3人 10人 4人 7人 人 人 

（解説） 

 

 

〈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 

施設長 １人 保育士 9人 栄養士 １人 調理員等 ３人 

事務 １人 

パート 

スタッフ 

保育士 ７人 看護師 １人 用務 １人 嘱託医  2人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・情報共有 

・各行事の打ち合わせの実施。 

給食運営会議 月1回 給食の振り返り・食育について振り返りを実施した。 

事故防止委員会 月1回 安全確認・事故記録、ヒヤリハット、インシデント振り返りを

行った。 

ケース会議 月1回 支援の必要な児童についての話し合いを実施した。 

リーダー会議 週1回 日常の保育の振り返り・見通しを考えていった。 

行事会議 都度 行事についての計画反省を実施した。 

 

 

〈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12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 

 

 

 



20221215 版 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 衛生管理の確認 

安全対策係 安全対策の確認 

防火管理者 消防計画の作成・避難訓練の実施、確認・ 

食品衛生管理係 給食の安全管理 

畑係 作物の定期的な作付け・見守り・収穫など 

生き物係 生き物の世話 

 

 

〈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 どろんこ祭りの計画と実施 

船橋市民フェスティバル係 実施無し 

 

 

 

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 

・身の回りの事が自分で出来る事は自分でするように支援した。 

・沢山の経験から多くの事が感じられるように原体験の機会を多く設けた。 

・年齢を問わず、子どもたちが自分で遊びを選択できるような環境設定をした。 

・異年齢での活動の機会を多くし、園が子どもたちの『大きな家』になるように

努めた。 

保育参加 
4～3月まで 合計6名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計10名 が参加済み  （3月1日時点） 

・ 
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〈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 

保護者とのコミュニケーション、保育者・調理など全スタッフが専門性を活かしながら、子どもの様

子に寄り添いながらの食育活動を進めていく。 

 

1 計画・ねらい 子どもたちの食材への意識を高める。素材を知り味わう。 

実践結果 素材への関心を高め、嚙む力を育て素材の味を味わう事が進められた。 

次年度方向性 その日の給食のメニューを知りその素材を知り関心を持って味わう事が出

来るようにする。 

2 計画・ねらい 食を楽しむ。子どもが自分たちで盛り付け・配膳をする。 

実践結果 自分で食べられる量を知り、自分の体を育てる意識を持つことが年齢によ

るが意識出来てきている。 

次年度方向性 年齢に合わせた食の楽しみ方(盛り付け、バイキングなど)を進めていく。 

3 計画・ねらい 子どもと一緒に食べる。子どもの食事内容、食べ方を知る。 

実践結果 調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に給食を食べる事はコロナ禍の

為、出来なかったが、好きなものを好きな人と好きなだけ食べられる経験

を促す事は進められた。 

次年度方向性 コロナ禍が沈静されることにより、調理員・保育士・施設長が子どもと共

に食事をし、子どもの食事について理解が深まるように進めていく。 

 

 

〈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21日／1月17日に実施 

歯科検診 6月8日に実施 

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） 
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その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

①  6月8日に歯磨き指導を実施 

②  6月21日に手洗い指導を実施 

 

流行した感染症 ①4月に新型コロナ感染園児５名・スタッフ２名 船橋市に報告 

②8月に新型コロナ感染園児１３名・スタッフ２名 船橋市に報告 

発作・痙攣等の対応 対応無し。 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月23日にエピペン研修をスタッフ25名、受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、25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 AED 研修をスタッフ25名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、25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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 5･7･9･11･1･3月の25日に計6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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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30日、10月30日に実施済み 

身長体重測定 毎月1回／20日 実施済み 



20221215 版 

 

児童健康診断 

  

内科健診 各年2回／6月21日、1月17日 

歯科健診 各年1回／6月8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15日、10月14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 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する

力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室外とも

に子どもが自発的に関わる環境を設定する。 

 

1 計画・ねらい 室内環境の整備 

実践結果 季節や興味を意識し、子どもたちの興味を促す環境の設定を進められた。 

次年度方向性 季節や興味を前面に室内環境の整備を進めていく。 

2 計画・ねらい 保育園の出入り口の環境整備 

実践結果 子どもたちや保護者のスムーズな動線整備。随時見直すことは出来たが、

屋や保護者の混乱を招いた場面も見られた。 

次年度方向性 年度当初に朝夕の出入り口の設定を決定する。 

3 計画・ねらい 散歩コースの環境整備・安全管理 

実践結果 子どもたちと共に、ハザードマップの作成を進めることは出来たが子ども

たちと共にはあまり実施出来なかった。 

次年度方向性 散歩コースを子どもたちと共に検証しハザードマップの作成を進める。 

 

 

〈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 パーテーション 幼児室 毎日 異常なし 

2 水槽の台 廊下 毎日 異常なし 

3     

4     
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 避難訓練(月1回)火災・地震を想定。通報訓練・引き渡し訓練・うちの子

アプリ保護者向け書き込み。 

2 実践結果 事故防止チェックリスト(年6回) 

3 実践結果 不審者対応訓練(年2回) 

4 実践結果 設備点検(年4回) 

5 実践結果 事故防止委員会 

6 実践結果 地域河川氾濫を想定した水防計画 

7 実践結果 光化学スモッグの対応 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

前半はコロナ禍で、先方の実施中止等から小中高生の受け入れは行うことが出来なかった。 

実習生、見学実習については受け入れた。学生の不安な気持ちを受け入れながら、保育を楽しみ、保

育士の仕事に魅力を感じてもらうことが出来るように対応した。 

 

 

〈1〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

6/6～6/18 日本児童教育専門学校 1人 部分実習 

6/27～7/8 千葉こども専門学校 １人 部分実習 

7/25～8/9 愛国保育専門学校 1人 部分実習 

8/22～9/2 千葉こども専門学校 １人 部分実習 

8/1～8/12 総合学園ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ東京校 1人 部分実習 

8/15～8/30 和洋女子大学 １人 調理実習生 

9/26～10/7 千葉こども専門学校 １人 部分実習 

2/8～2/24 愛国保育専門学校 １人 部分実習 
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〈2〉中高生の受入 

なし 

 

 

 

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 

15日 

11名 

20日

11名 

17日 

11名 

15日 

11名 

19日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

18日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

17日 

11名 

5日 

11名 

園内研修 15日 

11名 

20日

11名 

17日 

11名 

15日 

11名 

19日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

18日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

17日 

11名 

5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 

2022/8/2~

9/1 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

障害児保育 
1名 無し 

2022/8/2~

9/1 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

食育・アレルギー 

  

１名 無し 

2022/9/13

~10/13 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

マネジメント 

2名 
無し 

2022/8/8~

9/７ 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

食育・アレルギー 

１名 
無し 

2022/10/1

7~11/16 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

乳児保育 

１名 
無し 

2022/10/3

1~11/30 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

障害児保育 

２名 
無し 

2022/11/2

1~12/21 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

食育・アレルギー 

１名 
無し 

2022/11/2

1~12/21 
千葉県主催・ポピンズ主催 

キャリアアップ研修 

障害児保育 

 

１名 
無し 
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〈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） 

21日 

1名 

18日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

15日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

18日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

15日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

 

 

〈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 

船橋どろんこ保育園の存在を広く地域に知っていただくことで、子どもたちと地域の方々との交流

を深め、成長や安全を見守っていただけるようにしていく努力をしたが、積極的に園を開放し地域の

子育てに貢献していく事は出来なかった。 

 

 

〈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：さくら公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：駅前交番、花屋、スーパー、魚屋、体操教室、空手

教室、ケーキ屋、パン屋、郵便局、駄菓子屋、美容院、歯医者等 

世代間交流 実施なし 

異年齢交流 ２月9日に天沼弁天池公園にて専門学校学生との交流を実施 

異文化交流 11月1日に外国人保護者による異文化交流を実施 

銭湯でお風呂の日 月3回 〈3～5歳児〉 実施 
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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 

年度後半、５歳児の午睡がなくなった時間を活用し、進学先の小学校への散歩を実施し、自分やクラスの友

達の進学先を確認することが出来た。 

 

〈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 

5月25日 船橋小・湊小・南本

町小 

1名 幼児期の教育と小学校教

育の円滑な接続(管理職)

研修(船橋市総合教育セ

ンター) 

スタッフ間交流 

７月27日 船橋小・湊小・南本

町小 

1名 幼児期の教育と小学校教

育の円滑な接続(一般職)

研修(船橋市総合教育セ

ンター) 

スタッフ間交流 

11月16日 湊小学校 

1年1組 

17名 授業参観（小教室） 子ども間交流 

12月15日 

 

船橋小学校 

1年1組 

５名 小学校体育館 子ども間交流 

１月12日 市場小学校 

 

15名 校内探検 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

 

・個別支援計画の作成をした。 

(行動、感覚、姿勢、運動、聞こえ、言葉、コミュニケーション、保護者や他の子どもとの関わりなど) 

・個別計画の見直しと今後の支援についての話し合いを進めた。 

・保護者との面談を実施し課題と方向性を共有した。 

 

〈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：５名 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・小学校教員との引継ぎ 

・保育指導要録の作成、提出。 
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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 ６名 ０名 ０名 ０名 ０名 ５名 0名 2名 2名 ２名 ３名 20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：本町中央公園にて 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 6名 0名 中止 中止 0名 5名 中止 2名 2名 2名 3名 20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９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：９時００分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：施設長、主任、リーダー 
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〈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：１００％ 

 

（省察） 

アンケートの回答率は良好だった。大半はお褒めの言葉をいただいたが、一部の意見とし

てスタッフの態度や言葉に対しての指摘も見られた。スタッフ全員で自分事として受け止

め対応していくように周知した。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 ０件 

 

〈２〉重篤なケガ（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：船橋どろんこ保育園 施設長 齋藤みどり 
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２０２２年度 浦安どろんこ保育園 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～ 
どろんこ会の原点でもある日課の大切さを改めて見直し、その実行にこだわった１年であった。９時

出発、座禅、雑巾がけ、さくらさくらんぼリズムなど、その意味を理解し確実に行うことを目指し

た。が、実行することにこだわるあまり、随所で子どもへの指示の言葉かけが多くなり、時に強い口

調になってしまうことがあった。 

すべてのスタッフが職種に関わらず、子どもにとって真に必要な経験・体験とは何かを追及した活動

内容を計画し、日々のゾーン保育の中で、クッキング、科学遊び、プロジェクト保育を実行したこと

で、Try&Error を経験し、他者との協働の楽しさを味わうことができた。 

新型コロナウイルスの影響もあり、園児とちきんえっぐのイベント開催に対してスタッフが積極的に

取り組めるようになってきていた。 

記録の共有からすべてのスタッフが全ての子どもの育ちを理解し、自園の課題をみつけチームとして

取り組むことを目指した。クラス担任の枠を取り外したことで、担当の垣根を越えて子どもを多角的

に見ることでき、「できる、できない」ではなく、子どもの内面の育ち、行動の意味などに着目した

評価ができるようになってきた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課の充実 

実践結果 幼児室（2～5歳児）については、様々な場面において、バディ制度を採り

入れ、年上児が見本となったりやり方を教えたりする姿がみられた。 

乳児室でも、0・1歳児が一緒に過ごす中で、自然と関わりあう姿が多くみ

られた。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施が難しかった商店街ツアーや銭湯

でお風呂の日も、3年ぶりに実施することができ、子ども達がたくさんの活

動を体験することができた。 

次年度方向性 今年度実施できたことは引き続き実施していく。そのうえで、今年度課題と

して挙がってきたことについては、解決できるよう工夫していく 

2 計画・ねらい ゾーン保育の実施 

実践結果 午前中は、ほぼ毎日0～５歳までが、入り混じって戸外に出掛けるゾーン散

歩を実施することができたが、午後の散歩と雨天時ゾーン活動はなかなか実

行できなかった。 

次年度方向性 ゾーン保育の内容が、マンネリ化してきてしまうので、子どもの興味関心に

合わせて内容を充実させる。また、飽きて来たら内容を変更させたり、場所

を移動させたりして、柔軟に対応していく。 

3 計画・ねらい プロジェクト保育の実施 

実践結果 各プロジェクトにおいて、子ども同士で意見を出し合い、遊びを展開・発展

していくことができた。記録の中にPDCAを記したことで、自身で振り返る

ことができた。 

継続的な取り組みの中で、自分の気持ちを伝える経験や、目標を達成する喜

びを味わうことができた。プロジェクトの中から自分のやりたい生活発表会
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の演目を決めたことで、どの子も楽しんで積極的に参加することができてい

た。1年間を通して取り組んだことで、若干の中だるみの時期があった。 

 次年度方向性 1年を通して、子どもの興味が持続できるような題材と環境を工夫してい

く。 

4 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画・アプローチカリキュラム作成 

実践結果 アプローチカリキュラムの作成に着手したが、完成までには至らなかった 

次年度方向性 アプローチカリキュラムの完成 

5 計画・ねらい 安全教育の実施 

実践結果 年間避難訓練計画に基づき、具体的な避難方法や避難経路について子どもと

一緒に考えていったことで、災害発生の知らせを受けて、子ども自らが保育

者のもとに集まることができるようになってきた。 

次年度方向性 火事の時、地震の時、不審者が入り込んだとき、様々な場面に応じて、子ど

も達とどうすればいいのか？を考えながら取り組んでいく。 

時に保護者も交えて、訓練していく 

６ 計画・ねらい 表現活動の実施 

実践結果 体操、ダンス等を多く取り入れたことで、それぞれが好きなダンスを楽しむ

ことができた。 

すず、タンバリン、カスタネット、トライアングルなどの楽器を使った合奏

を楽しんだり、リズム打ちを楽しんだりした後、カップスにも挑戦した。年

長児の鍵盤ハーモニカを始め演奏する楽しさやみんなで音を合わせる楽しさ

を味わうことができた。 

くり返し絵を描く活動を行うことで、顔や身体をしっかりと描けるようにな

ってきた。思い出画などでも、自分の描きたい場面を描く姿が見られた。 

絵本や物語に触れ、たくさんの劇遊びを経験したことから、絵本をベース

に。登場人物やセリフなどを自分達で考えた創作劇を行ったり、絵本のイメ

ージを膨らませた製作などを行ったりすることができた。 

次年度方向性 子どもだけでなく、保育者にとっても楽しく取り組むことができたので、次

年度も表現活動の実施に取り組んでいく 

 

 

〈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 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設である 

実践結果 園内の清掃、整理整頓を心掛け、棚の上や、玩具棚に不要なものが置か

れないよう、当番を決めて、スタッフ同士で意識して片付けていった。 

掃除の担当分けをし、時間を確保することで、各自がこまめに掃除を行

った。 

掲示物は美しく、流し台は濡れていないか、鏡やガラスは曇っていない

か、など、具体的に来訪者目線で確認することで、意識を高めていった。 

次年度方向性 使った事務用品や誰のものかわからない私物などが、事務所内に置かれて

いたり、キャビネットから出したファイル類が元の場所に戻されていなか

ったり、などの場面があったので、事務所内の整理整頓にも注力していき

たい。 

2 計画・ねらい 保護者の心に入り込んだ接遇 
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実践結果 お迎え対応者が、日中の様子を伝えるようにしてきたが、スタッフによ

って内容に差ができてしまったことで、満足していただけなかったこと

が、利用者アンケートの結果として表れてしまった。 

玄関にポートフォリオやエピソード記録を提示し、それらを見ていただ

き、「待たされた」と感じない工夫を行ったが、玄関のスペースの問題も

あり、ラッシュの時間帯には、お待たせしてしまうことも多く、また、子

ども自身の帰る準備が長引き、時間がかかってしまったことも多かった 

次年度方向性 伝達内容については、改めて一人ひとりのスタッフの取り組み方を見直

し、子どもを玄関までつれていくタイミングや、伝達後スムーズに帰れる

ような工夫を行っていく。 

また、お迎え対応に特化した各自の目標を立て、年間通して取り組んでい

く。 

3 計画・ねらい 保護者に対する安全教育 

実践結果 家庭内で発生しやすい事故など子どもの安全についての知識を保護者に発

信する目標を立てていたが、あまり具体的に発信することができなかっ

た。 

次年度方向性 家庭内の事故について保護者に発信していくとともに、園での避難訓練に

も一緒に参加していただく機会を設けていく。 

４ 計画・ねらい あわ組保護者のコミュニティ作り 

 実践結果 子育ての孤立を防ぎ、気軽に相談しあえる関係性の構築を助けることを目

的に、年2回の保護者懇談会とは別に懇親会を設けたが、児の体調不良や

各ご家庭の事情もあり、全家庭に参加していたくことは難しかった 

 次年度方向性 参加していただいた保護者からは「楽しかった」と言って頂けていたの

で、開催日時等の見直しをしていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の方が気軽に足を運べる園を目指す 

実践結果 ちきんえっぐのイベントや園の行事などを、園児と一緒に楽しめるものを

企画し、「浦安子育て情報サイトの MY 浦安」などで周知したが、集客に

はつながらなかった。しかし、どろんこ祭りには、思っていた以上の地域

の方が参加し、園見学に来た方がちきんえっぐのイベントに申し込んで下

さることもあった。 

次年度方向性 引き続き「MY 浦安」での告知とともに、見学対応を丁寧にすることで、

園に興味を持っていただけるようにする。 

2 計画・ねらい 地域の保育園入園を希望している保護者様に入園させたいと思える対応・

案内を目指す 

実践結果 いつ見学者が来ても良いように、どのスタッフでも見学対応ができるよ

う、計画的に取り組んでいった。 

次年度方向性 見学対応のできるスタッフをさらに増やし、丁寧に対応することで、入園

させたい、と思っていただくよう取り組んでいく。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 話し合い・学び合いができるチーム作り 

実践結果 3～4人の小さな集団でのグループワークで園会議を行うことで、キャリア

に関わらず発言することができた。また、園内研修の講師を順に振り分け

たことで、資料作りや時間配分など各自で工夫し研修を行う姿が見られた 

次年度方向性 大きな集団になると、意見が言いにくくなるので、誰もが遠慮せずに発言

できる会議体を目指していく 

2 計画・ねらい 大人のにんげん力 UP  

実践結果 自園の事業計画及びコンピテンシー（3）（4）から一人ひとりが目標を設

定し、年度末の達成基準に向けて、毎月少しずつステップアップすること

ができた。年度初めにスタッフ全員と面談して毎月の達成基準を立てては

いたが、スタッフによって簡単すぎる物、難しすぎるものなどが混在し

た。 

次年度方向性 前出のお迎え対応に特化した目標とともに、個人の目標を設定し、取り組

んでいく 

3 計画・ねらい コンピテンシーの追求 

実践結果 No.３「計画・実行する」・No.4「判断する」について深めていく目標を

立ててはいたが、日々の業務に追われ、忘れがちになってしまい、達成で

きないこともあった。 

次年度方向性 運営本部ミッションを鑑み、取り組んでいく 

 

 

〈５〉記録 

1 計画・ねらい 自園の強み・特徴を生かした記録を公開する 

実践結果 個別ポートフォリオは毎月作成し、玄関に提示し、保護者に見ていたく

ことができた。 

全員が回り持ちでエピソード記録を作成したことで、記録を書くことに

慣れてきた様子は見られるが、全員で話し合う時間が取れなかったこと

で、それぞれの記録に対して掘り下げることはできなかった 

次年度方向性 引き続き、子どもの様子や保育者の関わりなどを記録として残していく 

2 計画・ねらい ドキュメンテーションの内容を深める 

実践結果 日々の保育を振り返ることに加え、翌日以降へどう繋げていくかを具体的

に話し合い、専門性の向上・技術の向上に努めるようにしたが、クラスご

とに振り返りになったことで、全スタッフとの共有が難しかった。 

次年度方向性 日々の保育を振り返ることで、翌日以降の活動につなげていく 
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3 計画・ねらい 子どもの姿・保育者の思いが伝わる記録を作成する 

実践結果 子どもの目に見えない内面の成長や発達にも着目した記録を作成するよう

個人のポートフォリオに取り組んだ。 

次年度方向性 同様の取り組みを行うことがあればさらに深めていく 

 

 

〈６〉PDCA サイクルの確立 

1 計画・ねらい やって終わりではない保育計画の作成・実施 

実践結果 計画→実行→評価→改善が、見える計画書にし、都度記載していくこと

で、継続した保育活動が実践できるようにしたが、すべての活動について

書くことができなかった 

次年度方向性 つながりのある保育計画を立てていく 

 

 

〈７〉全ての人がすべての子どもを 

1 計画・ねらい 役職・資格に捉われず、すべての子をすべての大人で保育する 

実践結果 子どもにとって、より多くの関りや刺激へ繋がるよう、担当や資格の枠

に捉われない保育を目指した。 

保育計画・食育計画・保健計画を全スタッフで共有・理解し、互いに意見

を出し合いながら実践していった。 

次年度方向性 子どもの育ちを理解し、全スタッフで関わっていく 

 

 

 

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 
36人 59人 65人 83人 78人 84人 405人 

年度後半：

10~3月 
36人 57人 64人 84人 78人 84人 403人 

 



20221215 版 

 

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 

251

人 

227

人 

288

人 

256

人 

261

人 

238

人 

281

人 

222

人 

219

人 

203

人 

200

人 

200

人 

2846

人 

うち0

歳児 

1人 5人 0人 1人 0人 5人 4人 3人 0人 1人 1人 1人 22人 

（解説）2月、3月は見込み 

 

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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（解説）一時保育実施なし 

 

 

〈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 12人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 事務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・自己目標進捗確認 
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給食運営会議 月1回 ・献立振り返り 

・残食について 

・バイキングについて 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット共有 

・インシデント共有 

・事故記録共有 

ケース会議 月１回 ・児の共有と課題について 

リーダー会議 月１回 ・検討事項についての確認 

 

 

〈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） 

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） 

施設長 

主任会議 

／法人本部 

年12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 保育環境・衛生・予防に関わる提案実施 

安全対策係 防犯・保育備品の安全点検及び事故防止 

防火管理者 消防署への届け出・避難訓練の実施・改善取り組みの実施 

食品衛生管理係 衛生点検・予防および管理と全スタッフへの指導 

食育係 食育活動・クッキングの立案 
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備品係 備品の在庫管理・発注 

誕生カード係 誕生カード作成・写真・配布 

図書係 絵本の入れ替え・在庫管理・図書館との連絡 

科学遊び係 科学遊びの立案・提供 

そうえん内アルバム写真係 販売用写真の確認 

卒園アルバム用写真係 卒アル用写真確認、データ分類 

勝手かご係 勝手かごの中身確認、整理 

畑係 年間を通して企画・購入・実施 

園庭係 園庭の遊具等の管理、提案 

表現・製作あそび係 廃材、画材の点検 

 

 

〈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 どろんこサポーターズとの橋渡し役 

MＹ浦安係 ちきんえっぐのイベントや園行事などを、サイト内にて書き込

みを行ったが、ほとんど集客がなかった 

 

 

 

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 

・異年齢と好きな遊びを十分に楽しむ 

・健康に過ごす 

・自分の足でたくさん歩く 

・表現活動を楽しむ 

・好きな場所、好きな友達と過ごす 

保育参加 

4～3月まで 合計15名 が参加済み  （3月1日時点） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止ため、子どもたちと一緒に給食を食べられな

いこともあり、今年度の参加希望は少なかった 
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保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計31名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

運営委員会 実施なし 

 

〈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 全てのスタッフが0～5歳児と一緒に食べる。 

実践結果 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一緒に食べることはできなかっ

た 

次年度方向性 感染状況をみながら、再開していきたい 

2 計画・ねらい 食材や食への興味関心を深める 

実践結果 野菜の栽培・収穫を実際に体験し、行事食や旬の食材を取り入れること

で、多くの食材に興味関心を持つ機会を増やすことができた。また、日常

的に年長児は、野菜を切ったり、米を研いだりし、0歳児から給食の野菜

を洗う、ちぎる、皮をむくなどの活動を通して、給食の時間に期待を持た

せるようにし、畑仕事や商店街ツアーでの買い物で食材そのものへの興味

を育てることができた。行事食、旬の野菜を、年間を通して視覚化するこ

とで更なる関心を高めることができた 

次年度方向性 引き続き、年長児の野菜切りと米とぎ、それ以外の年齢は洗う、ちぎる、

皮をむく、などの食材の下処理を行うことで、食材への関心をたかめ、給

食に期待をもてるようにしていく 

3 計画・ねらい 食べる意欲を育てる 

実践結果 3色ボードを活用し食事と体の関係を知ることで、自分が何を食べている

のか？興味をもつことができた。また、5歳児を中心として、食事の時間

を子どもが決めることで、片付けや食事の準備を自ら行おうとする姿が見

られるようになってきた。バイキング給食を取り入れ自分の食べられる量

を自分で盛り付け、準備のできた子から食べられるようにした。 

メニューによっては、ホットプレートや IH コンロを使用して、目の前で

調理すること計画を立てたが、あまり実践できなかった 

次年度方向性 遊びたい子はそのまま遊びを続けてもいい、という流れにも挑戦したが、

喫食時間の制限や、アレルギー除去食への対応などで、ある程度の時間で

食事の時間へと移行させるような声をかけざるを得ない場面も多々見受け

られた 
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〈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14日／11月15日に実施 

歯科検診 6月22日に／11月30日に実施 

保健だより 毎月25日にうちのこアプリ内にて配信 

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 

毎月1回手洗い指導の実施を目指したが、実現には至らなかった 

流行した感染症  新型コロナウイルス感染に関しては、その都度、市へ報告 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ預かりなし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・４月園会議において全スタッフ受講ずみ 

・本日時点で、在籍スタッフ20名のうち、20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） 

・救命救急講習が実施できていないため、受講者なし 

 

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 

 

 

〈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⇒実施していない日 なし 
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衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 なし 

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⇒実施していない日 なし 

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20日、10月25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14日、11月15日 

歯科健診 各年2回／6月22日、11月30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22日、10月28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 机上遊び、アクティブゾーン、協同遊び、製作コーナーなど自由に選べる

活動を設定し、０～５歳児が自然と異年齢で関わりあえるような環境設定

を行なう。 

実践結果 活動がマンネリ化し、新しい発見やワクワクする体験はあまり経験できた

とは言えなかった。 

次年度方向性 プロジェクト保育や科学遊びと連動させることで、魅力的なソーン保育の

展開を目指す。また、子ども自身が「やりたい」気持ちで参加すること

で、集中して遊びこめる環境を作っていく 

2 計画・ねらい ハザードマップ（室内・園庭）を作成し、各保育室の危険箇所を把握し対

応できるようにする。 

実践結果 ハザードマップの見直しを行うことで、初めて保育室に入るスタッフにも

各場所の危険個所を知らせることはできたが、ヒヤリハットやインシデン

トは発生している 

次年度方向性 インシデントを一覧で見返すことで、危険個所、危険な動きを理解し、防

げる事故を防いでいく 

 

〈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 水槽用台 幼児室 毎日 異常なし 

2 着替え掛け 幼児室 毎日 異常なし 

3 歯ブラシスタンド 乳児室 毎日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 1. 年間計画に沿って月１回の避難訓練(火災、地震を想定。通報訓練、引

渡し訓練含む)を実施。うちのこアプリを利用し、保護者向けの書き込

みを行なう 

2. 事故防止チェックリスト（年６回） 

3. 不審者対策訓練実施（年２回） 

4. 設備点検（年４回） 

5. 事故防止委員会（自園ヒヤリハット・インシデント事例の共有、検

証、再発防止対策及び法人内発生事故の記録簿回覧共有） 

6. 地域河川氾濫を想定した水防計画の作成 

2 実践結果 毎月の避難訓練では、様々な発生状況を想定して訓練を行うことができ

た。乳児は慣れない状況に泣いてしまうこともあったが、保育者が寄り添

うことで落ち着いて参加することができた。 

幼児は、訓練だとわかるとふざけてしまったり、保育者の話を聞けなくな

ってしまったりする場面も見られたため、その都度、訓練の大切さを伝え

ていった 

3 実践結果 不審者訓練では、侵入を防ぐことより、遠ざけること、園内で安全に集ま

る事を目的としておこなった。幼児室以外は内側から施錠できないため、

縁側と玄関の境にある扉と玄関扉の施錠を最優先に行った 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

 

後進育成を目的とし、保育士養成校からの依頼を受け、実習生を受け入れた。また、中学生の職場

体験の依頼を受け、1 月に中学生の職場体験を受け入れた 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月15～27日 日本児童教育専門学校 1人 保育実習・部分実習 

10月11～21日 東京こども専門学校 1人 保育実習・部分実習 

2月27日～3月

10日 

総合学園ヒューマンアカデミ

ーチャイルドケアカレッジこ

ども保育専攻 

1人 保育実習・部分実習 
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〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月2日～8日 江戸川区立松江第4中学 4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 

22日 

22名 

27日

21名 

24日 

21名 

22日 

21名 

26日 

20名 

16日 

20名 

28日 

20名 

25日 

21名 

23日 

20名 

27日 

20名 

24日 

20名 

17日 

21名 

園内研修 22日 

15名 

27日

15名 

24日 

15名 

22日 

15名 

26日 

15名 

16日 

15名 

28日 

15名 

25日 

15名 

23日 

15名 

27日 

15名 

24日 

15名 

17日 

16名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加なし 

 

 

〈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） 

21日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

老人福祉施設や青空保育、他の保育園などとの交流を予定していたが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、ほとんど交流を持つことはできなかった 

 

 

〈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：船の公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：金の KURI、フローリストカレン、浅田屋せんべ

い、福秀商店、日産、セブンイレブン、乃が美、マルエツ、泉銀等 

世代間交流 今年度は実施なし 

異年齢交流 中学生8/4、8/26  高校生11/21  大学生2/2 

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 

就学を視野に入れ、「幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の姿」を目指して、年長児の保育計画

を立案し、１年生との接続がスムーズに行なわれるように連携をすすめようとしたが、小学校側の受

け入れ態勢が整っていない、とのことで、実施することができなかった。 

 

 

〈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 

11月8日 南小学校 2年 30名 園見学 見学 

12月5日 浦安小学校 1年 14名 学校見学 見学 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

子どもの姿から、課題を見直し、立案していく。 
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保護者の願いや主訴を聞き取り、関わっていく 

 

 

〈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５名 

毎月、1回ケース会議を実施、子どもの姿を共有し、課題の抽出と達成までの流れを確認する。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

３月に児童要録の提出及び口頭での引き継ぎ 

現在の担任と次年度担任とのすり合わせ 

 

 

 

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 

5名 0名 0名 4名 0名 0名 0名 2名 0名 0名 2名 0名 13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 ⇒相談なし 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計24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 4名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 2名 0名 6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24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：船の公園にて 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 2名 0名 0名 1名 0名 3名 

12. 園運営の向上 
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〈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１０月１日～３１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。 

自己評価実施者：正規スタッフ全員 

 

 

〈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：９８％ 

 

（省察）おほめの言葉や感謝の言葉を頂く内容のものも多かったが、園からの説明不足により不安を

感じてらっしゃるご意見も多数いただいてしまった。より丁寧な説明が必要だと感じた。 

また、お迎え対応についてのご意見を多くいただく結果となった。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：浦安どろんこ保育園 施設長 篠田 良子 
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２０２２年度 ふじみ野どろんこ保育園 事業報告書 

（保育所における自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～２０２２年度の基本方針を受けて～ 
法人理念「にんげん力。育てます」及び、法人保育方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミ

ュニケーション」を基に、子ども一人ひとりの育ちに合った適切な環境の中で、保育士が子どもの自

ら学ぶ機会を排除する事なく、時には大人がやってみせ、生きる力のある心も身体も逞しい子どもを

育てていくことを意識してきた。また、ヤギの世話や畑仕事、焚き火などの原体験を通して、自分の

力で健康で安全な生活をつくりだす力を養えるよう努めた。 

大人の子どもへの関わり・言葉掛けが子どもたちの内面の発達に影響する事を意識し、丁寧に関わ

りをもつ中で、大きい子を安心して真似る流れができていた。関わり合いの中でのぶつかり合いや失

敗体験を通し、思考・工夫し、感情のコントロールをする、非認知能力を育む環境づくりをしていく

ことができていた。メリハリを意識した保育実践を繰り返すことで、集中する姿、遊び込む姿が多く

みられる保育環境になった。 

一人ひとりの個性を大事にした保育実践を行い、様々な人と関わりながら自分を認め、自己肯定感

を育む場所となるよう、インクルーシブ保育を実践していく中で、危機管理や子どもを見る目を更に

養い保育スキルの向上が課題である。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 保護者と共に子どもを育て、人との関わり・日々の生活の中での発達の成

長・育みを保障していく。 

実践結果 ポートフォリオやドキュメンテーションを掲示することで、日々の生活を

知ってもらえるようにした。専門的な内容の掲示も増やし園の目指す保育

の共有に努めた。 

次年度方向性 ブログの内容を掲示し、保護者との対話を更に増やし共育ちに力を入れて

いく。 

2 計画・ねらい 子どもの気持ちに寄り添い、個を認め、見守り、主体的に活動できるよう

最後まで見届ける保育をしていく。 

実践結果 子ども一人ひとりを人間として捉え、人権を大切にし、安全に生活を送る

ことのできるよう、危機管理意識を大事にしてきた。常にアンテナを張

り、心を置き、流さない思考を大事にした。 

次年度方向性 発達を踏まえた関わりを常にできるように、学びを深める。 

3 計画・ねらい 心身発達の理解を深め、活発な対話のできるチームで一つのものを創り上

げる保育実践を行っていく。 

実践結果 ディスカッションを繰り返し、職種の壁を越えて対話を行った。 

次年度方向性 自分たちで学び、発表していく。アウトプットを繰り返し行う。 



20221215 版 

 

〈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 保育の見える化 

実践結果 ポートフォリオやドキュメンテーションを掲示することで、日々の生活を

知ってもらえるようにした。専門的な内容の掲示も増やし園の目指す保育

の共有に努めた。 

次年度方向性 ブログの内容を掲示し、保護者との対話を更に増やし共育ちに力を入れて

いく。 

2 計画・ねらい 子どもたちを共に育てる 

実践結果 「子どもを真ん中に」を捉え、子どもにとって何が大切か考え、共有し合

える関係、関わり合うことを大切に互いに子どもを育むパートナーである

事を意識した。 

次年度方向性 子どもにとって何が大切かを共有し、共に考えられる関係を構築してい

く。保護者の気持ちや状況に寄り添い、子どもの最善の利益を考える。 

3 計画・ねらい 利用者のニーズに合わせた選ばれる施設を目指す 

実践結果 いつでも気持ちの良い施設を維持できるよう心掛けた。 

次年度方向性 保護者の目線に合わせた対応を意識する。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の憩いの場の提供 

実践結果 地域のニーズを捉え、子育て世代の方同士の繋がりや多世代の憩いの場お

意識した。 

次年度方向性 園に留まらず、園外へ向かう支援を行っていく。 

2 計画・ねらい 子育て支援の相談や情報収集できる場 

実践結果 保育園行事への参加・交流等、大人も子どもも様々な体験ができる拠点と

し、子育て支援の場としての役割を意識した。 

次年度方向性 安心して利用できる雰囲気を意識し、更なる利用者を増やす。 

3 計画・ねらい 支援内容の発信と利用しやすい環境構成 

実践結果 活動内容が見えるように事務所や玄関の目の付きやすい場所に掲示を行っ

た。ブログの配信を行った。 

次年度方向性 地域の子育て拠点として選ばれるよう、広報に力を入れる。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 子どもの心の動き、気持ちに気付く事のできる職員集団となるため、子ど

もの様子を日常で共有できる「対話的で個を尊重しあえる」環境を構築し

ていく。チーム保育の実践。 

実践結果 昼礼を基本にしながら、共有することに重点を置いてきた。 

次年度方向性 遊びに夢中になれる環境をチームで考察し、保育者同士が積極的に情報共

有・意見交換することで多面的に子どもを捉え、個々の理解を深める。 

2 計画・ねらい アウトプットを意識し「振り返り」をしっかり行いファシリテーション能

力を高める。個々の学びを深めると共に、園全体の質の向上を目指す。 

実践結果 実践報告会や発達の学びを個々に行う。聞くだけの研修から、誰もが学ん

で伝える研修意識してきた。 

次年度方向性 自ら学んだことを研修として実施していく。法人研修を利用し研修の講師

の仕方も意識して学ぶ。 

3 計画・ねらい 職種（保育士、看護師、調理師、用務、事務）、経験、年齢にとらわれ

ず、全職員が保育者として一人ひとりの子どもに向き合うことを基本とす

る。それぞれの専門性を存分に生かし、子どもの主体性を引き出す保育を

行う。 

実践結果 各専門分野を理解した上で、色々な角度からの関りを実践した。 

次年度方向性 専門分野以外の知識を増やし、多方面からのアプローチが出来るように知

識の幅を広げる。 

 

 

〈５〉リズムあそびの充実化 

 

1 計画・ねらい 計画：園会議毎にリズム研修を行う 

ねらい： ケガをしない丈夫な体づくりを行う 

実践結果 基礎となるリズムの習得、集団リズムの習得を図る。 

実践し振り返りを行った。 

次年度方向性 自ら学びたい事柄を精査し、受け身の研修から学び取る研修へシフトチェ

ンジしていく。 

2 計画・ねらい 計画：スキル講座の主催をする（リズムを行うモデル園となるよう） 

ねらい：主催する側となることで、手本となることを経験する（自身とル

ームのスキルＵＰにも繋げる） 

実践結果 園会議での園内リズム勉強会を行う。 

実践と振り返りを行っていく。 

次年度方向性 細かな動きや、ねらいを学び、実践で活かせるようにしていく。 

3 計画・ねらい 計画：集団リズムを取り入れていく 

ねらい：ケガをしない丈夫な体づくりを行う中、他者と関わりながら体を

動かす楽しさを経験する 
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実践結果 幼児を中心に集団リズムを取り入れていく。 

乳児はわらべ歌や、触れ合い遊びを取り入れていく。 

次年度方向性 季節や発達にあったリズムを実践できるようにする。 

 

 

〈６〉ふじみ野の伝統を園と共につくる 

1 計画・ねらい 荒馬踊り、太鼓を活動に取り入れていく。 

現在子どもたちがとても興味をもって取り組んでいる民舞のため、更に学

びを深めふじみ野の特色となっていくよう活動に組み込んでいく 

実践結果 リズム体操の後に荒馬踊りを取り入れた。 

現在は馬役を子どもが行っているが、跳人役やお囃子をする役も設け、自

分の得意分野で参加できるようにした。 

次年度方向性 園全体での学びを深めていく。 

2 計画・ねらい 運動会や地域の方に向けて披露する機会を設ける 

披露することで自身に繋がる場の提供を行う 

実践結果 運動会での披露、地域の方を呼んで披露等、披露する場を作る 

ブログで活動の様子を発信した。 

次年度方向性 経験の場を増やし、楽しみながら習得できる環境を構築する。 

3 計画・ねらい すべての職員が太鼓、笛、踊りのいずれかの知識を深める 

職員全員が子どもに対し伝承者となれるようにする 

実践結果 園内勉強会として盛り込む。習得した職員が次の職員へ教えていけるよ

う、伝承していくことを大切に、知識を深めるよう努めた。 

次年度方向性 色々な地域の民舞に触れる機会をもち、選んで参加できる環境を構築す

る。 

 

 

 

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 
36人 107人 108人 102人 114人 119人 586人 

年度後半：

10~3月 
36人 108人 105人 106人 120人 120人 595人 
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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 

118

人 

145

人 

204

人 

167

人 

146

人 

205

人 

185

人 

167

人 

183

人 

197

人 

88 

人 

100

人 

1905

人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 3人 5人 12人 ５人 26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 

9人 0人 1人 0人 1人 4人 10人 8人 5人 14人 4人 5人 61人 

うち0

歳児 

9人 0人 1人 0人 0人 4人 10人 8人 4人 13人 4人 5人 59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 14人 看護師 ０人 栄養士 ３人 調理員等 ０人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 補助 0人 調理 0人 事務 2人 

用務 1人 看護師 

  

1人 嘱託職員  0人 嘱託医  2人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・行事の振返り実践報告、ディスカッション、研修計画に基づ

いた園内研修 

給食運営会議 月1回 食育会議、食に関するエピソード共有、ディスカッション 

事故防止委員会 月1回 自園・他園の事故分析、再発防止策の立案と振り返り 

ケース会議 月1回 子どもの様子・状況の共有、対応について 

つむぎとの連携・情報の共有 

リーダー会議 月1回 園長・リーダーによる園運営・各クラスの連絡・課題の抽出及

び検討 

 

 

〈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4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 園内の衛生管理や備品管理 安全管理 
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感染症予防・対策 管理点検 

安全対策係 避難訓練・消火訓練・不審者訓練の計画・実施・振返り 

防災実施点検の管理・設備点検・事故防止点検の実施・振返り 

防火管理者 災害対策・消防計画に則り避難訓練の実施・自主点検の実施 避難

訓練の計画・実施・振り返りを行う 

食品衛生管理係 給食・提供食材の安全・衛生管理 

畑係 年間畑計画に則り、子どもと共に行う畑活動の実施・計画の 振り

返り及び検討 畑の管理 

生き物係 飼育動物の健康管理・飼育活動の意義の理解・計画の検討 

飼育環境整備 

美化係 園庭・室内の清掃整備の計画・伝達 

 

 

〈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 保護者と共に計画・実行を行う 

地域との連携・連絡窓口 

保育環境整備係 園庭・室内の環境整備・どろんこサポーターズとの連携・整備作

業の計画・実施 

 

 

 

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 

・その都度、保護者の方のご意見を聞き、日々の送迎時にコミュニケーションを

とることを心掛け、子どもの様子から理解をしていただき、共に成長を喜び合う

関係づくりを心がけた。 

保育参加 

4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

・子どもとの応答的な関わりを感じていただき、安心感を持っていただけた。ま

た、異年齢の関りがどんなものか実際に見てもらい素敵だったとの感想をいただ

けた。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計10名 が参加済み  （3月1日時点） 

・専門職の意見を聞きながら、担任・施設長で家庭での姿を伺いながらアドバイ
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スを行った。 

 

 

〈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 共に食べる喜び、心地良さを味わえることのできる関わり、コミュニケー

ションを大切にした食事の時間・空間つくりをしていく 

実践結果 食べたい時に食べたい場所で食べたいものを食べたい人と食べたいだけ食

べるを意識して行った。 

次年度方向性 お腹が空いたという経験を通して食への意欲を高める 

食事の時間だから食べるのではなく、お腹がすいたことを感じることで食

に対する意欲を高められるようにする 

2 計画・ねらい 食に旬がある事を知り季節を感じながら様々な地域の産物を生かした食事

を体験する 

様々な伝統食や行事食・郷土料理を体験する 

実践結果 野菜の収穫から調理に繋がる活動や、行事食、郷土料理の食育活動を年間

通して行った。 

次年度方向性 縁側給食を通して、四季を感じながら食べる場所の提供 

自分の食べたい物を自分で配膳できる環境設定 

3 計画・ねらい 野菜等を自ら栽培・収穫し、食べる喜びを経験する 

日々の活動の中で空腹感を感じることのできる活動を保障し、食欲へと繋

げる。 

実践結果 畑で野菜を育て、収穫、調理、食す、加工品をつくり調理に使用する等 

畑仕事、調理活動を活動の中に取り入れた 

次年度方向性 食の循環 

０からの食を通して学ぶ 

 

 

〈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1日／11月9日に実施 

歯科検診 6月30日に保育園にて実施 

保健だより 毎月25日にアプリ配信 

スタッフ健康診断 年1回実施 
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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 

①  12月８日に性教育を実施 

②  ８月23日に園にて保健センター歯科指導を実施 

 

流行した感染症 ①  1月にウイル性胃腸炎、園児60名・スタッフ10名蔓延し、朝霞

保健所へ報告 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月2４日に園にてエピペン研修を全スタッフ名2５が受講し習得

済み 

・本日時点で、在籍スタッフ2５名のうち、2５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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

〈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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０日 

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、10月に実施済み 

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1日、11月19日 
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  歯科健診 各年1回／6月30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14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 清潔且つ衛生的で安全な、気持ちのよい環境の中で心地良く活動ができる

よう、施設内の清掃 整備を行う 

実践結果 清掃・環境構成の委員会を立ち上げ、システム化を進めた。スタッフ一人

ひとりが自分事と捉えることを意識した 

次年度方向性 利用者目線での心地よい環境を構築する 

2 計画・ねらい 子ども自らが遊びを見つけ意欲をもって遊びだし、遊びこめる環境になっ

ているか、大人の思いや意図が先行することのない様、今子どもたちに何

が必要かをその都度見直しを実施し、環境を整えていく 

実践結果 振り返りを定期的に行い、環境とその時々の子どもの姿をスタッフ間でデ

ィスカッションした 

次年度方向性 振り返りの頻度の見直しを行い、環境についての学びを増やしていく 

3 計画・ねらい 園庭・室内の環境整備、安全に考慮した保育環境を整え、法人のこだわ

り・裸足保育・機会を排除しない保育実践をしていく 

実践結果 子どもたちが自分で選択できる環境を意識し、スタッフ間の共有を行った 

次年度方向性 交じり合いを意識した環境構成を構築する 

 

 

〈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 パーテーション １歳児室、幼児室 毎日 異常なし 

2 ジャグ台 縁側、幼児室 毎週土曜日 異常なし 

3 飼育台 玄関 毎週土曜日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成、避難訓練・消防計画を行う。火

災・地震発生時の避難方法を確認。アプリを使用し、園児の情報を発信し

た。 

2 実践結果 事故防止チェックリスト・設備点検チェックの実施。怪我発生時、対応フ

ローチャートに従う。ヒヤリハット報告書・インシデント報告書の検証を

し、再発防止策に重きをおき、怪我や事故、保育の見直しを行った。看護

師による園内講習（応急手当・エピペン・ダイアップ）を行った。 

3 実践結果 年２回不審者訓練の実施、笛の携帯・送迎者の把握及びつむぎルーム・子

育て支援 センター利用者へ言葉掛け・インターフォンでの確認を行い、

地域との連携をし、安全・防犯への意識づけをしていった。 

4 実践結果 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・注意報等を把握し、発生時には

発生時対応を行政連絡、対応をした。園児・職員は室内で過ごす、健康状

態の確認をした。 

5 実践結果 怪我発生時の対応、職員の情報の共有(お迎え伝達ボード記入、口頭での伝

達の徹底)翌日の対応等、保護者に心を配る、誠意をもった対応をする事を

常に意識付けをした。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

コロナ禍で受け入れ先を失った実習生の受け入れ先となり、抗原検査を行った上で健康面も配慮しな

がら受け入れた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月31日～6月13日 
十文字学園女子大学人間

生活学部人間福祉学科 
1人 観察・部分実習 

7月4～16日 大宮こども専門学校 1人 観察・部分実習 

7月19日～8月4日 大宮こども専門学校 1人 部分実習 

9月26日～10月8日 大宮こども専門学校 1人 責任実習 

11月1～15日 
文教学院大学人間学部児

童発達学科 
1人 部分・責任実習 

11月7～19日 大宮こども専門学校 1人 責任実習 

2月13～17日 大宮こども専門学校 1人 観察実習 
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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 

コンピテンシ

ー自己採点 

8日 

26名 

13日

26名 

10日 

26名 

8日 

30名 

5日 

27名 

9日 

26名 

14日 

29名 

11日 

26名 

9日 

32名 

13日 

30名 

危機管理研修 8日 

26名 
         

さくらさくら

んぼリズム研

修 

 
13日

26名 
 

8日 

30名 
    

9日 

32名 
 

多様な感覚を

知る研修 
  

10日 

26名 
       

子どもの様子

研究会研修 
    

5日 

27名 
     

10の姿研修 
     

9日 

26名 
    

計画振り返り

研修 
      

14日 

29名 
   

嘔吐処理研修 
       

11日 

26名 
  

食育研修 
         

13日 

30名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月23日、６

月27日７月

25日 

学び事業部 障害児の性教育研修 1名 有 

6月29日 園長大学®・保育士大学 天外伺郎さん講義撮影研修 1名 有 

8月12日 園長大学®・保育士大学 

子どものこころの育ちと発

達が気になる子どもへの関

わり方研修 

 

1名 有 

9月28日 園長大学®・保育士大学 
「100の言葉より１回の体

験で本物をつかむ保育」研

 

1名 
有 
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修 

10月13日 園長大学®・保育士大学 

「子どもを育てる」園から

「子ども同士がそだちあ

う」園にみんなで問い直し

を研修 

 

1名 
有 

10月27日28

日 
埼玉県 

保育士等キャリアアップ研

修 

1名 
無 

12月21日 埼玉県 
保育士等キャリアアップ研

修 

1名 
  無 

1月31日 園長大学®・保育士大学 
遠見さんから学ぶ性教育研

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 

 

 

〈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 

コロナ禍において利用者の目線に合わせて支援することを心掛けた。できない事を共有するだけで

はなく、今必要な支援は何かを常に考え、一緒にできることを行ってきた。地域の方へも言葉をかけ

ることを意識的に行う事で園とのつながりを作れるように心掛けた。 
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〈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：亀久保西公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：セブンイレブン、横山青果、はなこう、大井交番、

JA 営農センター、大井ショッピングセンター、大井郵便局、立麻医院、

アポロ歯科、畳の橋本、大井浄水場、西消防署、等 

世代間交流 ６月28日に保育園にて文教大学学生さんによる紙芝居会を実施 

その他活動 １月13日に園庭にてかまどお披露目会を実施 

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 

今年度の小学校との交流は残念ながら新型コロナウイルス感染症の関係で中止となってしまった。 

直接的な交流はできなかったが、散歩時に小学校の近くを通り校外から小学校の様子見ることは 

できた。小学校へスムーズな接続を実現するため、保育園保育要録を送付、電話での情報の申し送り

面談を実施。 

 ・幼保小連絡協議会の実施２校 

 ・各小学校と電話にて情報申し送り 

 

 

 

10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

個々の保育計画から日々の子どもの様子を観察、記録をし、全職員、保護者様とも共有しながら 

振り返りを行った。 

 

 

〈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：８名前後 

つむぎスタッフと保育園スタッフと一緒に支援の方向性を確認しながら、振り返りと計画の共有を

行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

小学校の引継については、電話での共有を行った。 

 

 



20221215 版 

 

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 

121

名 

137

名 

201

名 

150

名 

135

名 

148

名 

136

名 

159

名 

168

名 

145

名 

115

名 

150

名 
1765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   

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計24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 8名 16名 0名 5名 6名 4名 11名 16名 30名 30名 126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12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 4名 0名 0名 0名 0名 0名 7名 0名 0名 ０名 11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：亀久保西公園にて 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 

２名 ０名 ４名 ４名 ０名 ０名 ０名 ２名 ０名 ４名 ０名 ２名 １８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１０月２６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：１５時００分 

自己評価終了時刻：１６時００分 

自己評価実施者：内田あゆみ、菊地康代  
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〈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 

アンケート配信日：８月２５日 

アンケート回収率：９５％ 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：ふじみ野どろんこ保育園 施設長 内田 あゆみ 



20221215 版 

 

２０2２年度 武蔵野どろんこ保育園 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～ 
法人の子育て理念と園目標を実現するために、自園で出来ることを実践しながら保育を行ってきた。 

今年度も新型コロナウイルスの感染予防に配慮しながら、今出来ることを最大限に取り組み、3年振

りの大型行事も行うことが出来た。今年度の後半は日課の見直しを行い、8：15にさくらさくらんぼ

リズムを開始し散歩9時出発を目指した。 

畑改革も行い、2023年度に繋げていく活動を行った。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい インクルーシブ保育…個性の違いを認め合い、その違いを踏まえたうえで

どのような関わり方をするのが望ましいか生活の場で学び、今後の社会で

生き抜くうえで必要な力の基盤を育てる。 

実践結果 発達支援 つむぎ 武蔵野ルームとの連携により、インクルーシブ保育の実

践ができた。クラスに入り、同じ活動をすることができた。 

次年度方向性 発達支援 つむぎ 武蔵野ルームとの連携を續ける中で、たくさんの体験を

提供していく。 

2 計画・ねらい 続・原点回帰：どろんこ会グループの日課・基本活動へのこだわり、 

子どもたちが自ら活動を選び行動し毎日充実した日々を過ごしている。 

実践結果 さくらさくらんぼリズムを全クラスで行い、9時散歩出発を目指し実践し

てきた。 

次年度方向性 雑巾がけ、畑仕事が出来ない日が多いので、毎日の日課が出来るようにク

ラスリーダーが中心に行っていく。 

3 計画・ねらい 大人のにんげん力 UP。 

コンピテンシー「計画・実行する」「判断する」の追及。 

実践結果 コンピテンシーは、毎月全員で目標をたて実践してきた。エリア研修で表

現について学ぶことができた。         

次年度方向性 学んだことをアウトプットする機会がなかったので、園内研修でアウトプ

ットし学べる環境作りをしていく。 

 

 

 

〈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 朝の受け入れ・お迎え対応の充実 

実践結果 朝の受け入れ時は、視診をして家庭からのケガ確認をした。お迎え対応で

は、エピソードを伝えることが出来るようにした。 
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次年度方向性 一人ひとりにエピソードが伝えられるように、遅番への引継ぎを口頭で行

えるようにしていく。 

2 計画・ねらい 個人面談実施（随時・月間） 

実践結果 面談は保護者からの要望で随時行った。また8月は面談月間を行い、たく

さんの保護者が参加して、ゆっくりと話をすることが出来た。 

次年度方向性 個人面談月間を行い、保護者の気持ちに寄り添っていく。 

3 計画・ねらい 保護者同士の交流を深める。 

実践結果 大きな行事も3年振りに行うことができて、保護者同士の交流も増えてき

た。 

次年度方向性 行事の中で、保護者同士の交流が出来るようにしていきたい。タイムライ

ンで、保護者同士が話せるきっかけ作りをしていきたい。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 発達支援つむぎ 武蔵野ルームとの連携 

実践結果 インクルーシブ保育を行い、すべての子が頼り合い、ぶつかりあい、手を

差しのべあうことが出来るようになった。 

次年度方向性 発達支援つむぎ 武蔵野ルームとスタッフ同士で話し合うことを増やし、

子どもたちが自らやりたいことを選んで過ごせるようにしていく。 

2 計画・ねらい 保育所体験、自然食堂、自然学校、芸術学校、寺親屋、青空保育の実施 

実践結果 保育所体験は、園見学者に伝えて参加してくれた方がいた。 

自然食堂、自然学校、芸術学校、寺親屋は参加者なしだった。 

次年度方向性 子育て支援をしていることを宣伝していく。チラシを配布、掲示を増やし

ていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 「発達について」学ぶ。 

実践結果 発達支援つむぎ 武蔵野ルームのスタッフが講師になっての勉強会やスキ

ル講座で発達について学ぶことができた。 

次年度方向性 インクルーシブ保育実践園として、継続して勉強会を開催していく。 

2 計画・ねらい Doronko の子育てで見に付く「6つの力」を、リーダーを入れたグループ

が講師になり勉強会を行う。 



20221215 版 

 

実践結果 園会議での園内研修で毎月勉強会ができたが、主任発信でグループでの講

師を行うことは出来なかった。 

次年度方向性 講師を行える機会を作っていきながら、アウトプット出来る環境作りをし

ていく。 

 

 

〈５〉どろんこ会の日課のこだわり 

1 計画・ねらい 散歩9時出発 

実践結果 9時に園外活動開始、9時散歩出発が徐々に出来るようになってきている。 

次年度方向性 8：15さくらさくらんぼリズム開始～日課（座禅、雑巾がけ、畑仕事）、

散歩9時出発を継続していく。 

 

 

〈６〉子育てで見に付く「6 つの力」 

1 計画・ねらい 「6つの力」③「全ての人との関わりから、判断・行動を見に付ける」の

体験活動 

実践結果 インクルーシブ保育の実践をし、発達支援つむぎ 武蔵野ルームの園児、

放課後デイの中高生との触れ合いを持った。 

次年度方向性 発達支援つむぎ 武蔵野ルームの放課後デイの中高生との触れ合い、発達

支援つむぎ 就労武蔵野ルームとの関わりを持つ計画をたてていく。 

2 計画・ねらい 「6つの力」④「活動を選択し自分で考えて行動する」の体験活動 

実践結果 焚き火保育、火と関わる、水と関わる、土と関わる活動ができた。 

焚き火（火と関わる）は秋以降、何度も行うことが出来た。 

次年度方向性 焚き火は、いつでも出来るように消防署に許可を提出していく。 

焚き火がしたい時に、いつでも出来る環境を整えていく。 

 

 

〈７〉大人のにんげん力 UP 

1 計画・ねらい 発達について 

実践結果 発達支援つむぎ 武蔵野ルームのスタッフが講師になっての勉強会（2

回）で発達について学ぶことができた。 

次年度方向性 インクルーシブ保育実践園として、継続して勉強会を開催していく。 

2 計画・ねらい 「6つの力」勉強会 

実践結果 「6つの力」を考え、掘り下げ具体的なアクションプランを話し合い、実

践していく。 
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次年度方向性 順番に講師役になり、インプット、アウトプットしていく。 

 

 

 

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 
36人 90人 108人 120人 101人 115人 570人 

年度後半：

10~3月 
36人 90人 108人 114人 102人 120人 570人 

 

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 

208

人 

224

人 

300

人 

246

人 

228

人 

281

人 

296

人 

241

人 

276

人 

267

人 

257

人 

270

人 

3094 

人 

うち0

歳児 

3人 16人 23人 19人 14人 10人 21人 16人 22人 22人 14人 20人 200人 

（解説）3月は見込み人数 

 

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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（解説）一時保育受け入れなし。 

 

 

〈２〉開所時間 

  

７時００分～２０時００分    
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〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 15人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 1人 

バス運転手 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 4人 補助 人 調理 人 事務 1人 

用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 喫食状況確認、アレルギー・離乳食確認、食育について 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデント、事故記録簿の解析、再発防止 

ケース会議 月1回 発達の気になる園児の情報共有と次月の方針について 

クラス会議 月1回 1週間の振り返り、次週の計画。月末に次月の計画 

 

 

〈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 
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保健会議 

／法人本部 

年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

看護師 

主任会議 

／法人本部 

年2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 毎日の個人衛生点検、毎月の衛生管理点検実施。園内の衛生管

理が保てるように看護師、調理師が中心となり活動を行った。 

安全対策係 室内外の設備や手作り玩具の安全管理をして、点検を行った。 

不審者侵入訓練の実施。 

防火管理者 避難訓練、消防設備点検の実施。 

食品衛生管理係 衛生点検の実施。給食衛生管理マニュアルに沿った対応を行っ

た。 

畑係 年間を通した食育計画案の作成と実施。畑の管理を行った。 

生き物係 エサなど必用物品の発注を行った 

図書係 園内の絵本、紙芝居の管理、発注。管理表の作成を行った 

卒園アルバム係 卒園アルバム内容の検討、実施、作成 

 

 

〈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 どろんこ祭りの企画、どろんこサポーターズの結成 
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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 

・基本方針にあげた保育内容が実現できるように日々保育を行った 

・スタッフのスキル向上の為、毎月の園内研修を行った。 

・エリア研修、保育の質会議に参加しスキル向上を行った。 

・子どもたちが楽しめる保育を実践してきた。 

保育参加 4～3月まで 合計16名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計47名 が参加済み  （3月1日時点） 

運営委員会 対象外 

 

 

〈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 食べることの楽しさと食への意欲を育てる。 

実践結果 大人も子どもも一緒に食卓を囲み、コミュニケーションを取ることが出来

なかった。 

次年度方向性 コロナ感染症も落ち着き、一緒に食卓を囲めると思うので今年度出来なか

ったことをやっていく。 

2 計画・ねらい 自分たちで準備、盛り付け、配膳して食べる。 

実践結果 準備や片付けを行うことは、習慣化してきた。盛り付けは、自治体の指示

で行うことが出来なかった。 

次年度方向性 自分たちで準備、盛り付け、配膳して食べることを行っていく。 

3 計画・ねらい 食材の大切さや感謝の気持ちを育む。 

実践結果 食材や食の循環の直接体験を行った。イワシの手開きでは、食の循環を知

ることができた。 
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次年度方向性 味噌作りやイワシの手開きなどの体験、食の循環について知らせていく。 

 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 5月11日／11月9日に実施 

歯科検診 5月26日に実施 

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 

①   ４月19日にうんち日記を用いた排便の重要性指導（こめ組

対象） 

②   5月17～19日に手洗いチェッカーを用いた手洗い指導（幼

児組対象） 

③   7月11日に熱中症の危険性や対策を指導（むぎ組・こめ組

対象） 

④ 8月29日に自分でできる怪我の手当てについて指導（幼児組

対象） 

⑤ 10月6日にからだの仕組みについて指導（こめ組対象） 

⑥ 1月23日に歯磨き指導（ひえ組対象） 

流行した感染症 ⑦ 7月にヒトメタニューモウイルス感染症が流行、園児10名が

罹患 

⑧ 11月に新型コロナウイルス感染症が流行、園児25名・スタ

ッフ8名罹患、自治体・保健所へ報告 

⑨   1月末から2月にかけてインフルエンザ A 型が流行、園児

18名が罹患、自治体・保健所へ報告 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、計1回ダイアップ使用 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月2日に入園式後に保育室にて、看護師より職員に指導。 

21名が参加。 

その他保健に関する取組 園児の健康状態を把握。既往歴・予防接種歴の把握。 水遊びの際の

安全・衛生管理。 健康保険証・乳児医療証の有効期限確認。 身体測

定毎月２０日。 園会議にて職員への保健関係の情報提供・指導。 新

型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、手洗い指導を

行った。また消毒・換気を徹底した。 救急用品の定期的な点検。 

 



20221215 版 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1日、10月1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／5月11日、11月9日 

歯科健診 各年1回／5月26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14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 乳幼児の育ちを捉え、環境設定や環境構成を具体的かつ意図的に整え、 

継続的に、点検・整備・改善を行い必要に応じて新たに製作していく 

実践結果 園内、園外環境の見直し改良。手作り家具の点検。 

次年度方向性 手作り家具の点検をしながら減らしていく。 

2 計画・ねらい 子どもが自ら環境に関わりながら、遊びたい場所で遊びたい仲間と遊び込

む経験ができるように環境づくりをする。 
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実践結果 乳児、幼児組共に、成長に合わせて環境整備を行った。 

次年度方向性 常に子どもたちがあそび込める環境であるか考えて、環境整備を行ってい

く。 

3 計画・ねらい 必要なものが必要な場所に必要な量、整理整頓されている状況を維持し、

必要な時にそれが使えるようにする。 

実践結果 乳児組は整理整頓がよく出来ていた。幼児組は棚上の整理整頓が続かない

時がみられた。 

次年度方向性 ・整理整頓の見える化を実践していく。 

 

 

〈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 パーテーション 各保育室 階段前 毎日 毎日 

2 園児荷物かけ 幼児保育室前 毎日 毎日 

3 制作棚 幼児保育室 毎日 毎日 

4 調理室を見る台 調理室前 毎日 毎日 

5 大きな家の枠組み 乳児保育室 毎日 毎日 

6 ままごと棚 園庭 毎日 毎日 

7 歯ブラシ掛け 乳児保育室 毎日 毎日 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 避難訓練 毎月一回避難訓練を実施。火災、地震発生時の避難方法を確認検討。 

2 ケガ事故防止 ケガ事故防止：事故防止チェック年4回、設備点検年6回の実施。 

インシデント報告書、ヒヤリハット報告書、事故記録簿の作成。 

毎月事故防止委員会の開催。 

3 防犯 年2回不審者侵入訓練を実施。不測の事態に備える。保育者の動きや合言

葉の確認をした。 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグ：自治体からの連絡で対応。 

5 情報共有の徹底 全ての事項の情報共有を強化していく。（昼礼、園会議、緊急事故防止委

員会、事故防止委員会） 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

実習生は予定通り受け入れ、途中日程変更等もあったが、全日程終了できた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

7月19～22日 東京こども専門学校 1人 観察実習 

7月25～28日 東京こども専門学校 1人 観察実習 

8月16～29日 目白大学 1人 観察実習、部分実習 

8月22～９月2

日 
目白大学 1人 観察実習、部分実習 

8月15～26日 日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

8月 29～９月

10日 
日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

2月13日～17

日 
東京家政学院大学 1人 調理実習 

2月27日～3月

3日 
東京家政学院大学 1人 調理実習 

3月6日～22日 日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

７月21日 田無第二中学校 3人 

７月25日 国際基督教高等学校 2人 

7月28日 武蔵高等学校 2人 

7月29日 小平西高等学校 1人 

8月1日 田無第一中学校 1人 

8月5日 武蔵野大学高等学校 1人 

8月10日 田無第二中学校 1人 
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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 

27名 

13日

27名 

10日 

27名 

8日 

27名 

12日 

25名 

9日 

25名 

14日 

25名 

11日 

25名 

9日 

25名 

13日 

25名 

22日 

25名 

23日 

25名 

６月・８月・

10月 

「発達に沿っ

た造形表現」 

０～１歳、2

～3歳、４～5

歳の3回コー

ス 

 

花原幹夫先生 

6月3日・10月28日・11月25日に ZOOM 開催で各10名のスタッフが出席。 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師料 80000円 講師料 10000円 

合計 80000円 合計 10000円 

8園で受け

たので１

園分の値

段 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

2月6～7日 東京都社会福祉協議会 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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

 「地域の方と積極的に関わり、いつでも来てもらえる保育園を目指していく。」の振り返りは、子

育て支援としての来訪はなかったが、園見学者が多く「保育所体験」のことを伝えると参加に繋げる

ことが出来た。 

「園開放を行い、地域の方との交流を深めていく。」の振り返りは、来訪はなかったがどろんこ祭り

に地域の方が来てもらえた。 

 

 

〈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：おおぞら公園 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：消防署、交番、児童館、セブンイレブン、フローラ

田無、ウエルパーク、コーナン等 

世代間交流 フローラ田無（特別養護老人ホーム）毎月 WEB 開催を実施  

2月と3月は、フローラ田無まで行きガラス越しで実施 

異年齢交流 発達支援 つむぎ 武蔵野ルームの放課後デイの中高生と空き地での交流を

実施 

異文化交流 2月17日にインドと WEB で繋ぎ交流を実施 

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 

3月10日に小学校体験に上向台小学校に行き、1年2組の子どもたちとペアになり、中休み体験と

学習体験を行った。 

向台小学校からは、1年生担任が園にいらして、入学する子どもたちの様子の引き継ぎを対面で行

った。 

 

〈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 

3月10日 上向台小学校 

1年2組 

18名 1年2組教室、上向台小

校庭 

子ども間交流 

学習体験 
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10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月のケース会議、クラス会議、園会議で情報を共有しながら計画の作成、見直しを行ってきた。 

発達支援 つむぎ 武蔵野ルームとの連携で、一緒に会議に参加してもらう機会を増やした。 

 

 

〈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：各クラス担任 

毎月定期的に行い、園児にとって良い対応を考えながら進めてきた。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

園児の進学先の小学校に申し送りを行いスムーズに進学できるように連携をとった。 

5歳児担当者が進学先の小学校の担当者と対面や電話で申し送りを行っていった。 

 

 

 

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 1名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 3名 4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2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   ⇒参加者なし 

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   ⇒参加者なし 

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 
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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１２月１９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：１３時３０分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：施設長、主任、乳児リーダー、幼児リーダー、事務、調理 

 

 

〈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：107.6％ 

 

（省察）回収率は昨年度より良くなり100％を超えたが、全家庭が回答したかは分からない。 

ご意見は改善をして、次年度同じご意見が出ないようにしていく。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：武蔵野どろんこ保育園 施設長 今村 眞里 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ 市川ルーム 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～ 
前年度に引き続き、当保育園の於かれているワンフロアの環境を活かし、全園児が自由に行き来を

し、兄弟姉妹のように過ごす環境の構築に努めた。各年齢の発達段階を念頭に置きながら関わったこ

とにより、個々の活動を保障しながらも、日常的に年上児が年下児の世話をし、年下児が年上児の遊

びに憧れを抱く集団を形成することが出来た。 

戸外散歩への行き先、室内遊びに於ける玩具の選定等を日常的に行うことが出来た。年下児に於いて

も、自らの思いを保育者に伝える姿が多く見られた。 

新型コロナウイルス対策が緩和されたことにより、市川どろんこ保育園への移動保育、高齢者施設訪

問、銭湯等が再開され、子どもの原体験の機会が増えた。人、物との様々な触れ合いを通し、豊かな

感性が培われた。 

畑活動、コンポスト活動を食育に連動することを意識し、子どもたちの食への興味関心を促すように

努めた。自分たちで育てた野菜を食することにより、食べることへの感謝の気持ちが芽生え、食べる

事を楽しむ様子が見られた。 

 

総じて、2022年度の基本方針である「子どもを中心に」について、当園の人・物・環境を十分に活か

した保育を展開した。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 室内・戸外を問わず、子どもが遊びや行動を選択できる環境作りを常に考

え実践する 

実践結果 担任週会議、園会議で環境についての話し合いを行った。子どもの発達状

況を考え、環境を変えるように心掛けた。 

次年度方向性 今年度同様、担任週会議、園会議等で環境についての話し合いを行い、適

宜変化させていく。その際、子どもの発達状況を意識するよう努める。 

2 計画・ねらい 保育者、栄養士、施設長はそれぞれの専門的な知識と技術を高め、常に自

己目標、組織目標に向かい自己研鑽を重ねていく。園内研修、系列園との

連携、合同研修を進めていく。 

実践結果 園会議での研修、スキル講座への参加、外部研修受講を行った。学んだ内

容を園会議で共有した。わらべうたについて、当園主催のスキル講座を開

催した。 

次年度方向性 園会議での研修は継続する。スタッフ個々が、園長大学の講座を受講し、

スキルアップを図る。 

3 計画・ねらい 保育者、栄養士、施設長はそれぞれの専門的な知識と技術を高め、常に自

己目標、組織目標に向かい自己研鑽を重ねていく。園内研修、系列園との

連携、合同研修を進めていく。 
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実践結果 園会議で共通の目標を決め、担任週会議、園会議等の日程を考慮した計画

作成のスキームに基づき、前月の子どもの姿を踏まえた次月の保育計画作

成を行った。 

わらべうた、ダンス、科学遊び担当者による計画実施・振り返りを行っ

た。 

次年度方向性 わらべうた、ダンス、科学遊びは引き続き取り組んでいく。 

4 計画・ねらい 保育者、子ども、保護者と一緒に安全教育を進める 

 実践結果 避難訓練の際、避難後に実施のケースとは別のケースを伝え、子どもたち

が避難の方法を都度考えられるような支援を行った。 

 次年度方向性 保護者への安全知識の普及が不十分だったので、次年度の課題とする。 

5 計画・ねらい エピソード記録やポートフォリオを作成し、自園の保育姿勢を発信する 

 実践結果 エピソード記録、ポートフォリオ共に、作成、玄関掲示を行った。お迎え

時、保護者が目にする姿が多く見られた。 

 次年度方向性 次年度も引き続き取り組む。内容の充実を図る。 

 

 

〈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 保護者の立場に立った接遇を心掛ける 

実践結果 日々の連絡帳やタイムラインを施設長がチェックし、内容の充実に努め

た。園内研修では他園のタイムラインを参考に、写真の撮り方や文章表現

の工夫を検討した。 

次年度方向性 引き続き園内研修で、連絡帳やタイムラインの内容充実のための検討を重

ねる。 

2 計画・ねらい 常に整理整頓を心掛け、環境設定に必要なものをしっかりと揃え、気持ち

の良い、選ばれる施設を作る 

実践結果 清掃責任者による点検を行った。 

次年度方向性 選ばれる施設になるためには何が必要かを園会議で検討し、実施してい

く。清掃責任者による点検は継続する。 

3 計画・ねらい 保護者とコミュニケーションをとり、安心して子育てが出来る環境を作る 

実践結果 接遇をテーマに園会議で事例検討を行った。気になることがある家庭に保

護者面談や保育参加を呼びかけ、コミュニケーションを取ることに努め

た。 

次年度方向性 接遇についての研修は引き続き実施し、高いレベルでの対応を目指す。保

護者面談や保育参加の呼びかけも引き続き行う。 
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〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園開放の機会を地域にアプローチしていく 

実践結果 園見学にいらした方に園開放の機会をお伝えし、いつでも園に遊びに来る

ことが出来ることを知らせた。少しずつ機会を認知していただけるように

なった。 

次年度方向性 園見学者へのアプローチは継続する。商店街ツアー等で交流のある場所へ

ちきんえっぐだより掲示を依頼し、地域への認知度を高める。 

2 計画・ねらい 地域の方が楽しむことが出来るような活動を提供する 

実践結果 年間のちきんえっぐ活動計画内容を工夫した。自然食堂では、小さな子ど

もでも取り組むことが出来る内容を工夫した。 

次年度方向性 自然食堂、自然体験、芸術学校等の内容を、小さな子でも取り組むことの

出来るものに更に工夫を重ねる。寺親屋では、保護者が興味のある内容を

取り入れる。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 経験の浅いスタッフについては、法人ルール・方針の理解・日々の業務の

習得を目指す。 

子どもと可能な限り関わり、子どもを知る、子どもの思いを感じることを

目指す。 

実践結果 園会議での基本業務についての研修、中堅スタッフからの日々の働きか

け、リーダースタッフによる勉強会を実施し、着実な業務内容の習得を目

指した。各スタッフの力量に応じたエピソード記録の作成を行い、子ども

を知ること、子どもの思いを感じる事を目指した。 

次年度方向性 園内研修は継続する。エピソード記録の更なる充実を目指す。 

2 計画・ねらい 中堅スタッフについては、法人理念・園目標の具現化に必要な事を考え、

実践することを目指す。 

実践結果 保育全般、行事等の運営に於いて、担任週会議や園会議で振り返りを行

い、次の活動に活かしていくように努めた。 

日々の保育について、月に 1 回ドキュメンテーションを作成し、玄関掲示

を行った。経験の浅いスタッフのフォローを意識した。 

次年度方向性 中堅スタッフの意識が高まり、活動の振り返りを行い、次の活動に活かす

ことが日常化した。新入スタッフへのフォローも出来ていた。 

3 計画・ねらい リーダースタッフについては、運営本部 mission・園事業計画の実現・十

分な安全管理を念頭に置き、園全体の様子を把握し、スタッフを統率する

ことを目指す。 

実践結果 当園主催のスキル講座を開催に尽力した。新入スタッフ、中堅スタッフの

フォロー、指導も行うことが出来た。 

次年度方向性 リーダースタッフ自身が、自身のスキルアップを図ることを意識しなが

ら、園運営を考えることが出来ていた。リーダースタッフの更なるブラッ
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シュアップを目指すことも必要と考えるため、施設長や主任によるフォロ

ーの機会を多く作る。 

 

 

〈５〉SDGsへの理解を深め、活動する 

1 計画・ねらい SDGsへの理解を深め、活動する 

実践結果 子どもたちが取り組みやすい課題を紹介し、自分たちで出来る事を考え取

り組んだことにより、SDGsを知る契機となった。 

次年度方向性 新たに SDGsを考えるというのではなく、保育園の活動の中で SDGsに繋

がるものはないかを意識しながら、継続可能な活動を実践する。 

2 計画・ねらい コンポストを十分に活用していく 

実践結果 調理スタッフと一部の保育士でコンポストに携わり、日々残菜を入れた

り、再生土を畑に戻したりした。途中虫が出てしまうことが多く、畑活動

に活かすまでには到達していない。 

次年度方向性 コンポストの作り方について係中心に、当園が於かれている環境下での最

適な方法を考え実践する。畑活動に活かし、子どもたちが食の循環を感じ

ることが出来るようにする。 

 

 

〈６〉子どもが生活の中心にいて・保護者・保育者が日々を楽しむことが出来るような環

境作り 

1 計画・ねらい 子どもの様子を共有する機会を多く作る 

実践結果 各スタッフがエピソード記録の作成を進め、玄関に掲示した。園会議等で

子どもの姿を共有する機会を多く持った。 

次年度方向性 エピソード記録の作成、園会議での子どもの姿の共有は継続する。エピソ

ードのスタッフ間での共有機会を、ICT媒体を駆使し増やしていく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿を保護者と共有する 

実践結果 タイムラインやポートフォリオの玄関掲示を通し、子どもの様子を保護者

と共有した。保護者からは好評を得た。 

次年度方向性 タイムラインやポートフォリオの内容充実を図る。お迎え時に子どもの様

子を保護者に逐一伝え、子どもを家庭と一緒に育てていく姿勢を大切にす

る。 

3 計画・ねらい 「子どものやりたい」、「保育者のやりたい」を実践する。 

実践結果 子どもの声に耳を傾け、実践することを意識した。やりたいことをやるだ

けでなく、子どもの発達を促すことが出来る活動と結びつけるように考え

取り組んだ。 
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次年度方向性 子どもの発達に耳を傾け、活動に活かすことは継続する。保育者は、常に

子どもの発達状況を考えた活動を実践する。 

 

 

 

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 
36人 48人 48人 60人 72人 72人 336人 

年度後半：

10~3月 
36人 47人 53人 60人 72人 72人 340人 

 

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 

311

人 

313

人 

421

人 

354

人 

326

人 

339

人 

431

人 

411

人 

425

人 

375

人 

366

人 

366

人 

4438

人 

うち0

歳児 

9人 9人 52人 39人 52人 42人 61人 65人 66人 60人 65人 65人 585人 

2.3月は見込み数 

 

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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

一時保育事業は実施なし 

 

 

〈２〉開所時間 

  

７時００分～２０時００分   
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〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 8人 栄養士 2人 

パート 

スタッフ 

保育士 6人 補助 1人 事務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・行事会議、クラスの様子の共有、園内研修 

給食運営会議 月1回 当月献立内容の振り返り、次月食育活動内容検討 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデント・事故記録簿の内容分析、事例検

討等 

ケース会議 月1回 気になる子の対応について共有、対応方法検討 

昼礼会議 月2回 子どもについての伝達、インシデント、ヒヤリハット報告 

担任会議 週1回 クラス担任での園運営に関しての相談、共有、計画立案 

 

 

〈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 



20221215版 

 

主任会議 

／法人本部 

年12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 衛生管理点検簿の管理、その他衛生関係の点検 

安全対策係 安全点検、事故防止チェック、設備点検チェック 

防火管理者 避難訓練の消防署への届出、設備点検、事故防止点検等 

食品衛生管理係 給食関係の食品衛生管理 

畑係 畑の管理、土入れ、種まき、手入れ、コンポスト管理など 

生き物係 金魚・メダカ・カメの飼育管理 

 

 

〈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 計画を立案し、祭りを実行した。参加人数の制限がなくなり、コ

ロナ前の賑わいを取り戻す祭りとなった。 

 

 

 

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 

・身の回りのことについて、自分で出来ることは自分で出来るように支援した。 

・多くの体験から、多くの事が感じられるように原体験の機会を多く設けた。 

・年上・年下問わず、子ども達が自分で遊びを選択できるような環境設定をした

。 

・異年齢での活動の機会を多くし、園が子ども達にとって「大きな家」となるよ

うに努めた。 

保育参加 4～3月まで 合計13名 が参加済み  （3月１日時点） 
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保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計6名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 食事作りや準備に関わり、子どもの食への関心を広げる 

実践結果 野菜の下処理、米とぎを子どもと一緒に行う機会を増やした。 

食事の際、年上児が年下児の配膳を手伝い、食べる時間が楽しくなるよう

に配慮した。 

バイキング給食を取り入れたことにより、幼児を中心に、自分が食べるこ

とが出来る量を意識する姿が多く見られた。 

次年度方向性 野菜の下処理、米とぎの機会を増やす。年上児の配膳手伝い、バイキング

給食は継続する。 

2 計画・ねらい 十分な遊びから自然とお腹が空く子ども、意欲的に食べる子を育てる 

実践結果 午前中の活動の充実を意識し、十分に遊び、お腹が空くような状況を作る

ように努めた。 

次年度方向性 午前中の活動充実を引き続き意識する。 

3 計画・ねらい 残菜をコンポストに取り入れ、再生土を利用し自ら栽培したものを食する

事で、食に対しての愛着や感謝の気持ちを抱き、自然の恵み、命の大切さ

に気付く 

実践結果 日々の残菜をコンポストに入れ、再生土を作る活動を行ったが、虫が湧い

てしまい、畑活動への循環というところまでは達していない。 

次年度方向性 コンポスト活動の工夫を図り、食の循環を体験できるように努める。 

4 

 

 

計画・ねらい 子どもの口腔発達、食具の利用の仕方に注視し適切な援助を行う 

実践結果 園内研修を利用し、子どもの口腔発達、手指の発達に伴う食具の利用の仕

方の知識を高め、日々の保育に活かした。 

次年度方向性 スタッフにより、知識に差があるため、継続して知識を高め、日々の保育

に於いて適切な援助を行うことが出来るようにする。 
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〈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24日／11月17日に実施 

歯科検診 6月15日／１０月５日に実施 

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 

10月5日に園にて歯磨き指導を実施 

流行した感染症 ①  8月に嘔吐、園児10名罹患、1月に嘔吐、園児11名罹患 

②  2月にインフルエンザ A型、園児23名感染報告有り。2月20日に

終息 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、計1回ダイアップ使用 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月8日に当園にてエピペン使用研修を正規スタッフ13名、パート

スタッフ3名、４月中の昼礼にてパートスタッフ3名、計19名が新た

に受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ19名のうち、19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） 

・4月8日に当園にてエピペン使用研修を正規スタッフ13名、パート

スタッフ3名、４月中の昼礼にてパートスタッフ3名、計19名が新た

に受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ19名のうち、19名が使用可能 

その他保健に関する取組 歯科健診の際の歯磨き指導、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・手洗い指導を実施。また消毒・換気

を徹底した。 

 

 

〈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 
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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28日、10月31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24日、11月17日 

歯科健診 各年2回／6月15日、10月5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7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 整理、整頓、清潔を意識し、子どもがいつでも気持ちよく生活出来るよう

にする 

実践結果 清掃担当を中心に、園内の清掃状況のチェックを行った。 

次年度方向性 気持ちのよい施設を目指し、スタッフの清掃、清潔、整理整頓に対する意

識を高める。清掃状況チェックは継続する。 

2 計画・ねらい 子どもが意欲的に選択し遊べる環境を整える。画材・紙・素材・楽器など

を準備し、子どもが興味関心に応じて制作できる環境を作る 

実践結果 担任週会議、リーダー会議、園会議を利用して子どもの姿を共有した。環

境設定について、都度話し合い環境を整えるよう尽力した。 

次年度方向性 子どもの発達状況を考え環境を設定することを意識し、子どもたちにとっ

て最善の環境を考えていく。 

3 計画・ねらい 子どもたちがいつでも休養できる環境を整備する 

実践結果 子どもが必要な時に体を休めたり、静かに本を読んだりすることが出来る

環境を設定した。 
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次年度方向性 引き続き環境の充実に努める。 

4 

 

計画・ねらい 戸外でも制作活動が出来るように準備する 

 実践結果 自然物を利用した制作活動を考え、必要なものを準備した。子どもの声に

耳を傾け、子どもと一緒に準備を行った。 

 次年度方向性 子どもの声に耳を傾け、戸外での制作活動が更に充実するように努める。 

 

 

 

〈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 室内トンネル 乳児室 毎日 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 実践結果 毎月の消防避難訓練、年１回の消火訓練の実施、水防訓練の実施 

 

2 実践結果 防災設備対策の実施（自動火災探知機、煙感知機、誘導灯、排煙等） 

 

3 実践結果 年２回の不審者侵入訓練 

4 実践結果 ヒヤリハット報告、インシデント、事故記録簿による事故防止と事故防止

委員会による検討会議 

5 実践結果 園内外のハザードマップによる危険個所の確認と安全確認の周知 

 

6 実践結果 オートロックで外部侵入者の立ち入り禁止 

7 実践結果 光化学スモッグ発生時には、市役所などの情報機関が発信する情報をチェ

ックし発生時には屋外での活動を控える 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

２名の実習生を受け入れた。学生の不安な気持ちを受け入れながら、保育を楽しみ、保育士の仕事に

魅力を感じてもらうことが出来るように対応した。 

中学生の職場体験を３名受け入れた。子どもと触れ合うことの楽しさを感じることが出来るように対
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応した。 

実習生、中高生の受け入れについては、保育士を知ってもらうこと、保育士の仕事の魅力を伝えるこ

と、子どもたちにとって多くの出会いに繋がることから、次年度も積極的に受け入れたい。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月1日～12日 日本児童教育専門学校 1人 部分実習 

11月14日～29日 和洋女子大学 1人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月2～8日 東京都江戸川区立松江第四中学校 3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 

19名 

13日

18名 

3日 

18名 

1日 

18名 

5日 

18名 

2日 

19名 

7日 

19名 

11日 

19名 

2日 

20名 

13日 

20名 

3日 

20名 

3日 

20名 

園内研修 8日 

13名 

13日

13名 

3日 

13名 

1日 

13名 

5日 

13名 

2日 

13名 

7日 

13名 

11日 

13名 

2日 

13名 

13日 

13名 

3日 

13名 

3日 

13名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月25日 市川市学校教育部指導部 就学前研修会 1名 有 

5月27日 コドモンカレッジ 

絵本から広がる遊びの世界 

絵本を用いた保育活動を紹

介 

1名 

有 

6月9日 
（株）ベネッセコーポレー

ション 

大豆生田先生 超初級ドキ

ュメンテーションセミナー 

1名 
有 

6月17日 市川市 アプローチカリキュラム 1名 有 
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スタートカリキュラム 

6月28日 市川市保健所 食品衛生講習会 1名 有 

7月22日 市川市こども施設運営課 施設長研修 １名 有 

7月29日 船橋特別支援学級 きこえの研修会 １名 有 

8月1日 市川市教育委員会 

保幼小連携アプローチ 

カリキュラム・スタートカ

リキュラム研修会 

１名 

有 

8月24日 
大学コンソーシアム 

市川キャリア支援部会 

0.1.2歳児の保育と子育て

支援 

1名 
有 

9月6日 株式会社ニシハタシステム 保育防災カンファレンス 1名 有 

9月26日 
市川市こども政策部  

市川市こども施設運営課 

子どもの食生活を支えるた

めに実践を学ぶ～ 

食べる喜びを育む食と食育 

1名 

有 

10月28日 
（株）ベネッセコーポレー

ション 

現場と作るこども主体の保

育オンラインセミナー

2022～ 

選ばれ続ける園とは？ 

ICT を利用した保育実施発

表会 

1名 

有 

8月24日 

9月14日 

10月5日 

10月26日 

和洋女子大学 
幼稚園教諭・保育士のため

の学びなおし講座 

1名 

有 

11月15日 市川市 

保育施設における救急救命

や安全管理のポイントを学

ぶ 

1名 

有 

12月15日 

千葉県アレルギー疾患医療

拠点病院（千葉大学医学部

付属病院アレルギーセンタ

ー） 

令和4年アレルギー疾患対

策研修会  

施設等スタッフ向け研修 

1名 

有 

12月19日 

千葉県アレルギー疾患医療

拠点病院（千葉大学医学部

付属病院アレルギーセンタ

ー） 

令和4年アレルギー疾患対

策研修会  

相談・保健指導従事者向け

研修 

1名 

有 

 

 



20221215版 

 

〈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） 

21日 

2名 

26日 

2名 

16日 

2名 

28日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

22日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

16日 

2名 

施設長勉強会 21日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 参加者なし 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が、個人ごとの目標達成状況や更なるステップアップのための育成計画について、年に4回フ

ィードバック面談を行った。リーダースタッフは、園内研修の講師役を務めた。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

保育園・地域・家族が一丸となって子育て支援を行うため、保育園が原体験の宝庫になるように、月

１回ちきんえっぐだよりで内容を発信し、地域交流を行った。園見学の際に、ちきんえっぐの内容を

伝え参加を促したり、青空保育では、公園に来ていた親子に交流を促したりした。ちきんえっぐの参

加者が少しずつ増え、参加者からは好評を得た。次年度は更に地域への発信を増やし、活動の活性化

を目指す。 

 

 

〈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：平田公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：JR本八幡駅、平田図書室、美容室 NOA、 

グレイスガーデン、市川西消防署、芽ふき屋、土屋青果、本八幡交番 

オヤマ電器、鰻屋やましょう、市川市役所、はみだしたい焼き等 

世代間交流 6月30日、10月25日、11月10日にだんらんの家菅野にて、高齢者との

交流を実施 

異年齢交流 12月20日、2月20日に八幡小学校にて小学校交流を実施 

その他活動 7月28日当園にてドイツハイデルベルク日本語補習校とのオンライン交



20221215版 

 

流、12月9日当園にて音楽鑑賞会、1月25日当園にてカンボジアくっく

ま孤児院とのオンライン交流を実施 

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 

コロナ禍で出来ることを考え、小学１年生と年長児の交流を可能な限り行った。学習指導要領につい

て園内研修で理解を深め、学習指導要領スタートカリキュラムとの接続が出来るように努めた。また

、卒園児の小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育所保育要録送付と児童情報申し送りを

実施した。 

 

 

〈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 

12月20日 八幡小学校 

 

12名 校内見学、児童交流（八

幡小学校内） 

子ども間交流 

2月20日 八幡小学校 

 

12名 校庭見学、児童交流（八

幡小学校校庭） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

気になる子について、個別支援計画を作成し、園会議で様子や対応方法の共有を行った。 

 

 

〈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：13名 

毎月の園会議で気になる子の様子や対応について検討・報告を行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

小学校への進級に際し、保育児童要録の作成、引継ぎを行った。 
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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 

4名 6名 6名 0名 0名 0名 0名 26名 0名 2名 2名 6名 52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3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 6名 4名 6名 0名 4名 20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2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 4名 4名 0.名 4名 4名 16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：平田公園にて 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 

2名 6名 6名 中止 中止 中止 中止 0名 中止 2名 2名 2名 20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7月12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：9時00分 

自己評価終了時刻：11時00分 

自己評価実施者：日髙奈緒子、竹田美咲、鳴尾凪沙 
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〈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：75％ 

衣服の返し間違い、伝達漏れ等のご指摘、アプリ内のタイムラインの工夫を望む声を頂いた。日々の

点検、伝達方法をスタッフ間で見直し改善に努めた。タイムラインについては、園内研修で写真の撮

り方を共有し、取り入れた。また当園の限られた環境下での日々の保育運営、行事実施、保育姿勢に

共感の意見を頂いた。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：メリー★ポピンズ市川ルーム 施設長 抜井 佳代子 
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２０２２年度 若林どろんこ保育園 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～ 
どろんこ会が目指す基本活動について、雑巾がけやさくらさくらんぼリズム、畑仕事、長距離散

歩、生き物の世話、裸足保育、縁側給食を子どもたちと一緒に継続して行ってきた。この基本活動は

揺らぐことなく「やらねばならぬこと」として大人が背中を見せ、今後も継続し、大切にしていきた

い。 

 異年齢との関わりについて、年下の面倒を当たり前のように年上が見るという姿が日常的に見ら

れ、大人が何も言わなくても子どもが気づき、優しい気持ちで接していた。障がいがある無しにかか

わらず、兄弟姉妹であり、家族である子どもたち一人ひとりの「居場所」となるような保育園であり

たい。 

2022年度は地域との関わりを大切に積極的にしていきたいと活動内容を考え実行しようとした

が、計画通りにいかないこともあった。方法を考え、工夫をしながら地域の方々との「繋がり」を大

切にしてきた。 

「選ばれる園」を目指し、保護者、地域の方、実習生、来訪者に対して丁寧に対応ができるよう全

職員で取り組んできた。口コミにより実習生も昨年より増え、また、園を見学される保護者も増えた

ということを実感することができた。今後も職員一同、「選ばれる園」になるための「接遇力」を磨

き上げていきたいと考える。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 生活の一部である日課を自分たちで気づき、自分でできることは自分です

る 

実践結果 畑仕事、動物の世話、雑巾がけを率先して行っている子どもたちが増えて

きている。大人がやってみせることで子どもたちも変わってきた。 

次年度方向性 日課・基本活動を流れるように実践できるための工夫をしていく。体づく

り、生きていく力強さを身に付けていくための活動を実践していく。 

2 計画・ねらい 友だちとの関りの中で、自分たちで考え、話し合いながら目的を果たす 

実践結果 1つのことを成し遂げようと、子どもたち同士で話し合い、考え、時には

ぶつかり合う姿を見守ってきた。相手の気持ちを考えながら自分のどうし

ようもない気持ちを表出することもあった。子どもたちの姿、全てを受け

止めながら見守るようにしてきた。 

次年度方向性 サークルでの話し合いを今後も子どもたちで考え、進めていくことができ

るような環境作りをしていく。また、保育者は子どもたちの主体性を尊重

し見守っていくようにする。 

3 計画・ねらい 命の大切さを知り、食への関心を持つ 
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実践結果 生き物の世話を毎日することで命の大切さを知ることができた。畑仕事で

は、除草、水やり、土づくりをして野菜の生長を観察、収穫の喜びと調

理、加工することで食への関心に繋がった。 

次年度方向性 食の循環についてもっと踏み込んで子どもたちに伝えていくようにした

い。命をいただくこと、また、畑仕事は収穫の喜びもあるが、生産するこ

との大変さもあることを学ぶことができるようにする。 

 

 

〈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 保護者の気持ちになり、いつも変わらず丁寧な対応をする 

実践結果 たくさんある保育園の中で若林どろんこ保育園を選んでいただいたことに

感謝の気持ちを持ちながら、保護者に安心してお子さまを預けていただけ

るよう対応を心掛けた。しかし、職員によって対応に違いがあったため、

園会議で研修を実施「接遇」について学びを深めた。 

次年度方向性 どの職員も感謝の気持ちと、丁寧な対応ができるよう「接遇」について学

び、実践できるようにする。 

2 計画・ねらい 子育ての悩みや喜びを共有する 

実践結果 常日頃からコミュニケーションを取り、保護者から信頼を得るようにして

きた。また、子どもの嬉しい成長や子育ての悩みを丁寧に聞き、成長を喜

び共感できるようにしてきた。 

次年度方向性 コミュニケーションが苦手な保護者に対して、配慮しながら関わりが持て

るようにしていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい どろんこ保育園の「青空保育」「ちきんえっぐ」の活動を知っていただく 

実践結果 青空保育・ちきんえっぐ…地域の未就学の子どもたちに参加していただけ

るよう、ポスターなどを掲示し、広報活動を活発にしていく計画だった

が、思うようにできなかった。 

次年度方向性 外部への発信を活発にし、どろんこ保育園の知名度を上げ、興味を持って

いただけるようにする。 

2 計画・ねらい 近隣の保育園や幼稚園、施設との交流をすることで地域の繋がりを深める 

実践結果 計画はしていたものの、日程や新型コロナウイルス感染症の影響で近隣の

保育園、幼稚園、施設と交流する機会を設けることができなかった。 

次年度方向性 次年度は見通しを持って計画し、近隣の施設との交流を実施していく。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい お互いに認め合い、共感できる関係性を築く 

実践結果 年齢関係なく、支え合い認めあいながら共感できる関係性を築くことがで

きるようにしてきた。一人で悩まず「仲間」と一緒に悩み、考えることで

一体感が得られた。 

次年度方向性 お互いを尊重し、多様な考えがあることを認め合える関係性を築く。 

2 計画・ねらい 分からないことは何でも聞くことができるような環境や雰囲気作りをする 

実践結果 年齢関係なく、分からないことを聞き合えるような雰囲気作りを心掛けた

ことで、何でも聞くことができる、教え合えることができた。 

次年度方向性 常に職員を気にかけるようにし、コミュニケーションが取れるようにして

いく。今まで以上に働きやすい環境作りを目指す。 

 

 

〈５〉乳幼児期からの心と体づくりを大切にしていく 

1 計画・ねらい 土台となる0歳児からの心と体づくりをする 

実践結果 年齢ごとの発達を深く理解し、発達段階にあった活動と運動量を保障でき

るようにしてきた。毎日の基本活動を実践することで、0歳児の心と体の

目覚ましい成長が見られた。 

次年度方向性 0歳児より基本活動を日々継続し、発達にあわせて活動を実践していく。 

 

 

〈６〉「混ざる」「共に生活する」「自己決定」を大切にする 

1 計画・ねらい 混ざり合い家族のように生活する 

実践結果 0歳児から5歳児、障害のある子も無い子も、全てがかけがえのない兄弟姉

妹であり家族であることを大切にしながら生活できる環境を作るようにし

てきたことで混ざり合うことができた。（インクルーシブ保育） 

次年度方向性 年上が年下の面倒を見ている姿は家族であり、兄弟姉妹である。障がいの

ある無しに関係なく、多様性もどんな子どもたちも家族になれるようにし

ていく。 

2 計画・ねらい 居心地の良い居場所を作る 

実践結果 子どもたちにとって居心地の良い場所や好きな場所があり、自由に行き来

できること、また、ぶつかり合って喧嘩をし、感情表出ができるように保

育者は見守るようにしてきた。 

次年度方向性 子どもにとっての居心地の良さを理解し、居場所を作ることで安心して過

ごせるようにしていく。 
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3 計画・ねらい 自己決定ができる環境を作る 

実践結果 自分の感じたこと、思いを自由に表現（歌・描画・造形）ができるよう環

境を整えるようにしてきたが、環境の設定で継続ができないこともあっ

た。戸外活動や散歩、労働から得られる「トライ&エラー」の体験をする

こと、好奇心や探求心、主体性を大切にしてきた。 

次年度方向性 環境設定の継続が難しいところもあったが、一部を変えることで子どもの

動きが変わったり、遊びが変わったりしていた。職員が工夫をして楽しみ

ながら取り組むことができるようにしていきたい。また、「トライ&エラ

ー」の体験、主体性を育むことができる体験ができるような環境設定を考

えていく。 

 

 

〈７〉「食べたいときに、食べたい場所で、食べたい人と食べたいものを食べたいだけ食

べる」ことを大切にしていく。 

1 計画・ねらい 生きるための基本となる重要な営み「食べる」「食べる意欲」に繋がるた

めの「健全な食生活」を送ることができるようにする 

実践結果 長距離散歩や戸外活動で体を目一杯動かして活動をしたことで食べること

に意欲的であった。好きな人と好きな場所で好きなだけ食べ、充実感を味

わい、午後も目一杯活動する。こういった毎日の生活の繰り返しを経験し

ていくことで食習慣の形成に繋がるよう友だちと一緒に食べる楽しさも味

わうことができた。 

次年度方向性 意欲的に食事をし、楽しめるようにすること、また、一歩進んで、給食残

渣についても子どもたちと一緒に考えていきたい。 

 

 

 

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 
９人 １８人 １８人 ２７人 ２３人 ２７人 １２２人 

年度後半：

10~3月 
９人 １８人 １８人 ２６人 ２２人 ２７人 １２０人 
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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 

２０

７人 

２０

４人 

２１

２人 

１６

７人 

２２

９人 

１７

９人 

１９

３人 

２１

８人 

１９

７人 

２２

８人 

１８

０人 

２１７

９人 

うち0

歳児 

０人 ８人 １４

人 

１４

人 

１１

人 

０人 ０人 １９

人 

５人 ２人 ２人 ２人 ７７人 

（解説） 

 

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 

２８

人 

１３

人 

２２

人 

２０

人 

２１

人 

７人 １７

人 

２４

人 

４８

人 

２８

人 

３３

人 

２２

人 

２８３

人 

うち0

歳児 

２人 ０人 １人 １人 ９人 ２人 ９人 ７人 １２

人 

２人 １８

人 

１０

人 

７３人 

 

 

〈２〉開所時間 

 ７時００分～２０時３０分    

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 1７人 看護師 1人 栄養士 1人 調理員等 2人 

施設長 1人 主任 １人 

パート 

スタッフ 

保育士 ４人 用務 2人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・連絡事項 

・園事業報告 

給食運営会議 月1回 保育との連携、実践の計画、アレルギー児・離乳食の共有 

事故防止委員会 月1回 自園及び、系列園で起きた事故の共有と改善 

ケース会議 月１回 個別支援の経過、気になる子の支援計画、共有 

乳・幼児週会議 週１回 次週の計画と週の実践の振り返り 

保健会議 月1回 季節の感染症や保健に関するマニュアル確認 

パート会議 月1回 パート職員への伝達、共有事項確認 

 

 

 

〈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１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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 薬品管理、衛生環境整備、感染症対策対応 

安全対策係 事故防止委員会開催、安全点検、ハザードマップ製作と管理 

防火管理者 消防計画、消防自主点検確認 

食品衛生管理係 食品衛生管理、給食会議開催 

畑係 畑全般、管理 

生き物係 ヤギ、鶏の世話、餌発注、ヤギ当番管理、その他生き物管理 

教材備品発注管理 教材、備品の発注と管理 

環境係 園庭全般の安全管理と保持、子どもが遊び込める環境の提案と保持 

１回フロアー管理者 １回フロアー環境の整備と安全、製作、描画など遊び込める環境整

備の提案と実施 

２回フロアー管理者 １回フロアー環境の整備と安全、製作、描画など遊び込める環境整

備の提案と実施 

掃除分担 掃除分担、消毒の計画、実践、改善、確認 

 

 

〈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 どろんこサポーターズとの連携、計画、実行 

 

 

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 
・友だちとの関係性を心配しての相談 

・現在の発達状況と、生活や活動ができているかを心配しての相談 

保育参加 
4～3月まで 参加なし   （3月１日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計２名 が参加済み  （3月１日時点） 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 
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・「保護者面談記録」「子育て相談記録」を活用 

運営委員会 実施なし 

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

 ・別紙「２０２３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 口腔発達と食への意欲を理解する 

実践結果 年齢ごとの口腔発達について正しい理解ができるようにし、食への意欲は

心と体の発達に大きな影響があることを学び、ほいくに生かせるようにし

た。午前、午後と体を思う存分動かして遊ぶことで空腹感を感じ、その空

腹感を満たすことで幸せや満足感が得られるようにしてきた。 

次年度方向性 口腔発達について学びを深め、食べ物の形状や咀嚼についても理解してい

く。 

2 計画・ねらい 自分たちで畑を耕し、苗を植え、世話をして収穫する。 

命をいただく。 

実践結果 今年度は畑の作物の成長を子どもたちが楽しみにしながら苗植えや間引

き、除草、収穫をしていた。魚の解体を通して、人間の体との違いに興味

を持つ姿が見られた。 

次年度方向性 命をいただくことに関して、実際に生き物を捌いてみることができなかっ

たので、子どもたちに体験する機会を作りたい。 

3 計画・ねらい 食べられる量を自分で配膳し、好きな人と好きな場所で食べる。 

実践結果 自分で食べられる量を判断し、配膳して好きな場所で好きな人と食べる楽

しさを味わえるような環境を作るようにした。また、0歳児から「ジブン

で食べたい」という意思を尊重し、手づかみ食べをする姿を見守りながら

食に対する意欲に繋げてきた。 

次年度方向性 自分で食べられる量を判断できること、また、残渣についても子どもたち

と一緒に考えていくようにする。0歳児からの食べる意欲も受け止めなが

ら食に対する意欲を今後も見守ってく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 ７月６・７日／ １０月１２・１３日に実施 
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歯科検診 ６月１６日に自園にて実施 

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 

① ５月２５日に1階保育室で「手洗いの仕方」を実施 

② ６月３日に1階保育室「歯の話」を実施 

③ ８月２５、２６、２９日に1階保育室「夏の過ごし方」

を実施 

④ ９月14日に1階保育室で「おなかの話」 

⑤ 10月５、６日1階保育室で「手洗いチェック」 

⑥ 11月16日1階保育室で「鼻のかみかた」 

⑦ 12月19日1階保育室で「骨の話」 

⑧ 1月１６日1階保育室で「ご飯が体を作る」 

⑨ 2月14日1階保育室で「体内時計の話」 

⑩ 3月7日1階保育室で「大きくなる」 

 

流行した感染症 ① 新型コロナウイルス感染症 

      4月 園児２０名 職員２名 

      5月 園児１名  

      7月 園児１名   職員3名 

      8月 園児４名   職員1名 

      9月 園児５名 

１１月    園児４名 

１２月 園児1名  

仙台市運営支援課へ報告 １月には終息している。 

➁ 帯状疱疹１０月３１日～１１月６日 園児１名 

③ 感染性胃腸炎に感染 

     ４月 園児１名       

     ５月 園児1名          

     ６月 園児３名 

７月 園児１名 

 １２月 園児１名 

     １月 園児３名 

     ２月 園児３名 

④インフルエンザ A に感染 

     １月 園児１名 

     ２月 園児１名 

⑤伝染性膿痂疹に感染 

     ５月 園児１名 

     ６月 園児１名 

⑥プール熱 ５～６月 園児１名 
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⑦ＲＳウイルス感染症に感染 １０月 園児１名 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ使用なし 

その他、９月１日に救急車要請 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・３月２２日に自園保育室にてエピペン研修をスタッフ名２３名受

講し習得済み  

・本日時点で、在籍スタッフ２９名のうち、２３名が使用可能 

AED 使用できるスタッフの

状況 

AED 設置なし 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルス感染症、その他感染症予防について、うがい指

導・手洗い指導、誤飲・誤嚥について、SIDS について、消毒・換気

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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０日 

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１５日、10月１５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／７月１６・１７日 

         １０月１２・１３日 
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歯科健診 各年１回／６月１５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２２日、10月２１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 子どもの主体性を育む環境 

実践結果 生活や遊びを通して子どもが主体的に考え、行動できるような環境作りを

設定、自分でやってみたいこと、挑戦したいことを日常的にできるように

保育者は環境作りを考え、実践してきた。 

しかし、継続することが難しいところもあり、悩んだ時期もあった。 

次年度方向性 環境は永遠のテーマであるが、全てを一度に変えるのではなく」、一部を

変えてみることで子どもたちの動きや様子の変化を観察し、何が必要なの

かを検討し、継続できるようにしていく。 

2 計画・ねらい 子どもの心が揺れ動く環境 

実践結果 異年齢の関りの中で、様々な友だちとの関係性の摩擦を感じることで得ら

れる子どもにとっての必要な体験ができる環境を考え、保育者は子どもた

ちに必要以上に言葉を掛けず、まずは見守ることに徹するようにしてき

た。子どもが実際に体験する全てが子どもにとっての成長、生きる力にな

ったと思う。 

次年度方向性 乳幼児期の一番大事な時期に人との関りや必要な体験を取り入れ、自分で

考え行動できるような土台作りをする。 

3 計画・ねらい 温かなくつろげる環境 

実践結果 生活や遊びを通して、様々な大人や子どもと関わることができる場所であ

り、安心できる温かな場所になるようにしてきた。事務室や２階保育室、

必要な人や場所をその時々で好きなように行き来をし、安心できる場所、

人を自分で見つけていた。 

次年度方向性 保育園が大人にとっても子どもにとっても安心できる居心地の良い場所に

していく。 
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〈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 
ベンチ 園庭 毎日 異常なし 

 

2 砂場枠 園庭 毎日 異常なし 

3 靴置き 縁側  １０月 ６日廃棄 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 防災…危機管理マニュアルに則り、消防計画、避難訓練、防災自主点検、

危機管理マニュアル整備、自営消防組織と安全対策係の設定を行った。

（災害発生時にはフローチャートに従う。） 

2 実践結果 ケガ事故防止…危機管理マニュアルのケガ防止策、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

止策を行った。（ケガ発生時にはフローチャートに従う。） 

3 実践結果 防犯…危機管理マニュアル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った。（ケガ

発生時にはフローチャートに従う。） 

4 実践結果 光化学スモッグ…危機管理マニュアル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付け、注意報発令の把握をするようにした。実際

は光化学スモッグの発令はなし（発生時には光化学スモッグ発生時対応及

び行政連絡に従って対応する。） 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度は昨年度に比べ実習生の人数が増えた。学生の話によると実習先を決めるポイントは先輩か

らの「口コミ」で若林どろんこ保育園を知り実習をしたいという思いで選んだとのことだった。実習

生や中学生が職場体験で来た際に、子どもと関わる楽しさや大変さを現場の保育士が丁寧に伝えたこ

と、また、明るい雰囲気で学生たちを受け入れたことが非常に良かったのではないかと考える。 

今後も保育士を目指す学生や職場体験学習の中学生たちに将来保育士を目指したいと思ってもらえ

るようにしていきたい。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

６月６～１７日 仙台こども専門学校 ２人 保育実習Ⅰ 
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７月４～１５日 仙台こども専門学校 ２人 責任実習 

９月１２～２４

日 
仙台青葉学院短期大学 １人 保育実習Ⅰ 

１０月３～１４

日 
仙台青葉学院短期大学 １人 責任実習 

１１月３～１４

日 
仙台幼児専門学校 １人 責任実習 

１１月１～２日 仙台幼児専門学校 ２人 体験 

１１月８～１１

日 
仙台医療秘書福祉専門学校 ２人 観察実習 

２月６日～２月

１０日 
仙台子ども専門学校 １人 保育実習Ⅰ 

 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

８月２３～２５

日 
仙台市立南小泉中学校 ３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 

２２

日 

２３

名 

２０

日 

２１

名 

２４

日 

２２

名 

２２

日 

２１

名 

２６

日 

２１

名 

１６

日 

２２

名 

２１

日 

２０

名 

１８

日 

２１

名 

２３

日 

２１

名 

２０

日 

２２

名 

１７

日 

２６

名 

２３

日 

２６

名 

園内研修 ２２

日 

２３

名 

２２

日 

２１

名 

２４

日 

２２

名 

２２

日 

２１

名 

２６

日 

２１

名 

１６

日 

２２

名 

２１

日 

２０

名 

１８

日 

２１

名 

２３

日 

２１

名 

２０

日 

２２

名 

１７

日 

２６

名 

２３

日 

２６

名 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

５月１３日 仙台市保育所連合会 特別支援保育研修会 １名 有 or 無 

５月１６日 仙台市保育所連合会 保育所（園）長研修会 １名 有 or 無 

５月２０日 仙台市保育所連合会 乳児保育士研修会 １名 有 or 無 

５月２６日 仙台市保育所連合会 初任保育士研修会Ⅱ-A １名 有 or 無 

６月１７日 仙台市保育所連合会 乳児保育研修会Ⅰ-A １名 有 or 無 

７月１２日 仙台市保育所連合会 初任保育研修会Ⅱ-A １名 有 or 無 

７月１５日 仙台市保育所連合会 主任保育士研修会Ⅰ １名 有 or 無 

８月２日 仙台市保育所連合会 中堅保育士研修会 A １名 有 or 無 

８月３日 仙台市保育所連合会 主任保育士研修会Ⅱ １名 有 or 無 

８月３０日 仙台市保育所連合会 給食担当者研修会 １名 有 or 無 

９月２２日 仙台市保育所連合会 保育所（園）長研修会Ⅱ １名 有 or 無 

５月～２月ま

で 
仙台市保育所連合会 保育研究事業 

１名 
有 or 無 

 

 

〈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） 

２１

日 

２名 

１９

日 

２名 

１６

日 

２名 

２８

日 

２名 

１８

日 

２名 

１５

日 

２名 

２０

日 

２名 

１７

日 

２名 

２２

日 

２名 

１９

日 

２名 

１７

日 

２名 

１６

日 

２名 

施設長勉強会 ２１

日 

1名 

１９

日 

1名 

１６

日 

1名 

２８

日 

1名 

１８

日 

1名 

１５

日 

1名 

２０

日 

1名 

１７

日 

1名 

２２

日 

1名 

１９

日 

1名 

１７

日 

1名 

１６

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 実施なし 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 対象者なし 
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〈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。 

 

１、２か月ごとに全職員一人ひとりと面談を行い、今現在の状況や思いなどを聞きながら頑張ってい

ることは認めて誉めていくようにした。また、改善点については否定せず、悩みも聞きながら一緒に

考えていくようにした。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

商店街ツアーや、近所の方々に積極的に挨拶をしながら関わることを大切にしてきた。地域の幼稚

園や保育園との交流が積極的に行えなかったことが残念である。来年度は新型コロナウイルスも終息

することが予想されるため、近隣の幼稚園、保育園、子育てサークルとの交流を積極的に行っていき

たいと考える。 

 

 

〈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：南小泉交通公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：いち福、村上生花、産直市場ぐるぐる、ヨークベニ

マル、セイムス、しまむら、旅立ち稲荷神社、肉のマルハチ、宮城第一

信用金庫、若林警察署、若林消防署河原町分署 等 

世代間交流 ９月１５日、１月１０日、３月７日 チアフル遠見塚の利用者の方々と

手紙や手作りプレゼントのやり取りを行う。 

異年齢交流 ８月２３日に若林どろんこ保育園 中学生との交流 

その他活動 １０月２０日に手作りのほうきを使って南小泉交通公園の清掃活動を行

う。 

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 

新型コロナウイルス感染症が落ち着かない状況にあったため、交流について先方より断られること
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があった。小学校へ訪問しての交流はできなかったが、小学1年生と手紙のやり取りをし、違った形

で交流できるようにした。 

 

 

〈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 

４月 若林小学校 

 

２名 年間打ち合わせ 

（若林小学校） 

職員間交流 

中止 

７月 若林小学校 

 

２名 幼保小合同研修会 

（若林小学校） 

子ども間交流 

中止 

１１月 若林小学校 

 

２７名 生活発表会見学 

（若林小学校体育館） 

子ども間交流 

中止 

７月 5日 六郷小学校 

１年生 

２７名 学校訪問 子ども、職員間交流 

 

１月２０日 四郎丸小学校 １名 連絡会参加 職員間交流 

１月２６日 沖野小学校 １名 連絡会参加 職員間交流 

１月２７日 若林小学校 １名 連絡会参加 職員間交流 

１月３１日 南小泉小学校 １名 連絡会参加 職員間交流 

２月１日 八本松小学校 

 

１名 連絡会参加 職員間交流 

２月２日 古城小学校 １名 連絡会参加 職員間交流 

２月９日 遠見塚小学校 １名 連絡会参加 職員間交流 

２月１３日 南材木町小学校 １名 連絡会参加 職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

障害がある無しに関わらず、気になる子もどんな子も混ざり合い共に過ごすインクルーシブ保育を

目指してきた。やりたいこと、過ごしたい場所に自由に行き来して過ごせるようにしてきた。時には

喧嘩や言い合いになり、怪我をしそうになることもあったが、自分の思いを吐き出せるように最後ま

で見守るようにした。 
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〈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： 毎月１２名 

気になる子どもの配慮や支援の仕方について毎月話し合ってきた。特別扱いするのではなく、安心

できる居場所や好きな事、好きな人と過ごせるようにするための環境を考え、一人ひとりの特性を理

解し受け止めるようにした。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

今年度は学校訪問をし、教職員の方々と情報交換、共有をすることができた。保育園での生活を伝

えることで、学校でも取り入れて子どもたちが不安にならないようにしたいとの話もあった。昨年度

は新型コロナウイルス感染症の影響で学校訪問ができなかったが、今年度は対面で引継ぎができたこ

とがとても有意義であった。 

 

 

 

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 

１名 ３名 ０名 ２名 ３名 ４名 １名 １名 ６名 ２名 ０名 ２名 ２５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２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１２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１２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 

１名 ２名 ０名 ０名 ４名 ２名 ０名 ０名 ３名 ０名 ０名 ３名 １５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：南小泉交通公園にて 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 １名 ０名 ２名 ０名 ２名 １名 １名 ３名 ２名 ０名 ２名 ７名 
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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６月１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：１２時３０分 

自己評価終了時刻：１４時３０分 

自己評価実施者：施設長、主任及び当日 

 

 

〈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：９４％ 

 

保護者にとって安心して子どもを預けていただくことができるような保育園を目指そうと職員一同

努力してきた。少しずつ指示していただけるようになってきてはいるが、実際はＮＳＰの結果が目標

に届かなかった。今一度振り返り、保護者の立場になって心を込めた「接遇」を学び、実践していき

たい。そして保護者からの支持率を上げていきたいと考える。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 なし 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべき怪我（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：若林どろんこ保育園 施設長 門脇 篤子 
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２０２２年度 中目黒どろんこ保育園 事業報告書 

（保育所における自己評価） 
 

 

 

 ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 

子ども主体の保育や AI 時代の到来など保育新時代と言われる今、新型コ

ロナウイルスの影響も色濃く生活スタイルも価値観も変わり、変化が目

まぐるしい時代を幸せに生きるためにはどんな力が子どもたちに必要な

のか。子どもたちには幸せを自分で探し出せる能力は備わっている。自

分で自分を育てようとする力を持っている子どもに私たちは、法人の子

育て理念「にんげん力。育てます」を鑑み、子どもが保育者や友だちと

関わりながら“Try&Error”を繰り返し、さまざまな体験を通じて学びを

深めたり発展したりできるようにしてきました。そして、子どもが自分

で選んで、自分で決めて、自分の生活を営み、人と共感することが大好

きな子どもを育んできました。 

また、園目標を以下の通り定め、どろんこ会が目指す園の姿ポイント柱

に保育内容の充実や保育の質の向上に努めました。 
 

中目黒どろんこ保育園 園目標 

「子どもに愛を、チームに愛を」 

１．身体を使うこと、身体で覚えていくことが大好き 

２．自分で考えること、工夫すること、討論することが大好き 

３．人と関わって何かをすること、人と共感することが大好き 

 

どろんこ会グループが目指す園の姿のポイント 

1. 原点回帰：どろんこ会グループの日課・基本活動へのこだわり 

2. 基本としている異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩９時出

発・ヤギと鶏の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・銭湯でお風呂の日・青

空保育の意味を深めながら実践する。形がパーフェクトであることより、各園が課題をみつ

け、常によりよくするために学び・努力するプロセスを大事にする。 

3. 他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活動実践 

異年齢の関わりの中で直接体験を通じて、以下3つの要素が求められる環境構成をし、見守る 

①他者との協働 ②感情コントロール ➂目標の達成 

   ４.   食 材・食の循環を認知する直接体験 

    5.   子どもの姿を捉えた保育計画・アプローチカリキュラム作成 

  6.   自園の強み・特徴を生かした園や子どもの姿の記録と公開  

7.   保護者の心に入り込んだ接遇 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設  

  8.   大人のにんげん力 UP  

9.   全スタッフが目標設定をおこなう。 
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10.  コンピテンシーの追求 

2022年度は NO３・４に集中して「計画・実行する」「判断する」について深め、極める。  

11.  選ばれる園をつくる（地域になくてはならない保育園） 

スタッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から愛され、評判がよ

い園つくり 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画的・数量的・体系的な行動計画をもち、実践する。 

実践結果 園や個人の課題に基づいた園内研修を軸に意識改革を促し、「目指す子ど

もの姿」「園目標」に適った行動になっているのか、具体的に行動レベル

で何が組織として正しくて、何が間違っているのか全スタッフで検証し

た。 

次年度方向性 法人理念や法人目標から落とし込まれた、保育目標に向かって全スタッフ

が基本活動を中心に日々の保育の積み重ねを大切に保育の基本を実施して

いく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿ベースの指導計画の作成 

実践結果 ・「子ども主体の保育」を目指して、全体的な計画から年間指導計画、そ

して月案、週日案へと落とし込む工程の中で、子どもたちの素朴な興味や

関心、小さな発見やつぶやきを捉えながら、次の日の、また次の週の保育

の展開を構想した。 

・毎週行われる週会議では保育 Wev、デザインマップなどを用いて子ども

の姿と対話しながら計画を立てていくことを基本としながら、多様な視点

から子どもの姿や保育の展開を考えた。 

・やりっぱなしの保育から脱却するため、PDCA の取り組みを週会議の場

で行った。 

次年度方向性 子どもを真ん中に、子どもの姿をスタッフ間で共有しながら、子ども主体

の保育を展開していく。 

3 計画・ねらい チーム保育から見守る保育へ、そして「子ども主体の保育」を具現化す

る。 

実践結果 ・職域を超えたチームで子どもを多面的に見守り、子どもが自由に活動で

きる環境を整えた。 

・スタッフが充分なコミュニケーションを取り合い、連携の意識を高める

ため、あらゆるツールを利用して情報やノウハウを横断的にオープン化し

て共有した。 

次年度方向性 スタッフ間の情報共有について施設長、主任、リーダーが細やかな配慮を

怠らず、納得を基本にチーム力の向上を図る。 

 

 

〈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 子どもの姿、日々の保育の様子を可視化する。 

実践結果 タイムラインだけでは伝えきれない子どもの姿をポートフォリオ、エピソ

ード記録、保育ドキュメンテーション、クラスだより等、あらゆる方法を

用いて、子どもの成長、保育理念に基づいた保育を可視化し、安心感と保
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育理念に対する共感を得られるようにする。 

次年度方向性 保育園の目指す「子ども像」保育の在り方を情報精査しわかりやすく発信

していく。常に保護者とともに協働の子育てを意識していく。 

2 計画・ねらい 保護者と一緒に作る保育を目指す 

実践結果 ・保護者懇談会では法人の理念、中目黒どろんこ保育園の保育方針を日々

の保育の姿から、目に見える姿だけでなく、その取り組みを通してどのよ

うな力が育っているのか、日々の活動にはどんなねらいがあるのかをエピ

ソード記録やドキュメント記録、ポートフォリオ等を用いて知らせ、「子

ども主体の保育」を伝えた。 

・個人面談の推進。子ども一人ひとりの置かれている状況や特性に合わせ

て、柔軟に対応し、子どもの生活の場として相応しい充実した保育を展開

するため、保護者の意見のお聞きしながら協働的保育を進める。 

次年度方向性 全家庭を目標とした保育参加の推進。保護者が保育者として保育に参加し

ていただくことで、「保育現場は面白い」「子どもも大人も多様性に満ち

ている」ことを実感していただく。また、保育者とはい違った視点から保

育園の運営に対して貴重なご意見をうかがう場と設定。 

保育園に保護者や地域の方々が気軽に足を運んでくださるようにしてい

く。 

また、年長児は年2回、その他のクラスは年1回から2回の個人面談の実施

を一つの目標とする。 

3 計画・ねらい 明るい挨拶と丁寧な言葉遣い（①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝 

を忘れず、おもてなしの心を込めたサービスを提供） 

実践結果 全スタッフが常に明るい笑顔で挨拶するとともに、一言を添える。心理的

安全性という、安心感と話しやすい雰囲気づくりをこころがけた。 

次年度方向性 毎月の園会議等、挨拶やお迎え対応などロールプレイをしながら確認し、

接遇向上を図る。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子育て拠点として交流の場となる保育園を目指す 

実践結果 保育所保育指針「地域に開かれた子育て支援」及び東京都の保育所地域子

育て支援も鑑み、保育所の役割や機能を達成するために地域のニーズを把

握し地域の資源として保育園を利用できるようにした。 

次年度方向性 係機関や各団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報が全スタッ

フ間で共有されるようにする。 

2 計画・ねらい 地域に開かれた保育園「ちきんえっぐ」の認知度を高め、活用を進める。 

実践結果 ちきんえっぐだよりなどを用いて、積極的に地域に周知した。また、散歩

先の公園で出会った親子にも積極的に言葉を交わし、興味をもっていただ

くようにした。 

次年度方向性 地域に開かれた保育園として積極的に候補活動を展開し、目に見える形で

保育園の姿をご理解いただくようにちきんえっぐだよりやチラシを作成し
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ていく。 

3 計画・ねらい 青空保育の充実 

実践結果 青空保育の内容がマンネリ化しないように、担当保育士だけでなくそれぞ

れのスタッフの個性が生かされるように取り組んだ。 

次年度方向性 地域の子育て支援と連動し、青空保育に来られた保護者に対して、ちきん

えっぐでの活動を知らせる機会としていく。 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい どろんこ会グループの日課・基本活動に対して全スタッフがその意味、根

拠を示すことができ、中目黒どろんこ保育園の課題を明らかにし、深め、

実践できる人材の育成 

実践結果 園内研修で学び、小グループで話し合い課題の抽出。課題解決の手立てに

ついてフレームワークを活用して考察した。年間指導計画の省察と共に振

返り、検証した。 

次年度方向性 ブレーンストーミングの手法を用いて、スタッフが意見を出しやすいよう

にし、スタッフの声が反映された園運営の構築 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉え、3本の柱、5領域、10の姿の重要性を追求していく中

で子どもの資質・能力を育むことで、「生きる力」の基礎を理解してい

く。 

実践結果 エピソード記録、ドキュメンテーション、ポートフォリオなどを用いて、

子どもの姿を中心に園内研修・クラス会議・週会議・園会議等で議論を交

わすし、子どもの姿を捉える視点を考察した。 

次年度方向性 保育ドキュメンテーション、保育ウエブを利用し、子どもの姿をスタッ

フ、保護者と共有し、子どもの姿を捉える視点を追求していく。 

3 計画・ねらい 保育の連続性、継続性を追求する中で、チーム保育を充実させていく。 

実践結果 保育の連続性を PDCA でサイクル的に日常化するため、週会議・クラス会

議等で保育 Web やデザインマップ、フレームワークなどを活用して、そ

の時に有効な打ち合わせの中で検証し、チーム保育を作り上げる。 

次年度方向性 切れ目のない保育、プロジェクト保育に取り組んでいく。 

4 計画・ねらい スタッフの接遇・ビジネスマナーの向上及びコミュニケーション能力を養

う。 

実践結果 コンピテシーの活用、スキル講座、接遇研修の開催と合わせ、実際の園の

事例をスタッフ全員で考える機会を設けた。（連絡帳・タイムラインのコ

メント、お迎え対応等） 

次年度方向性 連絡帳やタイムラインのコメント、お迎え対応時にお伝えする内容は保護

者が望んでいることなのか、気にかかっていることなのか、保護者に寄り

添った対応を心掛ける。 

5 計画・ねらい 保育目標実現を目指して、スタッフが主体的に行動計画を明確にする。 

実践結果 ・スタッフ一人ひとりが課題を抽出し、保育目標を実現するためには何を

すべきかを明確にし、進捗状況を確認し合った。 

・スタッフ一人ひとりの MBO の実践を確実なものにしていくため、施設

長、主任、リーダーはこまめな個人面談などを通してモチベーションの維

持を図った。 
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次年度方向性 施設長、主任、リーダーはこまめな個人面談などを通して、スタッフの各

目標を明確にし、進捗を図る。 

 

 

〈５〉チーム保育の充実を図る 

1 計画・ねらい 意見が言いやすい雰囲気づくりと子どものことが常に話題となる、職員集

団を構築する。 

実践結果 ・毎日、各クラス、給食、用務・事務職ごとに5分から10分間の振り返り

の時間をもつようにした。 

・施設長はスタッフに対して指導よりも支援を重視し、施設長はトップダ

ウンではなくスーパーサポーターとして下支えをするように心がけた。 

・ボトムアップを図り、各園会議では批判をしない、まずは受け入れる姿

勢を基本として、若手職員や給食や用務・事務職など、意見を言いやすい

雰囲気と仕組みづくりに着手した。 

次年度方向性 意見が言いやすい雰囲気づくりと子どものことが常に話題となる、職員集

団を構築する。 

2 計画・ねらい 主任、リーダー格が保育現場の牽引者として、連携を強め課題の抽出をす

る。 

実践結果 リーダー会議を適宜行い、課題の抽出、改善について検討した。 

次年度方向性 主任、リーダー格が保育現場の牽引者として、連携を強め課題の抽出をす

る 

3 計画・ねらい 職員同士、認め合い感謝の気持ちを「ありがとう」の言葉を表現する 

実践結果 こまめに感謝の気持ちを「ありがとう」と伝えるようにした。 

タスク表を作成し、業務が特定の人の負担ならないよう公平で平等な役割

分担を心掛けた。 

次年度方向性 スタッフ間で感謝の言葉が言い合えるような風土の構築 

 

 

〈６〉子どもの人権に配慮する丁寧な保育の実践 

1 計画・ねらい 丁寧な保育の基本を徹底する。 

実践結果 子どもには常に笑顔で「大丈夫」「先生がいるよ」というメッセージを送

り、子どもが自由に活動を展開できるようにした。 

次年度方向性 子どもが安心して活動できるように見守る保育を実行する。 

2 計画・ねらい 丁寧な言葉遣いと態度に配慮した保育を実践する。 

実践結果 0歳児であっても、いきなり抱き上げたり、交換条件を出したり、全ての

子どもに対して傷つけしまう言葉遣いや態度は示さない。 

次年度方向性 子どもの名前を呼び捨てにしたり、愛称で呼んだりせず丁寧にきちんと呼

びかけることを徹底する。 

3 計画・ねらい 丁寧な言葉のやり取り（対話）を重ねる。 

実践結果 ・対話の主導権は子どもに委ね、子どもの興味に沿った対話を重ね、言葉

を引き出していくようにした。 

・子どもの主体性を育てるため、むやみやたらに話しかけるのではなく、
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話かけて欲しそうなときに、話して欲しがっていることを推察して対話す

るようにした。 

次年度方向性 応答的な対話を実行する。 

 

 

〈７〉地域、家庭との連携活動において、子ども SDGｓを共通認識する。 

1 計画・ねらい ２．「飢餓をゼロに」12．「つくる責任つかう責任」給食残食調査から学

ぶ。 

実践結果 コンポストの取り組みから食の循環を学ぶようにした。廃棄する食材(ニン

ジンの皮、ブロッコリーの茎や芯など)を極力減らし、使う責任について子

どもたちと考えた。 

次年度方向性 日々の給食残食調査を子どもと共に行い記録し、残食量に興味関心が持て

るようにする。 

2 計画・ねらい １．「貧困をなくそう」勝手籠の仕組みから、人・物・時間・発想を大切

する。 

実践結果 どろんこ会には勝手籠という優しさにあふれる仕組みがあり、子どもたち

にも大きくなって着られなくなった洋服や使わなくなった玩具などを着た

い人、使いたい人に譲っていくことで物を大切にしていくことなどを考え

るよう、バザーなどを開催した。 

次年度方向性 玩具や道具、子どもの身の回りにあるものに対して大切に扱うことを伝え

ていく。 

3 計画・ねらい 13．「気候変動に具体的な対策を」散歩や戸外遊びを通して、自然に興味

をもち、自然を守るためにできることを考える。 

実践結果 長距離散歩や雨の日散歩を通して、自然に触れること、空を観察し気象に

興味がもてるようにした。また、親子でお月見会を開催し、月を観察し夕

暮れ時の空に関心をもつようにした。 

次年度方向性 自然の変化に目が向けられ、興味、関心がもてるように子どもが小さな変

化にも気づけるような言葉かけ、仕掛けを用意する。 

 

 

 

 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 
54人 60人 71人 77人 76人 78人 416人 

年度後半：

10~3月 
54人 58人 72人 78人 78人 78人 418人 

 



20221215 版 

 

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 

471

人 

490

人 

570

人 

417

人 

451

人 

472

人 

572

人 

535

人 

449

人 

445

人 

515

人 

450

人 

5837

人 

うち0

歳児 

26 

人 

12 

人 

49 

人 

36 

人 

45 

人 

40 

人 

56 

人 

61 

人 

47 

人 

49 

人 

48 

人 

45 

人 

517 

人 

（解説）6.10.11.2月の利用人数が多く、0歳児も同様。関係性は不明 

 

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 

40 

人 

35 

人 

41 

人 

29 

人 

36 

人 

37 

人 

36 

人 

37 

人 

38 

人 

39 

人 

34 

人 

44 

人 

373 

人 

うち0

歳児 

０ 

人 

2 

人 

6 

人 

２ 

人 

3 

人 

6 

人 

7 

人 

5 

人 

4 

人 

9 

人 

8 

人 

14 

人 

66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 12人 看護師 １人 栄養士 ４人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 ２人 補助 ２人 事務 １人 用務 １人 

嘱託医 2人       
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 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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・児童処遇改善検討 

・園として取り組むべき課題討議及び研修 

給食運営会議 月1回 運営部ミッションに則り、園の課題を協議、食育計画の振り返

り 

事故防止委員会 月1回 園内外におけるヒヤリハットやインシデント事例に鑑み、事故

予防と防止の具体的施策に係る検討 

ケース会議 月1回 支援が必要な配慮児の状況把握、職員の意識統一などを行う。 

週会議・クラス会議 週1回 指導計画、子どもの状況把握、各情報の共有と意思統一 

行事の確認 

園内リーダー会議 随時 園運営の中枢を担う主任、リーダーが施設長と共にその時々の

マネージメントについて現状把握と改善を図る。 

 

 

〈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5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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 園児保健衛生管理、安全管理、環境衛生管理などを行う。 

安全対策係 避難訓練実行及び検証、環境安全整備、危機管理などを行う。 

防火管理者 施設の火元の管理、消防計画の作成と届出、防火・消火についての

毎月1回の職員訓練と日常的な啓蒙を行う 

食品衛生管理係 食品の安全に関わる管理や啓発・衛生点検などを行う。 

畑係 畑状況の管理、道具類の維持補充、乳幼児や職員の畑活動の把握や

課題検討におけるイニシアチブをとる。 

生き物・植木係 飼育動物の健康管理、動物小屋の維持管理、乳幼児や職員の生き物

飼育活動の把握や課題検討におけるイニシアチブをとる。 

植木・植込み・園庭状態の管理・把握や、課題検討におけるイニシ

アチブをとる。 

地域係 地域住民や団体などへの対外的な窓口業務管理 

内部監査プロジェクト 内部監査項目に沿って、職員意識の改革、課題解決の推進と点検 

 

 

〈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 どろんこサポーターズの企画・検討・運営のサポートを行う。 

 

 

 

 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 

・登園渋りについて 

・離乳食及び偏食について 

・トイレトレーニングについて 

・友だち関係について 

・言語発達について 

保育参加 
4～3月まで 合計０名 が参加済み  （3月１日時点） 

コロナ禍、感染予防のため参加希望無し 
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保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計8名 が参加済み  （3月1日時点） 

・支援児の前期・後期の保育のねらいについて 

・偏食について 

・友だちとのかかわり（社会性の発達） 

 

 

〈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 

み
そ
づ
く
り 

計画・ねらい ≪ねらい≫みそ作りを通じてみその作り方や熟成の過程、大豆製品の加工

について知る≪計画≫大豆を戻す、煮る、つぶす、混ぜる、容器に入れ

る、絵本を用いて大豆の加工品について知る 

実践結果 味噌になるまでの全課程を子どもの目の前でおこなったことにより、大豆

が変化していく過程やその他の加工品に興味を持つようになった。 

次年度方向性 ・引き続き味噌になるまでの全課程を子どもの目の前でおこなう 

・他の大豆加工品の実物も見せ、食べ比べをする 

２ 

夏
み
か
ん
の
砂
糖
漬
け 

計画・ねらい ≪ねらい≫食材の加工の過程や変化を知る、味を食べ比べすることで味覚

を広げる≪計画≫園庭の夏みかんを4種類の砂糖を使ってそれぞれ漬け

る、見た目や食感 味の違いを比べる 

実践結果 採る→加工する→食べるの一連の流れを経験することができた。食べ比べ

をし食リポをすることで子どもの味覚が広がるきっかけづくりになった。 

次年度方向性 ・採る→加工する→食べるの一連の流れが経験できる食育を組み込む 

・食べ比べや食リポをすることで子どもの味覚が広がるので引き続き取り

入れる 

３ 

絵
本d

e

ク
ッ
キ
ン
グ 

計画・ねらい ≪ねらい≫絵本の世界に入り込んで楽しむ≪計画≫ぐりとぐらの絵本を読

んだ後実際に絵本の内容に沿って子どもと一緒にかすてらを作る 

実践結果 ・五感を使う内容を取り入れることでよりリアルに絵本と実際の世界がつ

ながりその世界観を楽しむことができた 

次年度方向性 クッキングをおこなう際は五感を使う内容を取り入れ、よりリアルでライ

ブ感のある内容にしていきたい（興味関心・味覚の発達の観点より） 

 

 

〈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14日／11月15日に自園にて実施 

歯科検診 ６月9日／11月10日に自園にて実施 
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保健だより 毎月25日にアプリ上で閲覧、おたよりコーナーに設置 

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 

① 6月に歯科予防と歯磨きについて保健指導 

② 8月に熱中症予防とジュースについての保健指導 

③ 11月に手洗い指導 

流行した感染症 ①   7,8月に新型コロナウイルス感染症、園児8名・スタッフ12名

蔓延し、本部、自治体へ報告 

②   1,2月にインフルエンザ A 型、園児41名・スタッフ10名感染報 

告有り。自治体へ報告。 

③ 11月にアタマジラミが発生、園児6名に確認された。本部へ報告 

発作・痙攣等の対応 発作、痙攣は園では発生せず、ダイアップの使用はなかった。 

その他、救急車要請はなし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月8日に中目黒どろんこ保育園にてエピペン研修を調理スタッフ

5名、保育スタッフ名14、計19名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、23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） 

自園に AED は設置されていないが、保健衛生スキルアップ講座にて

年間で計5名が新たに受講し習得済み 

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・換気を徹底するなど各園で記載 

 

 

〈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 
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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、10月に実施済み 

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14日、11月15日 

歯科健診 各年２回／６月9日、11月10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7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 「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する力を育てるとともに、他

の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室外と

もに子どもが自発的に関われる環境設定に努める。 

実践結果 ・子どもの興味関心、意欲をから道具や材料などを用意し、週会議やクラ

ス会議において、発達にあっているのかなど検証した。 

・異年齢児が混ざり合う中で、発達の差を考慮した環境設定になっている

か、子どもが遊びこんでいるか等、保育 We などを用いて考察し改善し

た。 

次年度方向性 異年齢保育の追求 

2 計画・ねらい ゾーン保育や玩具の安全性を常に確認しながら、子どもの興味関心に合わ

せ、マンネリ化を防ぎ、遊びを豊かにしていく 

実践結果 玩具の破損や材料の安全性を常に確認しながら、子どもが遊びこめる環境

を作っていった。 

次年度方向性 子どもを取りまく環境がマンネリ化しないように常に子どもの姿と照らし

合わせ、環境改善に努める。 

3 計画・ねらい 保育中の安全対策や衛生管理など職員の共通理解できる体制を整え強化す

る。 

実践結果 危ないから排除するのではなく、安全性を確認し維持していくことを考え

ていくことを基本とした。子どもたちの発達、個性、心身の状態に合った

環境設定を仕掛けた。 

・睡眠中、プール活動中、水遊び中、散歩中、食事中、歯磨き中などの場

面では命にかかわる重大事故が発生しやすいこと踏まえ、子どもの主体

性、自主性を大切にしつつ、室内外の環境に配慮し、チーム保育に努めな

がら、職員同士の連携を強化した。 

・玩具や園児の持ち物などは衛生管理に注意し清潔に保つよう職員も意識
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して、確認した。 

・事故防止チェック、設備点検などを確実に行い不備が認められた時には

速やかに対応し、職員に周知した。 

次年度方向性 子どもが遊びこむ中で発見したことやチャレンジしようとしたことが子ど

も主導で実現できるように環境を整える。 

 

 

 

〈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 ヤギ小屋 園庭 毎週 異常なし 

２ 植木鉢用飾り棚 園庭 毎週 異常なし 

３ 園庭用おままごと棚 園庭 毎週 異常なし 

４ 飼育用具台 園庭 毎週 異常なし 

５ 配膳台 幼児室 毎週 異常なし 

６ ハニーポットの屋台 幼児室 毎週 異常なし 

７ 製作用品棚 幼児室 毎週 異常なし 

８ 絵本棚 ひえ組 毎週 異常なし 

９ パーテーション 幼児室 毎週 異常なし 

10 食事用小テーブル 幼児室 毎週 異常なし 

 

 

 

 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 厚生労働省、法人の運営マニュアル・保育品質マニュアル、自治体条例・

規則に基づいて的確に行動した。 

2 実践結果 防災対策 

・災害や事故の発生に備え、危険個所の点検や毎月消防計画に基づいた避

難訓練や初夏訓練の実施。また、施設長を中心に日頃から「連絡体制の周

知」と「行政等関係各所との連携」を行い、災害発生時に各スタッフが迅

速かつ適切な対応を取り、子どもの安全を確保できる体制を整えた。 

3 実践結果 ケガ事故防止対策 

・保育中の事故防止のため、子どもの心身の状態等を踏まえつつ保育所内

外の安全点検に努め施設長はケガ事故発生時対応フローチャートを全スタ

ッフに周知した。フローチャートは更衣室・職員室に掲示し、全スタッフ

はいつでも対応できる状態にした。 

・ケガ、事故発生時または「ケガに至らなかったが、一歩間違えたらケガ

をしたであろう」という場合の記録（ヒヤリハット）を作成し、報告・共

有の上、時系列で検証、分析し今後同じような怪我・事故の発生を防ぐよ

うにした。 

4 実践結果 防犯対策 

・定期的な不審者侵入対策の他、日々の不審者対策として、 
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１．笛の携帯 

２．代理送迎者登録の更新及び代理送迎者の身分証明書の確認をした。 

 

 

 

 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

保育園は、地域の社会資源であり地域研修の場でもあるため、実習生・研修生の受け入れに社会的責

任があります。そのため、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、当園では実習生・研修生を積極的に受け入れました。 

【種類】小中高生の体験学習（ボランティア）の受入／保育養成校の学生の実習受け入れ 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

２月８～22日 愛国学園保育専門学校 １人 責任実習 

8月15日～27日 日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月26 広尾学園高等学校 2人 

8月1日、31日 玉川学園 5人 

8月4～5日 大鳥中学校 6人 

8月8日、18日 国際基督教大学高等学校 6人 

8月23～24日 ICU 高校 3人 

 

 

 

 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 

22名 

13日

21名 

10日 

20名 

8日 

21名 

5日 

19名 

9日 

22名 

7日 

19名 

11日 

20名 

8日 

24名 

13日 

24名 

21日 

23名 

10日 

25名 
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園内研修 8日 

22名 

13日

21名 

10日 

20名 

8日 

21名 

5日 

19名 

9日 

22名 

7日 

19名 

11日

20名 

8日 

24名 

13日 

24名 
  

離乳食研修 

講師：施設長 

4月12日に中目黒どろんこ保育園にて12名のスタッフが出席 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月4日 学び事業部 

「子どものアトリエ」から

の3つのプレゼンテーショ

ン研修 

１名 有 

8月24日 学び事業部 

生存確認は5分に1回ではあ

りません！保育現場が考え

直す養護「生命の保持」研

修 

１名 

有 

9月5日 学び事業部 

森林浴の効果と利用方法～

セルフケア TIMEFOREST

～研修 

１名 

有 

9月26日 学び事業部 

遊びを生み出し、関わりを

育むおもちゃワークショッ

プ研修 

１名 

有 

1月24日 学び事業部 遠見さんから学ぶ性教育 ２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 

２名 

17日 

2名 

14日 

2名 

26日 

2名 

16日 

2名 

13日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

14日 

2名 

14日 

2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 

20日 

1名 

17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） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 2月17～3月2日に1名のスタッフが保育園にて勤務 
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〈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。 

 

 

 

 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

法人理念における保育方針の「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」にある通

り、園外に出かけ近隣住民や身近な人と様々なかかわりを経験し、子どもたち一人ひとりが地域に愛

される存在になるよう計画し実践した。 

 

 

〈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：なべころ公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：宇野豆腐店、目黒警察署、大鳥神社、八幡神社、目

黒国際交流館、目黒寄生虫館、ヤマト運輸、目黒区役所、祐天寺駅、ま

いばすけっと、ポルシェセンター、目黒区民センター、目黒消防署等 

世代間交流 5月17日に中目黒どろんこ保育園にて子育て親子との交流会を実施 

異年齢交流 ７月20日に中目黒どろんこ保育園にて小・中学生との交流会を実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施 

 

 

 

 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 

子どもの発達の連続性を見据えた上で、保育所における保育がおこなわれていること、子どもたちの

生活が小学校へつながるものとして、就学を見通した保育がどのように行われているか小学校と連携

できるように働きかけた。しかし、コロナ禍具体的な連携には結びつけられなかった。 

 

 

〈２〉具体的な連携 

コロナ禍の為、具体的な連携無し 

 

 要支援児  
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〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

特別な支援が必要な乳幼児については、個別に保育計画を作成し、家庭や関係機関と連携しながら、

計画的かつ継続的に一人ひとりに応じた保育内容や配慮を実践した。毎月の個別ケース会議を毎月実

施し、園全体でも共通理解を図った。 

 

 

〈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：９名 

・医療機関や専門機関による療育方針・方法を共有した。 

・保育所の保護者全体に対しても障害児保育への正しい認識が持てるように配慮した。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

障がいのある子どもの生活の質が高められるよう、その子どもの特性を活かすよう支援の経過を伝

えた。 

 

 

 

 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 

2名 １名 0名 2名 0名 1名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 6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4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2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 

2名 3名 ３名 4名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 12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 

 園運営の向上 
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〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

学研データーサービスに依頼して受審済み 

アンケート配布日：10月28日 

アンケート回答率（スタッフ）…60％／アンケート回答率（保護者）…63.8％   

経営者ヒアリング・施設長ヒアリング・園審査：2023年1月23日に実施 

 

（省察）職員アンケートでは「情報の共有」と「保護者様への保育園が目指す子ども像への共通理

解」があげられた。保育園運営の核心と言っていい内容であった。保護者（利用者）アンケートでは

「保育所での活動は、子どもの身心の発達に役立っているか」など、高い数値をいただき満足度が高

い様子が読み取れるが、法人の利用者アンケートで示されたご要望に対して真摯に受け止め、スタッ

フ全員で改善に取り組んでいきたい。 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２２年10月1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：13時30分 

自己評価終了時刻：14時00分 

自己評価実施者：施設長、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：78％ 

 

（省察）降園時に保護者様には日々の子どもの様子をなるべく詳しくお伝え出来ように「3分間対

応」を心掛けているが、保護者様の満足度は十分とはいえず、「3分間」の中身はどうなのか、その

内容や伝え方について今一度検討する必要を強く感じている。2023年度の取り組みとする。 

 

 

 

 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   

報告すべきご意見 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。 
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以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：中目黒どろんこ保育園 施設長 中村 利江 
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２０２２年度 船橋どろんこ保育園分園 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～ 
船橋市は千葉県で千葉市に次ぐ人口２番目の市であり、都心に通勤する保護者も多い市の中心部に

位置する保育園として、整備された都会的な雰囲気と人口の多い雑踏の中で以下のどろんこ会の基本

方針をもって子どもたちを育み成長を見守る。 

      

子育て理念『にんげん力。育てます。』 

     子育て目標『センス・オブ・ワンダー』 

          『人対人コミュニケーション』 

 生活・遊び・労働を教えあう保育園生活を実践していく。 

 

1 原点回帰 

基本としている日々の異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩９時出

発・生き物の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・青空保育の意味を深めながら

実践する。形がパーフェクトであることより、課題をみつけ、常によりよくするために学び・努

力するプロセスを大事にする。 

2 異年齢交流 

他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活動実践 

異年齢の関わりの中で直接体験を通じて、以下3つの要素が求められる環境構成をし、見守る。 

① 他者との協働 ②感情コントロール ➂目標の達成 

3 食育の充実 食材・食の循環を認知する直接体験 

4 子どもの姿を捉えた保育計画の作成 

5 記録と公開 自園の強み・特徴を生かした園や子どもの姿の記録と公開  

6 保護者の心に入り込んだ接遇 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設  

7 大人のにんげん力 UP  

新人事評価制度への切り替えにともない、全スタッフが目標設定をおこなう。 

8 コンピテンシーの追求 

２０２２年度は No.３・４に集中して「計画・実行する」「判断する」について深め、極める。  

9 選ばれる園をつくる 

スタッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から愛され、評判がよい園

つくり 

 

以上の年度当初に掲げた基本方針に沿い、日々の保育を丁寧に子どもたちと向き合って進めてい

く事が出来た。 
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〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい プロジェクト保育・年間を通じてテーマ設定に沿って保育を進める。 

実践結果 策定会議で決定した担当保育者のテーマに沿って様々な活動を進めていく

事が個人差はあるものの実践された。 

次年度方向性 プロジェクト保育の内容を偏りのないように計画的に進めていく。 

2 計画・ねらい 食育の充実・食育活動、畑作業、調理、廃棄物の活用の循環を意識する 

実践結果 畑にて野菜の生産をし、下拵え、クッキング、食の循環を学ぶ事が進めら

れたが、畑の作物が計画通りには出来ていなかった。 

次年度方向性 実践可能な内容を計画し、計画通りに進められるようにする。 

3 計画・ねらい 環境整備・心地の良い居場所づくり。 

実践結果 各担当を中心に整理整頓・元に戻す・必要なものをきれいに設置すること

がなかなか出来なかった。 

次年度方向性 監査前のみではなく、日常的に整理整頓が習慣化できるような工夫を考え

て進めていく。 

 

 

〈２〉保育所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、子どもたちの成長を伝え合い、喜び合える関係を維持

していく。 

日々の挨拶、連絡帳やタイムライン・ポートフォリオの保育の見える化を進め保護者の理解を深めて

いく。 

 

1 計画・ねらい 保護者の立場の理解・「思いやり」をもって個々に必要と思われる部分の

援助 

実践結果 保護者の勤務・生活状況を把握し、必要に応じて子育てのアドバイスを進

める。シッターノートやチャットの活用で情報の共有を進めた。 

次年度方向性 保護者の情報共有の強化。知らなかったという事の撲滅。 

2 計画・ねらい 日々の成長を「誠実」に伝え共有する・児童の成長を共に喜ぶ。 

実践結果 朝の受け入れ、連絡帳、タイムライン、お迎え対応を通じて「謙虚」に

「感謝」を忘れず、コミュニケーションを進めた。 

次年度方向性 保護者に対する畏敬の念を常に意識し丁寧に対応を持続する。 

3 計画・ねらい 保育参加・保護者懇親会・行事への参加・保護者面談を通じて保育園を親

子で親しむ。 
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実践結果 保育方針に共鳴してくださる保護者への園生活への参加を進めた。保護者

の個人面談の設定。 

次年度方向性 保護者の思いを察し、保護者と共に児童に寄り添う思いをしっかりとお伝

えしていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

見学者対応・体験保育・園開放・小中高生交流・世代間交流・ボランティア受け入れ・子育て相談を

継続し、地域子育て支援の拠点として保育園の役割を担う。 

 

1 計画・ねらい 子育て支援室(本園)の活用・地域の子育て家庭の安心安全な居場所とな

る。 

実践結果 定期的なイベント(子育て相談・誕生会・保健衛生)の実施は保育園見学に

おいての子育てアドバイスにとどまってしまった。 

次年度方向性 子育て支援室(本園)の活性化、園行事へのお誘いの強化。 

2 計画・ねらい 青空保育の活性化・地域へのアピール 

実践結果 月1回の近隣公園での青空保育の実施は出来たが、その予告と実践時の招

集活動の促進はなかなか進められなかった。 

次年度方向性 毎月の定着行事として地域へ広報強化。 

3 計画・ねらい 地域の商店や施設訪問・地域の保育園として親しまれる。 

実践結果 老人施設・公民館・商店への挨拶は実施出来たが、訪問については先方の

状況により対応が困難なケースもあった。 

次年度方向性 コロナ禍の状況を確認しながら無理なく進めていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

保育のプロとしての役割と責任を意識し、未来を担う子どもたちの成長を見守るやりがいを感じられ

る保育者を育成する。 

 

1 計画・ねらい 子どもの人権・虐待防止の基本を理解する。 

実践結果 研修の実施。情報の共有。具体的な事例を知り理解を深める事は出来てい

る。 

次年度方向性 万が一見かけた際は、情報共有するだけでなく、他人に注意・指導できる

ような組織・集団、及び環境でなくてはならない。 

2 計画・ねらい 大人の人間力を育てる。一人ひとりの特技を磨く。 
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実践結果 自分の得意を極める。自分自身の生きる力を強める事は個人差があるもの

の徐々に進められてきた。 

次年度方向性 個人個人の得意を認め合い、実践できるように日々の保育にも具体的に取

り入れていく。 

3 計画・ねらい 園事業計画を具現化する。自分の園の意識を高める。 

実践結果 事業計画に沿って、日々の保育内容の見直し、振り返り、ブログ、エピソ

ード記録などで保育内容の発信をしていく事は、生活発表会で集大成とし

て具現化できた。 

次年度方向性 大きな行事(どろんこ祭り・運動会・生活発表会)を目標及び節目としてス

テップアップしていけるように持続、継続していく。 

 

 

〈５〉子どもも大人も笑顔で穏やかな時間を過ごせる大きなお家 

1 計画・ねらい 笑顔があふれ穏やかな居場所となる。常に前向きな思考をする。 

実践結果 朝の受け入れから、笑顔を絶やさず、子どもたちの姿を全員で把握できて

いるように情報共有を進めた。 

次年度方向性 児童や保育者、保護者について良いところ探しをし、常に前向きに明るい

話題を絶やさないように生活を進めていく。 

2 計画・ねらい 率先して動く。気づきに敏感な感性の育成。 

実践結果 自分に割り振られた担当を熟したうえで、周囲の状況も読み取れるような

経験を重ねる。コンピテンシーの活用による振り返りの実践をした。 

次年度方向性 気付きの力、俯瞰能力を高める研修も考え取り入れていく。 

3 計画・ねらい 人間力を身に付ける。平等性・情報の共有。 

実践結果 様々な研修を意欲的に受講し、広い視野を持ち、客観的に自分を見ること

ができる人材の育成を行った。 

次年度方向性 園長大学、保育士大学の視聴を共有し、日々の保育や生活に活かせるよう

に話し合う時間を作っていく。 

 

 

 

〈６〉環境整備・おもてなし 

1 計画・ねらい 環境整備・施設の美しさを保つ・自信をもっての見学案内が出来る。 

実践結果 日常清掃・整理整頓の徹底・五感を働かせ保育環境を整えた。 

次年度方向性 見学案内をすべてのスタッフが対応できるように進めていく。 



20221215 版 

 

2 計画・ねらい 人対人コミュニケーション・気持ちの良い挨拶の徹底 

実践結果 大人が子どもの手本となる。笑顔を絶やさずコミュニケーション力を高め

る実践を行った。 

次年度方向性 挨拶の徹底。立ち止まり姿勢を正し丁寧に挨拶を実施する。 

3 計画・ねらい 協調性・平等性の意識を持つ。子どもにも伝えられる。 

実践結果 雰囲気を感じる力・今、相手が何を感じているか察知し対応する力を具体

的に振り返り昼礼や園会議にて指導した。 

次年度方向性 気付きの足りないと感じた時にはそのままにせずに感情的にならず穏やか

に伝える工夫を進める。 

 

 

〈７〉有言実行 

1 計画・ねらい 期日を守る。提出期限・締め切りはあくまで最終日という事が意識出来

る。規則正しい生活をする。 

実践結果 保育担当チームによるタスク管理、規則正しい生活をする事を推進したが

個人的に繰り返し忘れてしまう事があった。 

次年度方向性 期日の意識を高める工夫を継続する。習慣が身につかないスタッフについ

ては個人指導を進める。 

2 計画・ねらい 有効な保育計画。子どもの成長に沿った保育計画を具体的に実践する。 

実践結果 保育計画の基本を意識した上で、予定外の事象には臨機応変の対応をする

事も出来ていた。 

次年度方向性 年間保育計画から月間、週間へとおろし基本的には無理のない計画を進め

ていくが時期によって必要な計画を加える。 

3 計画・ねらい 自己計画。自分の目標を立て実行していく。 

実践結果 目標の周知、周囲との協同を進めるように促したがなかなか順調に行かな

かった。 

次年度方向性 自己省察を各自進められるようにクラス担任同士、年齢層の同じ同士、先

輩後輩など様々な組み合わせを活用していく。 
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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 
31人 72人 69人 0人 0人 0人 172人 

年度後半：

10~3月 
36人 72人 68人 0人 0人 0人 174人 

 

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 

49人 65人 89人 53人 40人 55人 45人 64人 51人 66人 57人 57人 691人 

うち0

歳児 

1人 1人 18人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 18人 5人 4人 49人 

（解説） 

 

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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（解説）一時保育事業は本園にて実施 

 

 

〈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 

施設長 １人 保育士 ５人 栄養士 人 調理員等 １人 

パート 

スタッフ 

保育士 5人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・情報共有 

・各行事の打ち合わせの実施。 

給食運営会議 月1回 給食の振り返り・食育について振り返りを実施した。 

事故防止委員会 月1回 安全確認・事故記録、ヒヤリハット、インシデント振り返りを

行った。 

ケース会議 月1回 支援の必要な児童についての話し合いを実施した。 

リーダー会議 週1回 日常の保育の振り返り・見通しを考えていった。 

行事会議 都度 行事についての計画反省を実施した。 

 

 

〈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12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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 衛生管理の確認 

安全対策係 安全対策の確認 

防火管理者 消防計画の作成・避難訓練の実施、確認・ 

食品衛生管理係 給食の安全管理 

畑係 作物の定期的な作付け・見守り・収穫など 

生き物係 生き物の世話 

 

 

〈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 どろんこ祭りの計画と実施 

船橋市民フェスティバル係 実施なし 

 

 

 

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 

・身の回りの事が自分で出来る事は自分でするように支援した。 

・沢山の経験から多くの事が感じられるように原体験の機会を多く設けた。 

・年齢を問わず、子どもたちが自分で遊びを選択できるような環境設定をした。 

・異年齢での活動の機会を多くし、園が子どもたちの『大きな家』になるように

努めた。 

保育参加 
4～3月まで 合計6名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計5名 が参加済み  （3月1日時点） 

・ 

 

 

〈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 
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 ・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 

保護者とのコミュニケーション、保育者・調理など全スタッフが専門性を活かしながら、子どもの様

子に寄り添いながらの食育活動を進めていく。 

 

1 計画・ねらい 子どもたちの食材への意識を高める。素材を知り味わう。 

実践結果 素材への関心を高め、嚙む力を育て素材の味を味わう事が進められた。 

次年度方向性 その日の給食のメニューを知りその素材を知り関心を持って味わう事が出

来るようにする。 

2 計画・ねらい 食を楽しむ。子どもが自分たちで盛り付け・配膳をする。 

実践結果 自分で食べられる量を知り、自分の体を育てる意識を持つことが年齢によ

るが意識出来てきている。 

次年度方向性 年齢に合わせた食の楽しみ方(盛り付け、バイキングなど)を進めていく。 

3 計画・ねらい 子どもと一緒に食べる。子どもの食事内容、食べ方を知る。 

実践結果 調理員・保育士・施設長は子どもと一緒に給食を食べる事はコロナ禍の

為、出来なかったが、好きなものを好きな人と好きなだけ食べられる経験

を促す事は進められた。 

次年度方向性 コロナ禍が沈静されることにより、調理員・保育士・施設長が子どもと共

に食事をし、子どもの食事について理解が深まるように進めていく。 

 

 

〈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21日／1月17日に実施 

歯科検診 6月8日に実施 

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 

①6月８日に歯磨き指導を実施 

②11月15日に手洗い指導を実施 
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流行した感染症 ２月にインフルエンザ、園児４名・スタッフ３名が罹患 

発作・痙攣等の対応 発生計0名・ダイアップ使用なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・３月４日にエピペン研修をスタッフ10名、スタッフ計１名が新た

に受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ11名のうち、11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４日に AED 研修をスタッフ10名、スタッフ名計1名が新たに

受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ11名のうち、11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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 5･7･9･11･1･3月の25日に計6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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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30日、10月30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月日、1月日 

歯科健診 各年1回／6月日 
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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15日、10月14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 

保育所保育指針第２章保育の内容に記載されている「自分で考え、自分で行動する」「自ら行動する

力を育てるとともに、他の子どもと試行錯誤しながら活動を展開する」を基本とし、室内・室外とも

に子どもが自発的に関わる環境を設定する。 

 

1 計画・ねらい 室内環境の整備 

実践結果 季節や興味を意識し、子どもたちの興味を促す環境の設定を進められた。 

次年度方向性 季節や興味を前面に室内環境の整備を進めていく。 

2 計画・ねらい 保育園の出入り口の環境整備 

実践結果 子どもたちや保護者のスムーズな動線整備。随時見直すことは出来たが、

屋や保護者の混乱を招いた場面も見られた。 

次年度方向性 年度当初に朝夕の出入り口の設定を決定する。 

3 計画・ねらい 散歩コースの環境整備・安全管理 

実践結果 子どもたちと共に、ハザードマップの作成を進めることは出来たが子ども

たちと共にはあまり実施出来なかった。 

次年度方向性 散歩コースを子どもたちと共に検証しハザードマップの作成を進める。 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

手作り遊具・家具一覧 

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 実践結果 避難訓練(月1回)火災・地震を想定。通報訓練・引き渡し訓練・うちの子

アプリ保護者向け書き込み。 
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2 実践結果 事故防止チェックリスト(年6回) 

3 実践結果 不審者対応訓練(年2回) 

4 実践結果 設備点検(年4回) 

5 実践結果 事故防止委員会 

6 実践結果 地域河川氾濫を想定した水防計画 

7 実践結果 光化学スモッグの対応 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉 今年度の振返り 

昨年度までコロナ禍で受入れが無かったが、今年度は久しぶりの参加があり、指導職員も実習生と積

極的に関わることが出来ていた。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

6/10～6/24 東京専門学校 1人 保育実習 

2/6～2/17 千葉こども専門学校 1人 保育実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

なし 

 

 

 

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 

15日 

11名 

20日

11名 

17日 

11名 

15日 

11名 

19日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

18日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

17日 

11名 

5日 

11名 

園内研修 15日 

11名 

20日

11名 

17日 

11名 

15日 

11名 

19日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

18日 

11名 

16日 

11名 

21日 

11名 

17日 

11名 

5日 

11名 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

4月16日 船橋どろんこ・つむぎ宮下 自閉症の世界を知ろう 10名 無し 

 

 

〈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） 

21日 

1名 

18日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

15日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

18日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

15日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

 

 

〈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 

船橋どろんこ保育園分園の存在を広く地域に知っていただくことで、子どもたちと地域の方々との

交流を深め、成長や安全を見守っていただけるようにしていく努力をしたが、積極的に園を開放し地

域の子育てに貢献していく事は出来なかった。 

 

 

〈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：本町中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：駅前交番、花屋、スーパー、魚屋、体操教室、空手

教室、ケーキ屋、パン屋、郵便局、駄菓子屋、美容院、歯医者等 

世代間交流 実施無し。 

異年齢交流 月日に天沼弁天池公園にて専門学校学生との交流を実施 
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異文化交流 月日に外国人保護者による異文化交流を実施 

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 

就学予定年齢の児童なし 

 

 

〈２〉具体的な連携  

特になし 

 

 

 

10．要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

・個別支援計画の作成をした。 

(行動、感覚、姿勢、運動、聞こえ、言葉、コミュニケーション、保護者や他の子どもとの関わりなど) 

・個別計画の見直しと今後の支援についての話し合いを進めた。 

・保護者との面談を実施し課題と方向性を共有した。 

 

 

〈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：５名 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

就学予定年齢の児童なし 

 

 

 

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 ６名 ０名 ０名 ０名 ０名 ５名 0名 2名 2名 ２名 ３名 20名 
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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：本町中央公園にて 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 ６名 ０名 ０名 ０名 ０名 ５名 0名 2名 2名 ２名 ３名 20名 

 

 

 

12.園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

第三者評価受審なしだが、ＩＳＯ９００１を受審 

 

ペリージョンソンレジストラーにて実施 

アンケート配布日：１１月１０日 

アンケート回答率（スタッフ）…１００％／アンケート回答率（保護者）…１００％   

経営者ヒアリング・施設長ヒアリング・園審査：１２月１日 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

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

自己評価開始時刻：９時００分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：施設長、主任、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 
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アンケート配布日：８月２５日 

アンケート回収率：１００％ 

（省察） 

アンケートの回答率は良好だった。大半はお褒めの言葉をいただいたが、一部の意見とし

てスタッフの態度や言葉に対しての指摘も見られた。スタッフ全員で自分事として受け止

め対応していくように周知した。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 ０件 

 

〈２〉重篤なケガ（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３１日  作成者：船橋どろんこ保育園分園 施設長 齋藤みどり 
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２０２２年度 南魚沼どろんこ保育園 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～ 
コロナ禍からスタートした2022年度、近年まれにみる大雪から迎えた春、猛暑の夏、穏やかな気

候が続いた秋、そして、子どもたちのパラダイスとなる雪の季節へ、子どもたちの成長と季節、気候

に合わせ、様々な体験の機会を計画的に実施してきた。さらにコロナ禍にあっても、子どもたちに必

要な体験として日課や戸外あそびの内容の質を高めながら、継続して取り組んできている。 

しかし、コロナ感染による休園や人との繋がりの機会の減少により、保護者の不安や負担感は高か

ったと思われる。そんな中で、園では担えない保護者同士の交流の機会が、どろんこサポーターによ

って築かれてきたことは、保護者の方にとって何より心強かったと思われる。どろんこサポーター活

動の発展がこれからの園作りに必要な力であると感じ、次年度は保護者と共により良い園作りに力を

入れて、取り組んでいきたい。 

また、子どもたち・保護者の期待が高い3大行事の一つである「どろんこ祭り」の直前の中止はあ

ったものの、運動会、生活発表会では子どもたちが主体的で真剣に取り組む姿が保護者・スタッフの

感動を呼び、共感を得る機会となった。改めて、日々の保育の充実が子どもたちの成長につながる事

を実感した機会となった。 

2022年度の振り返りから、2023年度は地域、保護者、子どもたちとのコミュニケーションと情

報発信、日々の保育の充実がキーワードになると考えられる。大切な幼児期をどのように過ごすかが

重要であることを踏まえ、全スタッフの保育の質の向上に向け、継続した取り組みが求められると考

える。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい コンピテンシーとは何か、その必要性の理解。 

「計画・実行」「判断する」について理解を深め、極める。 

実践結果 毎月の園会議でコンピテンシーの項目を、現在の課題から抽出し、具体的

な事例と共に共有し、ディスカッション等で理解を深める機会を持った。 

次年度方向性 コンピテンシーは質の高い保育を目指す重要な視点であり、深めた理解が

日々の保育に活かされるためには、現場とリンクしている事を確認する仕

組みつくりが必要であると感じた。リーダーを中心に、意識を高める仕組

みの構築を次年度に計画する。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環を認知する直接体験。 

全てのスタッフ、子どもが食の体験に関わり、味わう。 

実践結果 食の循環を知らせる田んぼ、畑作りを行い、食品を加工し、味わう体験を

食育計画に則り実施してきた。上手くいったことも失敗もあったが、失敗

も体験の一つと捉えられる。食品加工においては、味噌作り、梅干し作り

とも、上々の出来で子どもたちは、喜んで食している。田んぼで収穫した

完全無農薬米は30㎏ほどの収穫があり、食育を楽しんだ。 

次年度方向性 担当するスタッフが中心となり活動してきた中で、課題としてあげられる

のは、さらに子どもたちに意味ある活動とし、全スタッフで関わる食育活
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動とする事である。次年度に向けて、全スタッフが提案し、全スタッフが

食の循環を認知する計画とすることが、求められる。 

3 計画・ねらい 南魚沼の良さを生かした他者との共同を生み出す保育環境づくり。 

（ビオトープでの活動 2年目の共同活動） 

異年齢の交わりの姿を捉える。 

実践結果 3つのどろんこ池の内、2つは稲作作り、残りの1つはビオトープ・どろん

こ池として子どもたちの遊びに使用してきた。毎年、ビオトープの環境は

変化し、卵が孵化して生息していたメダカはほとんど姿を見せなくなっ

た。 

ビオトープを囲むように流れる小川の淵は、6～8月にかけて草がはびこる

ため、川の淵を整備する作業を担当者の声掛けで実施してきた。春から秋

にかけ大量に増える水藻の発生の原因は不明である。 

次年度方向性 水のある環境は、子どもたちにとって魅力があり、自ずと子どもたちが引

き寄せられる。その環境の魅力を更に高め、子どもたちが夢中になり、継

続した活動がビオトープで展開するゾーン保育を目指したい。 

４ 計画・ねらい 日課に取り組む意味の再確認と日々の実践。 

日課に取り組む職員のレベルアップ。 

実践結果 日課として、雑巾がけ・うた・さくらんぼリズム・サークル・座禅・9時

散歩出発と流れは定着したことで、日々の活動も充実してきているように

感じている。反面、９時出発で散歩に出かける時の集合に時間を要する

事、さくらんぼリズムの指導力等の課題が上げられる。 

次年度方向性 日課の一つひとつの意味をスタッフ間で共有し、子どもたちの成長につな

がる日課となるように、保育の質を高める。さくらんぼリズムの園内研修

を取り入れ、童謡等の歌も年間計画を立て、様々な歌に触れる機会を持つ

など、内容の充実を図る。 

 

 

〈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 保護者と協同した子育ての追求。 

保護者の気持ちに寄り添い、保護者の視点に立つ。 

実践結果 コロナ禍で保護者の繋がりが希薄になり、様々な不安や心配が高まってい

た中、３年ぶりに開催できた運動会は、子どもたちの成長の姿が感動を呼

び、保護者と共感する機会となった。コロナ感染で中止となったどろんこ

祭りではあったが、準備に関わって下さったどろんこサポーターが中心と

なり、保護者の交流の機会を企画運営する活動に発展した。 

次年度方向性 今後は保護者参加の行事が計画通りに行われることを願いつつ、園では担

えない保護者間の交流をどろんこサポーターが中心となって、企画運営し

ていく体制をバックアップしていく。 

2 計画・ねらい 子どもの成長の姿を捉えた保育実践記録の公開。 

ポートフォリオを通して、保育者の思いを伝える。 

実践結果 ポートフォリオを保育実践記録としての活用ではなく、保育者と保護者が

共有するツールとして、タイムラインの写真を通して、お伝えしてきた

が、生きた情報発信に課題が残った。また、アルバムの購入状況から見

て、子どもたちの活き活きとした表情を上手く撮ることに課題が感じられ
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る。 

次年度方向性 スマホでの写真の撮り方の研修などを通して、スタッフ全体の撮影技術の

レベルアップを図り、保護者の方が購入したくなる写真のアルバム掲載と

リアルなタイムライン掲載が期待される。 

3 計画・ねらい 感動あふれる行事の実施（運動会、生活発表会、卒園式）。 

子どもの成長の姿をお見せすることは保護者への子育て支援。 

実践結果 どろんこ保育園が目指す子どもの姿を、子どもたちが運動会、生活発表会

で示してくれた。保護者、スタッフ共にその姿に感動し、多くの方が涙す

る感動あふれる行事となった。 

次年度方向性 日頃の保育による、子どもたちの成長の姿が、大人の感動となり、養育す

る力にもなる事を子どもたちから学び、引き続きどろんこ保育園らしい、

感動の行事を目指して行くことが期待される。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ちきんえっぐだより配布の範囲の拡大。 

少子化の現状から、子育て支援計画の広報地域拡大。 

実践結果 ちきんえっぐだよりの拡大には至らなかったが、昨年を上回る利用数があ

り、出前保育での広報活動が利用拡大に繋がったと思われる。 

次年度方向性 更なる利用者数の拡大に向けて、積極的な広報活動を展開していきたいと

考える。出前保育の場所は市内外からの利用者が多い、道の駅の隣接地で

ある利点を生かして、子育て支援事業の広報を重点的に行っていく事が望

まれる。 

2 計画・ねらい 子育て支援と子育ち支援の両方向の支援 

実践結果 コロナ禍で人との繋がりが希薄になり、子育てに悩む保護者も多いことに

合わせて、子どもの育ちの視点からの課題もあげられる現状があると思わ

れる。子育て支援に加え、保護者の養育力を高め子どもの育ちに着目した

子育ち支援の充実に視点を置いた事業展開が期待される。 

次年度方向性 毎月、計画している講座に子育ちの視点を加えた内容を盛り込み、保護者

が自分の子育てに自信を持ち、長い子育ての道のりを、乗り越えようとす

る気持ちを支える場としての、役割を担っていく。 

3 計画・ねらい どろんこ祭りの地域連携による実施 

実践結果 コロナ感染により、直前で休園となったためどろんこ祭りは、残念ながら

中止となった。コラボ開催予定だった地域の「糸と糸盆踊り」は予定通り

開催された。当日は雨天であったが100名程の参加者があったとのことで

ある。 

次年度方向性 2023年度はコラボ開催の元年とし、地域の祭りとして定着していく事を

願い、計画して行く予定。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 理念・基本方針の意義について理解を深める。 

理念・基本方針を目指してチーム保育。 

実践結果 新卒3名のスタッフを迎え新人会議として実施した他、日課への取り組み

を通して、園会議の中で法人が目指す方向やスタッフの職務として行うべ

きことを共有してきた。 

次年度方向性 法人の理念や方針は重要事項であり、深く理解するためには次年度も引き

続き、取り組んでいく事が求められる。 

2 計画・ねらい ・保育所保育指針を読み解き、日課との繋がりを学ぶ。 

・保育所保育指針を読み解き、保育の原点に立ち返る。 

・保育の原点とどろんこ会基本活動の理解を深める。 

実践結果 毎月の園会議にて、保育の原点となる日課の意義やねらい、保育への位置

づけなどの内容で研修してきた。日課への取り組みや子どもの姿を見て臨

機応変な保育が実践されていることから、大きな前進が感じられる。 

次年度方向性 すべては子どもたちの為であり、子どもを中心に保育を考えようとするス

タッフが増えており、良い影響がさらに広がり保育の質の向上につながる

事が期待される。 

3 計画・ねらい ・スタッフのにんげん力を高めるとはどういう意味か考え共有する。 

・スタッフは子どもの大人モデルであり、人的環境である。 

実践結果 子どもたちの主体的な活動を目指す前に、必要なのはスタッフも主体的に

考えて、行動することが求められると改めて感じる1年であった。チーム

保育の必要性は重要であり、チームの連携は次年度の課題としてあげられ

る。 

次年度方向性 主体的に行動するスタッフの育成を目指して、キャッチフレーズは次年度

も継続して掲げ、さらにはインプットからアウトプットの機会を創出し、

スタッフ育成を具体的に計画して行く。 

４ 計画・ねらい 次世代のリーダーとなるスタッフの育成。 

各スタッフのキャリアを見据え、保育への思いを育成する。 

実践結果 業務ごとにリーダーをたて、リーダーが責任を持って他のスタッフを育成

する意識を持つような仕組みを作った。上手く稼働した部分と、そうでな

い部分があった。上手く稼働した部分を残し、改善する部分については再

考しながらの継続が望まれる。 

次年度方向性 リーダー育成は必須の事項であり、リーダーとなる人材の育成こそが保育

の質の向上へと繋がると思われる。次年度は更なる強化に取り組む。 

 

 

〈５〉スタッフの魅力アップのための機会の創出 

1 計画・ねらい スタッフの魅力発見の機会を創出。 

全スタッフがインプットからアウトプットする経験により、保育の質の向

上を目指す。 

実践結果 園会議を担当持ち回りとし、全スタッフがアウトプットの機会を持った。

アウトプットする機会を持つことで、スタッフの意識も自分事として、捉

えて取組んできた。 
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次年度方向性 次年度も引き続き、インプットからアウトプットする機会を全スタッフが

持つ計画である。 

2 計画・ねらい キャリアアッププランのための目標設定への取り組み。 

実践結果 自分自身の人生の中の仕事の位置づけと、自分がどのようにキャリアを積

んでいきたいかを考えながら、目標管理面談を実施してきた。自分の得意

なものを活かし、まずは目標設定する事が今年度の課題であった。 

次年度方向性 目標を持って、業務に取り組むことが仕事の楽しさにも繋がると思われ

る。目標設定が重要であり、スタッフ一人ひとりに合った目標の設定がキ

ーワードと考え、次年度にも引き続き取り組む。 

 

 

〈６〉チーム保育を目指して計画・実践・評価が相互に繋がり合う保育計画の作成によ

り、保育計画を子ども理解の共通の軸にする 

1 計画・ねらい 日々の計画の記入に際し、PDCA サイクルで評価・計画・実践へとつなが

り合う内容となるような作成。 

評価の重要性に気付き、肯定的な評価に繋げる。 

実践結果 計画の作成は、子どもの実態に即した内容にするという基本の理解が浸透

せず現場に活かせる内容に到達しなかった。省察は、子どもを捉えた内容

が記入されていても、次の計画に活かされない事が課題となっている。ク

ラスの計画を複数の保育士が記入するなど共有の難しさも上げられる。 

次年度方向性 月間指導計画や週案の作成に当っては、若手の育成を含めて共有の機会を

持ち研鑽していく必要がある。担当割りなどの見直しを含め、使える計画

作成を目指す。 

2 計画・ねらい 保育計画の作成手順の確認と内容の精査。 

計画内容の繋がりによる子ども理解と共有。 

実践結果 保育計画の作成手順については、週案はその日の子どもの姿から、翌日の

計画が変更になるような柔軟な計画であることが求められており、前日の

省察を活かした内容を盛り込むための計画の変更は欠かさないと考える。 

繋がり合う計画内容であることが、保育に活かせる計画になると思われ

る。 

次年度方向性 特に週案の計画は重要であり、その日の子どもの姿を反映し、繋がり合う

計画、負担感の軽減を次年度の課題として取り組む。 

3 計画・ねらい 自園の強みであるビオトープを活かした保育実践と記録。（2年目活動） 

共通の目的を持ち協働する活動が出来る環境作り。 

実践結果 ビオトープエリアで田んぼ、畑、どろんこ池のどろんこ遊び、小川での水

遊び、虫捕り、魚のつかみ捕りなど四季折々、様々な活動を展開した。子

どもたちにとっては人気のエリアで、夢中になれる環境であった。そのた

めに小川の淵の整備や草刈りは欠かせない作業であり、環境整備は引き続

き必要である。しかし、日影が無く生息していたメダカも絶えてしまっ

た。 

次年度方向性 子どもたちの活動も定着してきていることから、さらなる魅力あるエリア

にするために、植栽や水草の地植えなど、更なる小動物が生息しやすい環

境を目指したい。これまで何度か植栽に挑戦し、失敗してきた経緯を踏ま
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え、さらなる取り組みが期待される。蛍が飛び交う環境の維持継続を目指

す。 

 

 

〈７〉新しい地域発見・新たな長距離散歩コース作り 

1 計画・ねらい 長距離散歩コースを新たに発見する。 

四季折々、子どもたちの豊かな体験の機会を増やすためのコース作り。 

実践結果 新たなコース作りには至らなかったが、愛宕山ルートの田んぼあぜ道の新

ルート作りや降雪期の雪道散歩の実施などで、０歳児から５歳児までが参

加し、子どもたちの体験を広げる機会となった。 

次年度方向性 さらに距離を伸ばして、㈱テーブルマークまでの道や登川上流の公園、魚

野川土手コースなども散歩コースに加えたいと考える。 

2 計画・ねらい 子どもたちと長距離散歩に出かけ、四季を味わう。 

全てのスタッフが地域を自分の足で歩き、地域の魅力を発見する。 

実践結果 四季折々、機会を逃さず散歩に出かけたが6月頃から暑さが厳しくなり、

秋は11月下旬頃から天候不順が続き、計画通りに行かない事も多かった。

その年の天候に左右されてしまうが、降雪期の雪道散歩は、凍み渡り体験

と合わせて良い体験となり、活動の幅が広がった。 

次年度方向性 積極的に戸外に出て、豊かな自然を五感で味わえるように、さらにコース

を増やし、雪の季節の散歩も安全に配慮しながら、実施し活動の幅を広げ

たいと考える。 

3 計画・ねらい 散歩コースの楽しみ方を保育者間、保護者にも共有する。 

実践結果 ただ歩くだけではなく、様々なことに目を向け、歩き方を工夫して散歩を

有意義で、楽しい活動にしていくように実践を通して伝えてきた。自然物

や動物、環境などの変化に気付き、子どもたちの足取りや表情を見て、活

動にメリハリを持たせ、意欲的に歩く子どもたちの姿を目指してきた。 

次年度方向性 散歩に行きたいと言う子どもたちの声が、増えていくような散歩の在り方

を追求して行きたい。散歩を通して様々なものに目を向け、五感を活かし

た子どもたちの豊かな体験の機会とする。 

 

 

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 
30人 57人 93人 69人 110人 111人 470人 

年度後半：

10~3月 
55人 60人 101人 72人 108人 108人 504人 
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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 

19 

人 

8 

人 

4 

人 

65 

人 

4 

人 

4 

人 

40 

人 

３ 

人 

10 

人 

28 

人 

19 

人 

20 

人 

224 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

6 

人 

2 

人 

4 

人 

2 

人 

0 

人 

0 

人 

14 

人 

（解説）就業状況により、認定時間までの迎えが間に合わず急遽、延長保育となるケースが大半とな

っている。 

 

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 

1 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

2 

人 

うち0

歳児 

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 

（解説）利用ニーズが無いことや定員満のため一時保育利用が出来ない状況のため、少数となってい

る。 

 

 

〈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 16人 看護師 １人 (栄養士) (1人) 調理員等 2人 

再雇用スタ

ッフ 

1人       

パート 

スタッフ 

保育士 1人 補助 1人 調理 1人 事務 1人 

用務 1人 嘱託医  2人     
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・毎月 テーマごとに 保育の質を上げるための内容で実施 

・各係からの活動報告 

給食運営会議 月1回 子どもの喫食状況、嗜好、残食状況の共有。離乳食児、アレル

ギー児の対応状況の確認と共有。 

事故防止委員会 月1回 法人の事故状況、自園の事故の傾向、全国の幼児に関わる事故

ニュース等について検討と共有を実施。 

ケース会議 12回 特別支援児の育ちの状況と、保護者のニーズ等の確認と共有。 

リーダー会議 12回 幼児と乳児の連携や運営に関わる検討と共有。 

新卒会議 8回 新卒を育成するための内容や業務の円滑化のための会議。 

保育プログラム会議 6回 保育内容の向上のため、保育に取り入れたい内容の検討実施。 

 

 

〈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12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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 感染症に対する対策と予防、衛生点検等、日々の実施状況の確認。

役割を分担しながら、衛生管理を徹底し、チェック表を用いて見え

る化への取り組みを行った。 

安全対策係 ヒヤリハット収集から、原因の分析改善策の検討会議を毎月、開

催。インシデント・事故ケースについて都度、検討、改善、共有を

実施。同じ事故を繰り返さないように、具体的な改善策による園全

体のリスク管理への取り組みを継続する。 

防火管理者 防火設備の点検を毎月行った。 

食品衛生管理係 給食提供における適切な管理を行ってきた。保育の中で行う食育活

動についても、適切な衛生管理が行われるように係に報告、検食の

保管等についても指導、助言を行ってきた。 

畑係 子どもたちに食の循環を知らせるための田んぼ、畑作りを計画に沿

って実施するため、活動をリードし実施。 

生き物係 ウーパールーパー、めだかの世話と生き物コーナーの管理。 

山羊、鶏の当番表作成と管理。生き物に関わる事、全般につい

てリードし運営。今後は子ども中心の活動としての実施が望ま

れる。 

 

 

〈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 どろんこ祭りの内容をどろんこサポーターズと協同で計画。 

コロナ感染により、中止となった。 

 

 

 

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 

・朝の日課が定着し、日々の保育の充実につながっている。 

・サークル活動を朝の日課に組込み、子どもたちが話し合い保育を展開してきた

結果、子どもたちは協同し、友だちを思いやる姿が見られるようになった。 

・日々の保育は、戸外活動を中心とし四季折々、自然に触れ、豊かな体験の機会

としてきた。 
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・広い園庭ではゾーン保育を目指して、食育・アート・自然体験等様々な保育活

動を子ども自身が選んで参加できる環境を整えてきた。 

保育参加 
4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月15日時点） 

・乳児クラスの散歩等に同行され、保育者の一人として保育参加された。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計12名 が参加済み  （3月15日時点） 

・園での子どもの様子や友だち関係、発達に関する内容等 保護者の希望により

実施。 

 

 

〈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 食材・食の循環を知る直接体験をスタッフと子どもが共に行う。 

堆肥作りを日常保育の中で行う。 

実践結果 畑・田んぼ・堆肥作りにスタッフと園児で、年間通して取り組んできた。朝

の日課に畑活動や堆肥作りを組込み、子どもたちが役割を自分でみつけ、畑

の草取り、水やり、山羊や鶏の世話など食の循環に繋がる活動を行ってき

た。 

次年度方向性 次年度は、子どもが主体的に取り組む中で、試行錯誤するような環境設定を

考えていく。堆肥作りも、畑作りに繋がる肥えた土の作り方に興味と関心を

深める機会を作る。 

2 計画・ねらい 子どもたち・スタッフが一緒に給食を共に味わう縁側給食。 

子どもたち自身が自分で盛付・配膳することで食への関心を高める。 

実践結果 コロナ禍でスタッフと子どもが一緒に味わう縁側給食は実施できなかった。

子どもたちは気候に合わせて、園庭や縁側で景色を眺めながら、食べること

を楽しんだ。特にお弁当メニューを何よりも楽しみにしていて、好きな場所

で、好きな友だちと食べて満足している様子であった。年長、年中児が混じ

り、配膳を行い一人ひとりに合った量を聞きながら、盛り付けする姿に成長

を感じた。 

次年度方向性 子どもたちとスタッフが、共に味わう給食の実施に期待している。 

食べることが好きであるという食の基本を大切にした食育に取り組んでい

く。 

3 計画・ねらい 素材の旨味を味わい、噛む力を育てる調理に留意する。 

地場産の食材に可能な限りこだわり、仕入れる。 

実践結果 人参、大根などの根菜の皮つき調理を取り入れた。特に子どもたちの様子に

変化はなく、栄養価や残渣等への配慮も含めて、継続していきたい。 

旬の野菜などへの変更も適宜行い、地場産野菜を中心に仕入れを行った。 

次年度方向性 次年度も継続して、皮付き野菜、地場産野菜の仕入れなどに配慮していく。

素材を大事にして、無駄のない調理を実施する。 
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4 計画・ねらい 四季を通して食の循環を認知する体験を計画する。 

郷土食を味わい、加工食品作りなど豊かな食の体験の機会を持つ。 

実践結果 味噌作り、梅干し作り、干し柿作りを実施した。梅干しはご飯のお供とし

て、子どもたちに人気である。味噌作りは定着し、保護者からも作り方を教

えて欲しいという要望があり、ちきんえっぐの講座でも実施した。 

次年度方向性 子どもたちに人気の、梅干しの量をさらに増やしたいと考える。各家庭で行

われなくなった食品の加工や越冬のための知恵を伝える、伝統のたくあん漬

けなども計画したい。 

5 計画・ねらい 食育計画による年間活動の計画的実施。 

収穫物や気候に合わせた柔軟な食育活動とし、食べることへの意欲を育て

る。 

実践結果 食育活動年間計画に従い年間通して、食育活動を実施。特に、戸外で釜戸を

使って行った焼き芋、バームクーヘン作り等は子どもたちが積極的に関わり

楽しんだ。 

次年度方向性 今年度の振り返りから、戸外で0歳から5歳児までが関われる食育活動を中心

に計画して行きたいと考える、食の循環というところで、畑で収穫した野菜

や自園の田んぼで採れた米を使った食育を目指したい。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 5月18日／10月19日に実施 

歯科検診 5月20日／10月18日に実施 

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 

➀  6月6日に幼児室にて虫歯予防指導を実施 

②  7月8日に幼児室にて手洗い指導を実施 

③  12月6日に遊戯室にて虫歯予防教室を実施 

流行した感染症 ➀ ８月にコロナ感染症、園児1名が感染し、休園実施 

② 12月に胃腸炎、園児11名感染報告有り。12月25日に終息 

③1月にインフルエンザ A 型、園児14名が感染、2月17日に終息 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ使用無し 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日の新年度準備のキックオフ会議にエピペン研修を実施、

スタッフ24名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、24名が使用可能 
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AED 使用できるスタッフの

状況（AED 設置施設のみ） 

・12月11日に南魚沼市消防本部にて救急救命上級研修を新たにスタ

ッフ10名が受講、計24名全スタッフが習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、24名が使用可能 

その他保健に関する取組 南魚沼市主体のフッ素洗口（4～5歳児希望者）実施 

肥満度調査により、3名の園児に栄養指導実施 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 0日 

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28日、10月14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／5月18日、10月19日 

歯科健診 各年2回／5月20日、10月18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13日、10月12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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

 

1 計画・ねらい 園舎内外が整理整頓され、清掃の行き届いた環境整備。 

安全で安心な環境作りを子どもたちと共に作り上げる。 

実践結果 園舎内外の清掃や行き届くよう、業務の中に清掃を組込み実施。 

エアコン、扇風機等のフィルター掃除も、定期的に実施。 

園庭が広いため、草刈りが行き届かない事もあり、気候に合わせた業務の

在り方を常時、考える必要があった。 

次年度方向性 園舎内外の整備は四季に合わせて、全職員で役割分担し協力して行う事が

必要であるため、これまでの実績から季節を先読みして計画して行く。 

2 計画・ねらい ビオトープ活動展開2年目へ。（0歳から5歳児が混じり合う環境） 

昨年度の経験から更なる発展に向け共通の目的を持ち協働する。 

実践結果 ビオトープは四季折々、子どもたちにゾーン保育環境となっていた。冬の

積雪時もビオトープ池は、子どもたちの遊びを発展させる環境となってい

た。前年度まで生息していたメダカが絶滅してしまったが、カワニナがい

ることで蛍が生息している。 

次年度方向性 子どもたちのどろんこ遊びと小動物の生息を促す、環境の両面から考えた

環境整備を目指したい。 

3 計画・ねらい 室内のコーナー遊びの発展。（0歳から5歳児が混じり合う環境） 

安全で主体的に取り組める可動式コーナーの検討と設置 

実践結果 室内の遊びコーナー作りは、子どもたちの遊びの様子から、必要に応じて

変更を重ねてきた。ベストな環境は子どもたちの成長と共に変化するもの

であると思われ、可動式のレイアウトであることの意義を改めて考え、ス

タッフ間での共有をテーマにして取り組んできた。 

次年度方向性 遊びコーナーの一つひとつの環境の構造化に力を入れて、さらなる室内環

境の充実を図りたい。使い方ルールも重要であり、設定により魅力アップ

にもつながると思われる。スタッフ間の協力で、魅力あるコーナー環境作

りを目指したい。 

 

 

〈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 

ボルダリング 園庭 毎日 異常なし 

※塗装予定を2023年度夏季に

変更 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 非常事態発生時の法人マニュアルを再確認し、不測の事態に備えた連絡体

制については掲示し、職員間で共有してきた。 
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2 実践結果 毎月の避難訓練を計画通りに実施。地震・火事・風水害等の様々な非常時

を想定して訓練を行った。様々な場合を想定して行う事で、課題も見つか

り、次年度に活かして避難訓練を行っていく必要を感じた。 

3 実践結果 事故、インシデントの報告ルールを徹底し、重大事故防止のためのヒヤリ

ハットの収集に努めた。自園の事故の傾向について分析・改善に繋げた。 

冬場は怪我が激減するのは、雪という素材によるものだと思われる。遊び

には楽しい雪も、場合によっては危険を伴う事を忘れずに園独自の雪遊び

人数確認票を作成し、安全対策を行ってきた。 

4 実践結果 不審者訓練 1回目は舞子駐在所の警察官の協力を得て訓練を実施、スタ

ッフが指導助言を頂いた。2回目は抜き打ちで実施、子どもたちに恐怖心

を与えないように、主にはスタッフの対応を重視した訓練を行った。訓練

から、予防の大切さを学んだ。７月に園内に不審者が出没、巡回中の警察

官により、事なきを得た事例があり、注意喚起を継続していく。 

5 実践結果 今年度、J アラートの発令が前半は多発し、緊張感を持ったが地域の避難

場所として、近隣にコンクリートの建物などが存在しない事から、1階幼

児室の奥を避難場所と定めた。非常時には速やかに避難し、防災ラジオか

らの情報を待つこととした。 

6 実践結果 事故防止委員会を月1回開催し、その月の事故の傾向や特記事項の共有、

法人内や全国の保育施設での事故などを取り上げ、対策の強化を図った。 

7 実践結果 広域災害食訓練を9月に実施した。ライフラインが停止した場合を想定し

た、広域での食材提供の訓練も今後は必要と感じている。今年度は積雪量

も平年以下の状態であったが、積雪による園庭の木の枝の落下には注意を

払った。 

8 実践結果 放射能濃度については、規定に従い安全な食材の提供に努めた。柏崎原子

力発電所の今後の稼働についてはニュース等で動向を把握していく。 

9 実践結果 熊出没情報は無かった。12月に猪が近くの町道を集団で移動している目撃

情報があったと市から連絡が入り、注意喚起を行った。 

10 実践結果 コロナウイルス感染による地域の学校、保育施設の休園が頻発している状

況であった。自園では幼児クラス、乳児クラスとも2回の休園実施となっ

た。園内での感染対策は引き続き実施していく。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 

〈１〉今年度の振返り 

地域の学生が減少している事から、実習の依頼は激減している。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

9月5～15日 長岡こども福祉カレッジ 1人 責任実習 
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〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

塩沢中学校 3年生の保育参加はコロナ禍の為、中止 0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 

13日 

25名 

11日

25名 

8日 

26名 

13日 

25名 

10日 

24名 

14日 

25名 

12日 

25名 

11日 

25名 

14日 

25名 

11日 

23名 

22日 

24名 

5日 

24名 

パワーアップ

研修 

13日 

25名 

11日

25名 

8日 

26名 

13日 

25名 

10日 

24名 

14日 

25名 

12日 

25名 

9日 

34名 

14日 

33名 

11日 

23名 

22日 

26名 

5日 

26名 

子育て支援の

現状と課題研

修 

講師：マミー

ズネット代表 

中条美奈子 

7月28日に自園 遊戯室にて16名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師料 30,000円 講師料 30,000円 

合計 30,000円 合計 30,000円 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月1日～3日 日本赤ちゃん学会 第22回 学術会議 1名 有 

8月24日 浦佐国際大学 

南魚沼から世界へ 

豊かに生きるまちづくりと

未来の創造 

1名 

有 

9月1日 塩沢地区まちつくり協議会 
民生児童委員協議会 

保育園の現状説明 

1名 
有 

12月22日 南魚沼市 南魚沼市総合計画推進会議 1名 有 
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〈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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

19日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

19日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 1月20日～2月2日に4名、2月17日～3月2日に4名、合計8名のスタッフがデ

ンマーク保育施設研修 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉保育の質を上げるための地域公開講座開催 

南魚沼市子ども子育て支援体制整備総合推進事業助成金を活用し外部講師による研修を実施 

【演題】子育て支援の現状と課題（予防支援型プログラム） 

講師：新潟県上越市 マミーズネット理事長 中条美奈子氏 

開催日時：2022年7月28日（木）18：30～20：00 zoom にて開催 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

コロナ禍にあって、商店街ツアーは地域とのコミュニケーションのツールとして大事にしてきた

が、コロナ禍にあっては訪問のみで地域の方との交流には至らなかった。次年度は力を入れて取組み

たいと考える。青空保育は親子が集う公園等がないために、今後はちきんえっぐ利用者に声掛けして

実施も考えていきたい。地域とのつながりは自園の特徴であり、力を入れて次年度はコロナ渦以前に

戻していきたい。 

 

 

〈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   場所：木六神社にて 
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商店街ツアー 週1回 主な行き先：、上村屋、喜多村、農協種菌センター、南魚沼生産

組合、池田酒店、セイワ機販、味工房、中之島郵便局、舞子薬局、ユー

スファッション、JA みなみ、片桐オート、細矢農園等 

世代間交流 9月29日に自園 園庭にて運動会練習見学を地域のお年寄り3名参加 

異年齢交流 コロナ禍で実施なし 

その他活動 10月1日に運動会に地域の伝統太鼓を取り入れ、地域の方により演奏 

 

 

 

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 

塩沢地域の幼保小中連絡会が6月に行われ、各校長・施設長30名程が集まり、情報交換と保育・教

育現場の現状と課題について協議を行った。今年度は卒園児の就学先が4校に拡大したことから、ス

ムーズな就学に向けて、連携の機会を各校ごとに持った。その中で南魚沼市として、各校ごとに体制

や捉え方に大きな違いがあり、スムーズな就学に向け、市全体で取り組む必要性を感じた。また、南

魚沼市にはスタートカリキュラムが備えられていない事から、国が推進する「幼保小の架け橋プログ

ラム」への取り組みと合わせて、南魚沼市教育委員会への提言を行った。 

 

 

〈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 

4月28日 塩沢小学校 

1年生 

10名 連絡会・授業参観（塩沢

小校） 

職員間交流 

5月27日 上田小学校 

1年生 

15名 連絡会・授業参観（上田

小学校） 

職員間交流 

5月30日 中之島小学校 

1年生 

10名 連絡会・授業参観（中之

島小学校） 

職員間交流 

6月20日 塩沢地区 幼保小中

連絡会 

26名 塩沢公民館（会議室） 管理職交流 

7月13日 中之島小学校 12名 中之島小学校（校長室） 職員間交流 

2月6日 中之島小学校 10名 連絡会・授業参観（中之

島小学校） 

職員間交流 

2月13日 塩沢小学校 4名 連絡会・保育参観（南魚

沼どろんこ保育園） 

職員間交流 



20221215 版 

 

2月10日 

2月10日 

2月16日 

中之島小学校 

塩沢小学校 

上田小学校 

18名 一日入学体験 

（各就学先小学校） 

子ども間交流 

毎月1回 長岡聾学校 1名 交流保育教師見学（南魚

沼どろんこ保育園） 

子ども間交流 

職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況  

月1回のケース会議において支援児の育ちの状況、保護者の意向、専門機関からの助言等について

検討した内容を個別の支援計画に盛り込みモニタリングし、さらに検討するという PDCA サイクル

で見直しを実施してきた。育ちの視点としては何が出来たかではなく、どう取り組み、どんな姿があ

ったかという視点を重視してきた。保護者との連携も重視し、可能な限り保護者の意向を反映させ

た。保護者を含む、外部関係機関との連携によるケース会議も3か月に1回程度、開催し育ちの共有

を図ってきた。 

 

 

〈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：84名 

エピソードを中心とした、個別の育ちについてスタッフ間で共有を図り、確かな育ちの様子を捉え

るように努めた。スタッフ間で共有し、さらなる育ちのための環境を整える事、保護者のニーズの共

有や成長の姿をどうお伝えするかなど一人ひとりの子どもを多面的に捉えた会議としてきた。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

進級については、日常的にスタッフ間で子どもの状況の共有を図り、育ちの様子は個別の支援計画

に記載し、明確な一人ひとりの引継ぎ書類を作成している。小学校への引継ぎは、スムーズな就学の

ため児童要録に記載し各校へ配布。必要に応じて就学先学校関係者、ＵＤ支援担当教諭、保護者とス

ムーズな就学に向けた就学相談会が行われた。 

 

 

 

 

 

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 

64名 40名 61名 27名 
102

名 
26名 54名 16名 34名 15名 18名 20名 477名 
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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16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46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 

６名 6名 9名 12名 4名 10名 17名 5名 24名 3名 6名 4名 104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12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 

4名 6名 0名 0名 5名 2名 5名 0名 5名 5名 2名 2名 36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   場所：木六神社にて 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 4名 4名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 8名 

出前保育  

月2回   場所：ゆきあかり・銭渕公園・塩沢中央公園 

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 

54名 22名 41名 11名 80名 ３名 ２名 ９名 0名 4名 4名 6名 236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7月14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：8時00分 

自己評価終了時刻：16時30分 

自己評価実施者：若杉絵里子、田村真由子、駒形朋子、佐藤恵美 

 

 

〈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 
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アンケート回収率：100％ 

 

どろんこ祭り中止の影響など、コロナ感染による保護者の不安感の高まりや園の活動の様子を知り

たいという思いが伝わるアンケート結果であった。コロナ禍にあっても、子どもたちに必要な活動は

計画通り行ってきていたが、保護者にお知らせする広報が弱いことが読み取れる。タイムラインの掲

載内容等についても改善の余地があり、今後はスタッフの研修と共有を図り、保護者の方の理解が得

られるように改善を図る。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 なし 

 

 

〈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：南魚沼どろんこ保育園 施設長 若杉 絵里子 
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２０２２年度 和光どろんこ保育園 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～ 
異年齢の関わりの中で、愛情豊かな心と子どもたちの主体性を大切にしながら見守る保育をしてい

る。 

見守る保育の中で、子どもたちの様子に合わせて環境を準備し援助をしている。保育の質を目指し今

年度は、「防げた事故０」「環境の整った園」を目指し過ごしてきた。またマニュアルについての意

識を高めるために、事あるごとにマニュアルを用いて職員への説明や研修を行い、マニュアルを遵守

する園になってきている。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい コンピテンシー研修・ 

様々なシチュエーションで「どんな行動を取るべきか」の理想的な行動を

自分に当てはめ、スキルや経験の異なる個々の職員が理想と現状のギャッ

プを認識し、具体的な目標を持ちながら自己成長につなげていく。 

実践結果 毎月園全体でコンピテンシーの目標を設定し、目標を意識しながら業務を

行ってきた。１ヵ月後に振り返りを行い、自分自身の行動の振り返りを行

っている。 

次年度方向性 振り返りが甘い部分があるため、引き続き園の課題に合わせてコンピテン

シーを活用していきたい。 

2 計画・ねらい 怪我・ご意見ケーススタディ研修 

自園で起こりやすい怪我や、保護者からの貴重なご意見の根幹にある背景

を理解し、安心安全な保育環境を創っていく。 

実践結果 未然に怪我を防ぐ力、気づく目を養うために、ヒヤリハットを毎日一人１

つ見つけヒヤリハットへの記入と分析を行ってきた。ヒヤリハットを意識

することで大きな事故が事前に防げるようになってきている。 

次年度方向性 インシデントの改善策の振り返りをしっかり行う。 

園全体のヒヤリハット、インシデントの分析を安全係が中心となって行

い、事故防止委員会にて分析結果を報告し、その中で改善策が必要な部分

を即改善し、事故を未然に防ぐことができる集団になる。 

3 計画・ねらい 新入社員研修 

ビジネスマナー、保育サービスに対する考え方、危機管理、ご意見対応、

障害児対応、虐待対応の基礎を理解する。 

実践結果 園会議においてマニュアル研修を中心に行った。 

危機管理意識の向上を図るために、ヒヤリハットを毎日一人１つ記入する

ことを新人職員の目標とし、危機管理意識が身についてきている。 

保育実践に関しては、リーダー職員が中心となって新人会議を開き、保育

やその他の悩み、疑問に対して丁寧に指導している。 

次年度方向性 継続的に指導をしていくと共に、リーダーが中心となって職員の悩みや疑

問に寄り添い、丁寧に対応していく。 
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〈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 異年齢の関わりや直接体験を通じて、成長していく子どもの育ちを伝え

る。 

実践結果 お迎え対応者が保護者に分かるように、ボードに今日のお迎え対応者の写

真を付け、完璧な対応とは言えない部分はあるが、丁寧なお迎え対応を心

がけている。日々の子どもたちの様子は、子どもたちのやり取りが分かる

ような写真を選び、毎日数枚タイムラインを使ってお知らせをしている。 

次年度方向性 保育園での子どもたちの様子を多くの方にお知らせできるように、ブログ

に行事の様子をアップする。 

2 計画・ねらい 利用者がいつ見ても気持ちが良い環境作り。 

保護者、来訪者がいつ来ても園内が整理整頓されており、気持ちが良い施

設をつくる。 

実践結果 玄関回りは登降園時に、綺麗で気持ちの良い環境になるように心がけてい

る。又リーダー職員が中心となって、棚の整理整頓、環境整備を行ってい

る。経年劣化に伴い、幼児室内に DIYで作った家の撤去と棚についている

脚の撤去を行った。 

次年度方向性 引き続き玄関回りの清掃と、棚に上の整理整頓を心かげる。 

DIYで作った物が経年劣化してきている。作ってきた職員の気持ちを汲み

つつどろんこ会指定の家具に変更していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園の様子を外部発信する。 

実践結果 安心、安全を第一とした保育と、整った環境に注力したことで、外部発信

に力を注ぐことができずに1年が終わってしまっている。 

次年度方向性 主任保育士指導の基、行事の担当が園での様子を外部発信する仕組みづく

りをしていく。 

2 計画・ねらい コロナ感染対策をしながら、地域の方が集う場所の提供をする。 

実践結果 子育て支援の行事に、少しずつ参加人数が増え、親子で行事を楽しんでい

る。 

次年度方向性 地域子育て世代が集まる場所などに、ちきんえっぐだよりを置かせてもら

うなどして集客を図る。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 写真記録の活用・子どもの姿を視覚化し共有する事で、子どもの発達理解

を深める。 

実践結果 子育ての質をあげる会議に参加した職員が中心となって、「幼児期の終わ

りまでに育って欲しい１０の姿」の研修を行い、日々の保育の中で「幼児

期の終わりまでに育って欲しい10の姿」を意識しながら保育をしている。

保育する中で子どもたちの育ちをポートフォリオ形式で残し、保育の振り



20221215版 

 

返りを行っている。 

次年度方向性 保育所保育指針内容の研修をリーダー職員が中心となって行い、若手職員

の育成を図ると共に、研修を通してリーダー自身もアウトプットすること

で自身の保育を更に高めていく。 

2 計画・ねらい 自己分析、自分の強みを知る研修の実施 

実践結果 新卒職員を３名迎えたこともあり、園の状況に合わせてマニュアル内容の

理解に注力し、基本的技術獲得のために、ロールプレイング研修を多く取

り入れた。 

次年度方向性 今年度当初の計画であった自己分析、自分の強み・弱みを知る研修を取り

入れ、自分の強みを理解し職員間で共有する事で、職員の自信や課題解決

力を向上させる。また他者への理解を深め、弱みを受け入れ助け合える集

団を目指す。 

 

 

 

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 
6人 12人 12人 20人 20人 20人 90人 

年度後半：

10~3月 
6人 12人 12人 20人 20人 20人 90人 

 

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 

292

人 

288

人 

347

人 

289

人 

228

人 

304

人 

324

人 

326

人 

336

人 

312

人 

276

人 

300

人 

3622

人 

うち0

歳児 

 

2人 9人 13人 9人 8人 21人 15人 23人 38人 26人 26人 35人 225人 

（解説）18時以降の利用人数とする 

 

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 
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
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うち0

歳児 
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（解説）職員配置の関係で９月より一時保育事業を中止している 

 

 

〈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 12人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 2人 

用務 1人       

パート 

スタッフ 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・マニュアルに関する勉強会 

給食運営会議 月1回 ・給食運営に関する内容 

事故防止委員会 月1回 ・インシデント・ヒヤリハット検証 

・他園事故検証 

幼児会議 月４回 ・行事に関する内容 

・子どもの様子に関する内容 

・次週の予定に関すること 

乳児会議 月４回 ・行事に関する内容 

・子どもの様子に関する内容 

・次週の予定に関すること 
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〈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4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 園内の汚染区域・園周辺の衛生管理や備品等の管理、感染症 

予防、身体測定・定期健康診断の実施、職員への衛生教育 

安全対策係 安全な人的物的環境の整備・点検、避難訓練実施、不審者情報の掲

示 

防火管理者 消防署・警察との連携、避難訓練計画の立案、設備の防火管理、消

防設備点検の実施 

食品衛生管理係 食品の品質衛生管理、食育会議の立案、職員への食品衛生教育 

畑係 年間農業計画と実施の責任者 

生き物係 生き物の管理 

 

 

〈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 どろんこサポーターと協賛で祭りの計画を立てたが、コロナウイ

ルス感染症拡大に伴い、今年度は中止している。 
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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 

・養護の行き届いた環境を目指している。また子どもを主体として愛情を持って 

 受容的・応答的な関わりを日々心がけている。 

・活動で経験したことを様々な形で表現している。 

・体調や怪我に留意しながら、保護者が安心して預けることができる環境を全 

 職員が意識している。 

保育参加 
4～3月まで 合計5名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

 

〈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 食の循環教育 

食育を通じて食を支える環境に感謝し、持続していく事の大切さを知る 

実践結果 畑仕事を通じて、収穫・食材の加工・食事・ゴミの堆肥化の実践 

残食を減らす取り組みを行った。 

次年度方向性 ・畑で育った野菜を食べごろに収穫し、食すができるチームづくりを目指

していきたい。 

・今年度後半に、野菜屑や残菜を肥料にするキエローを作った。今堆肥を

作りに向けて土を眠らせている状態にある。今後は、子どもたちに食の

循環を体で感じてもらえる取り組みにバージョンアップしていきたい。 

2 計画・ねらい 食と健康を学ぶ 

実践結果 ・子どもたちの給食がより一層楽しみになる献立を目指して、積極的に献

立の振り返りと提案を行っている。 

次年度方向性 栄養士を中心に「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する

力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育む。食べた物が自分たち

の体をつくっている事の学びを次年度も引き続き行う。 
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〈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8日／11月21日に実施 

歯科検診 7月7日に当園にて実施 

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 

手洗いうがい、鼻のかみ方、咳エチケット、歯磨き指導。季節に応

じた着衣の指導。 

性教育①「体の不思議と大切さ」 

性教育②「大きくなった喜び～命の誕生～」 

流行した感染症 ①  8月に新型コロナウイルス感染症、園児17名・スタッフ4名蔓延 

   9月に園児6名、スタッフ1名が感染 

②  12月にヘルパンギーナ、園児2名感染報告有り 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、計1回ダイアップ使用 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に和光どろんこ保育園乳児室にてエピペン研修を保育ス

タフ15名、用務スタッフ1名、調理スタッフ名3計19名が新たに

受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ17名のうち、17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感染症拡大防止策として消毒と喚起の徹底 

・嘔吐処理研修、SIDSについての研修を実施 

 

 

〈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 
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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25日、10月25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8日、11月21日 

歯科健診 各年１回／7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22日、10月日に実施済み 

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 子どもたちが夢中で遊び込める安心安全な環境作り。 

実践結果 室内外において清潔と安全が保証され、温かく親しみのある雰囲気の空間

で、子どもたちの身体発達を促し遊び込める環境整備に取り組んでいる。 

手づくり遊具については、安全点検用のチェックシートを使用し点検を行

っている。少しでも劣化部分が見られたものから撤去している。 

次年度方向性 引き続き室内外において清潔と安全が保証されつつ、遊び込める環境整備

に取組む。環境を整備する中で、人的環境及びに物的環境において 

「学び」を意識した環境を考えていく。 

DIYで造作した物を撤去し、どろんこ会指定の家具に整える。 

 

2 計画・ねらい 自然の不思議さや命の大切さを感じられる環境作り。 

実践結果 動植物などの自然物が身近にあり、命の大切さや自然の不思議さを直接体

験として体感できる環境作りをしている。 

次年度方向性 畑仕事、散歩９時出発、生き物の世話が日課となるように仕組みづくりを

する。日課を実施する中で、自然の不思議さや気持ち良さなどを感じ、自

然を大切にする心、命の尊さを感じる心を育む。 
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〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

 

No 遊具・家具名 設置場所 点検実施時期 点検結果 

1 パーテーション 1.2F保育室 毎日 劣化が見られたものから撤去 

2 登り壁 1F保育室 毎日 劣化が見られ次第撤去予定 

3 屋根付き小部屋 1F保育室 毎日 経年劣化により撤去 

4 木製テーブル2台 1.2F保育室 毎日 １台は撤去、１台は問題なし 

 カバン掛け 縁側 毎日 劣化が見られ次第撤去予定 

 
ピザ窯 園庭 毎日 窯の中は撤去、外枠に関して

も劣化が見られ次第撤去予定 

 焚き火台 園庭 毎日 問題なし 

 平均台型遊具 (竹) 園庭 毎日 竹が割れ撤去 

 平均台型遊具 (板) 園庭 毎日 問題なし 

 木製テーブル 園庭 毎日 テーブルが破損し撤去 

 道具入れ 園庭 毎日 劣化が見られ次第撤去予定 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 避難消火訓練/水害・火災・地震・通報等（毎月）  

2 実践結果 園庭遊具・施設設備安全点検実施（年６回） 

3 実践結果 不審者侵入訓練（年２回） 

4 実践結果 光化学スモッグ、高温注意情報発令時の掲示、発令内容に準じた活動 

5 実践結果 朝霞警察署による安全教室実施 

6 実践結果 ハザードマップ、ハザードルートの随時見直しと更新 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら実習生の受け入れを行っている。実習の内容としては

保育体験や観察実習の受け入れを行った。将来の人材育成であることを踏まえて、目標を持って実習

に励むことができるように丁寧に指導を行っている。また実習生を受け入れることで、職員自身の保

育を見直す機会にしている。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月26日 新潟青陵大学 1人 園見学・保育体験 

7月25～29日 大宮こども専門学校 2人 体験学習 
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2月13日～ 

2月17日 
東京こども専門学校 1人 保育観察実習 

 

 

 

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 

22日 

19名 

27日

19名 

24日 

19名 

29日 

19名 

26日 

17名 

30日 

17名 

28日 

17名 

25日 

17名 

23日 

17名 

27日 

17名 

28日 

17名 

30日 

17名 

保育の質向上

研修、マニュ

アル研修 

22日 

19名 

27日

19名 

24日 

19名 

29日 

19名 

26日 

19名 

30日 

16名 

28日 

17名 

25日 

17名 

23日 

17名 

27日 

17名 

22日 

16名 

23日 

16名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月13日 埼玉県社会福祉協議会 感染症予防基礎研修 1名 有 

8月3日 和光市保育センター 
保育施設における事故防止

ついて 

1名 
有 

9月13日 和光市保育センター 
各食中毒菌の特徴及び食中

毒発生予防のポイント 

1名 
有 

10月6日 園長大学 心を育てる保育環境 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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 
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〈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 
コロナウイルス感染症状況を見ながら、地域交流、子育て支援事業を実施していている。 

 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

 

 

〈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：外環 C広場にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：リトルベア、石田金物店、セブンイレブン、ファミ

リーマート、氷川神社、坂下ショッピングセンター、和光駅、和光駅前

交番、いなげや、フードショップむかいはら、高橋畳店、グリーンルー

ムフラワーズ等 

異年齢交流 11月25日に和光どろんこ保育園にて新倉小学校２年生との交流会を実施 

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 

 コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら、小学生や小学校職員との交流会を実施した。 

 

〈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 

11月25日 新倉小学校 

2年生 

19名 町探検にて園児と小学生

の交流を行う（和光どろ

んこ保育園） 

子ども間交流 

２月15日 和光市市役所 

 

1名 幼・保・小連絡協議会 職員間意見交換会 
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1月26日 北原小学校 1名 入園児童の共有 入園児童に関する内容 

2月3日 新倉小学校 

 

1名 入園児童の共有 入園児童に関する内容 

 

 

 

10. 要支援児  
 

今年度は対象園児なし 

 

 

 

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 0名 2名 0名 0名 2名 6名 12名 2名 6名 8名 4名 42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11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 ２名 ０名 ０名 0名 6名 10名 2名 4名 4名 2名 30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6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 2名 0名 ２名 0名 2名 4名 2名 12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：外環 C広場にて 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 ０名 
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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５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：９時００分 

自己評価終了時刻：１３時００分 

自己評価実施者： 井上昇代、鈴木優奈 

 

 

〈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：６１％ 

 

保護者へアンケート回答をお願いする声かけは行ったが、アンケート回答率が今一つ延びなかった。 

貴重にご意見については、アンケート結果公表後すぐに改善策を講じている。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見  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：和光どろんこ保育園 施設長 井上 昇代 
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２０２２年度 三鷹どろんこ保育園 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～ 
法人の子育て理念、子育て目標をもとに、育てたい6つの力が育まれるように保育を行ってきた。ま

た3年後には三鷹市内で一番安心して預けられる、地域の方から愛され、選ばれる園を目指し原点に

立ち返り、保育の質があげられるように実践してきた。2022年度は、新たな取り組みをスタッフ全

員で取り組んでみようとする姿勢が強まり、目標に近づくことができた。スタッフの個々の認識のず

れや情報共有、日課や基本活動の質に課題が残るため、2023年度に向けて強化していきたい。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 基本方針、日課の見直し、実践。 

実践結果 園内研修にて日課の意味の理解を深めながら実践していった。 

後半になりどの学年も実践は行えるようになったが、行うスタッフによっ

て質に差がでてしまった。 

次年度方向性 時間を意識して、日課を行うことが当たり前になるように引き続き取り組

んでいく。それぞれの日課の質を高められるように園内研修をおこなって

いく。 

 

2 

計画・ねらい 保育の質の向上 

実践結果 子どもの人権、保護者対応等の園内研修を多く取り入れた。また利用者調

査結果や内部監査結果を参考に自園の課題点を洗い出し、できるところか

ら改善していった。スタッフのスキルをあげようとする意識はもってい

る。また、２階階段の扉を開けたことにより、全スタッフで全園児を見守

る意識が高まった。 

次年度方向性 今年度向上した内容がもとに戻らないように、引き続き園内研修やクラス

会議で課題点改善対策をたて実践していく。 

 

3 

計画・ねらい 室内外の環境の見直し、改善 

実践結果 環境改善のプロジェクトチームをつくって進めてきたが、実行に移せない

ことが多かった。特に園庭改良は、話し合いのみになってしまった。 

また、利用者調査のアンケート結果で棚の上が汚い、片付けの習慣がつい

ていない等の指摘が多数あったため改善を試みたが、まだ常態化されてい

ない。 

次年度方向性 環境プロジェクトチームを継続し、できるところから確実に改善してい

く。いつも片付いていてきれいな保育室が常態化するような仕組みをつく

っていく。 
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〈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 どの職員が対応しても。保護者の気持ちに寄り添った対応ができるよう

に、保護者対応のスキルをあげる。 

実践結果 園内研修は行うことはできたが、定期的には行うことが難しかった。保護

者よりのご意見はその都度伝え自分事としてとらえられるようにしていっ

た。まだスタッフのスキル差がある。 

次年度方向性 利用者アンケートでもご意見の多い項目のため、今年度も保護者対応スキ

ルの向上に力をいれていきたい。引き続き園内研修を行っていく。 

2 計画・ねらい 日々の子どもの様子や保育の取り組みをわかりやすく伝え、安心して通え

る保育園となる。 

実践結果 連絡ノートやタイムラインは子どもの楽しい様子が伝えられるようになっ

てきた。ドキュメンテーションや他の方法で伝えることはできなかった。 

次年度方向性 お迎え時に待ったという感じにならないために、ドキュメンテーション等

で楽しんで順番が待てるような工夫として次年度には積極的に取り入れて

いく。 

3 計画・ねらい 保護者同士の交流が活発になり、お互いが支えあえる関係となるように仲

立ちしていく。また保育園とも情報を共有しながら共育てを実現してい

く。 

実践結果 保護者懇談会や行事を通して自然と交流する姿は多くなっている。園と保

護者とで共育てができるから安心する状況までにはなっていない。 

今年度は全園児の個人面談を実施した。次年度は年2回行いたい。 

次年度方向性 保護者対応のスキルをあげ、信頼関係を築くことで子育ての悩みを共有で

きる関係を作っていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 三鷹どろんこに支援センターがあることをたくさんの方に知ってもらい、

いつでも気楽に立ち寄れる拠点となる。 

実践結果 思ったより利用者数が伸びなかった。また公園等でのお誘いも時間帯がず

れていることからパンフレットをお渡しできなかった。 

勝手籠と一緒にパンフレットを置くなどの工夫をすると持って行ってその

後来園する方も数名増えた。 

次年度方向性 全職員が支援センターは三鷹の事業にひとつとして認識し、担当職員任せ

でなく取り組めるようにしていく。 

2 計画・ねらい 保育体験 

実践結果 見学のために来園した方をお誘いし、支援センター利用の方をお誘いする

と喜んで参加してくださる方が多かった、 

次年度方向性 引き続き、楽しんで参加できるように工夫していく。 

3 計画・ねらい 青空保育 
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実践結果 園児の散歩時間帯と地域の方の散歩時間帯がずれているため、公園に地域

の方が集まらず実施できなかった。 

次年度方向性 地域の方が集まる公園と時間帯を調査し、確実に青空保育を実施する。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 法人の日課・基本的活動の理解を深めながら実践していける力をつける。 

実践結果 園内研修を行い、日課・基本的活動を毎日実践できるようになった。行う

スタッフによって質の違いがある。 

次年度方向性 次年度は行っている日課・基本的活動の質があがるように引き続き園内研

修を行っていく。 

 

2 

計画・ねらい 異年齢保育の理解を深め、大きなお家が実践できるようになる。 

全スタッフで全園児を見守るという意識を高める。 

実践結果 乳児幼児ともに、なるべく異年齢で過ごすように工夫していったことで、

職員の意識が変わっていった。また後半２階の階段の扉を開けたことで、

全スタッフで全園児を見る意識が高まった。 

次年度方向性 全スタッフで全園児を見守る意識がつき、自由に行き来できる環境を整え

ることができたので、スタッフの入れ替わりがあっても引き続き実践して

いく。 

3 計画・ねらい 子どもの発達にあった保育計画が期限内にたてられるように力をつける。 

実践結果 期限内に計画を立てることはできるようになったが、内容が個々の発達に

あっていない計画がある。その都度伝えてきたが、もう少し質をあげてい

きたい。 

次年度方向性 子どもの発達や計画の立て方の研修を行い、子どもの発達にあった計画が

立てられるようにしていく。 

 

 

〈５〉異年齢保育 

1 計画・ねらい 乳児クラスのクラスごとの職員意識を取り除き、3クラスの異年齢での育

ちあいを見守る。 

実践結果 昨年度より各クラスの扉を開けて、異年齢で保育する姿が見られるように

なった。また園児の情報共有も随時行えていた。 

次年度方向性 引き続き各クラスの扉を開けての異年齢保育を続けていけるように環境

（人的・物的ともに）を整える。 

2 計画・ねらい 幼児クラスのクラスごとの職員意識を取り除き、3クラスの異年齢での育

ちあう姿を見守る。 

実践結果 幼児3クラスの異年齢での活動が多くなったが、情報共有のミスが多く見

られた。幼児会議の回数を多くすることでミスを防ぐようにした。 



20221215 版 

 

次年度方向性 異年齢での活動をより多くし、活動内容を充実したものにしていきたい。 

また、情報共有がスムーズに行える仕組みを作っていく。 

3 計画・ねらい 大きなお家として、全クラスが異年齢で過ごしながら、育ちあう姿を見守

る。 

実践結果 後半2階の階段の扉を開けて、自由に行き来できる環境設定を行うことが

できた。リスク管理も仕組ができつつある。 

次年度方向性 引き続き、2階の扉を開けて自由に行き来できる環境を維持していく。 

 

 

〈６〉保育計画・アプローチカリキュラム 

1 計画・ねらい 各クラス会議での話し合いをもとに、期限に提出できるようになる。 

実践結果 クラス会議は定期的に開催でき、その話し合いをもとに期限内にカリキュ

ラムが提出できるようになった。ただそのために時間外労働が増えてしま

った。 

次年度方向性 勤務時間内に保育計画が作成できるマネジメント力がつくようにしてい

く。 

2 計画・ねらい 各年齢の発達や、その時の子どもの様子にあった保育計画がたてられる。 

実践結果 各自の MBO で発達の勉強を取り入れた他、各クラス会議で話し合いをお

こなってきた。少しずつ発達にあった計画を立てられるようになってき

た。 

次年度方向性 次年度では研修を行いながら、全学年の見通しをもった計画をたてられる

ようにしていく。 

3 計画・ねらい 全職員で、0歳児～年長児までの見通しをもった保育計画をたて、アプロ

ーチカリキュラムを作成する。 

実践結果 昨年度のアプローチカリキュラムを実践しながら更新する予定だったが、

職員理解が進まずあらたに更新することができなかった。 

次年度は小学生を知るところからスタートしたい。 

次年度方向性 小学1年生を知るために、公開授業を見学に行き全職員で共有する。ま

た、園内研修で理解を深めていく。 

 

 

〈７〉保育の原点にかえり保育の質を向上する 

1 計画・ねらい 日課の意味を学び、できていないところの課題点を抽出し、できるように

なる。 

実践結果 日課を実施することはできたが、意味を深く理解しての実践はできなかっ

た。実践しながら課題点抽出、改善点の話し合いを行える仕組み作りをし

ていきたい。 

次年度方向性 研修時に疑問や課題を抽出し改善点を話し合えるように時間を作ってい

く。 
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2 計画・ねらい 基本活動の意味を学び、できていないところの課題点を抽出しできるよう

になる。 

実践結果 基本活動を実施することはできたが、意味を深く理解しての実践はできな

かった。実践しながら課題点抽出、改善点の話し合いを行える仕組み作り

をしていきたい。 

次年度方向性 研修時に疑問や課題を抽出し改善点を話し合えるように時間を作ってい

く。 

3 計画・ねらい 子どもたちが主体的に活動するとはどういうことかを真に理解した保育が

粉得るようになる。 

実践結果 クラス会議が振り返りより次週の計画の検討が中心になってしまった。ク

ラス会議の議題内容の検討をしていき、しっかりと振り返る時間を作って

いく。 

次年度方向性 事例研修等を取り入れ、主体的活動、保育士に援助を学び、スキルをあげ

ていく。 

 

 

 

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 
6人 15人 18人 20人 20人 20人 99人 

年度後半：

10~3月 
6人 15人 18人 20人 20人 20人 99人 

 

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 

300

人 

262

人 

336

人 

231

人 

235

人 

283

人 

329

人 

249

人 

266

人 

278

人 

280

人 

280

人 

3329

人 

うち0

歳児 

0 

人 

12 

人 

21 

人 

10 

人 

9 

人 

8 

人 

10 

人 

11 

人 

11 

人 

9 

人 

10 

人 

10 

人 

121 

人 

（解説）2月以降は見込み数 

 

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 0 0 4 4 1 5 11 9 16 10 10 10 80人 
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人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

うち0

歳児 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

2 

人 

0 

人 

5 

人 

11 

人 

9 

人 

14 

人 

9 

人 

7 

人 

7 

人 

64人 

（解説）2月以降は見込み数 

 

 

〈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 15人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 2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 

 

 

 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・保育の懸案事項検討 

・行事内容の確認 

給食運営会議 月1回 ・喫食状況 

・アレルギー、離乳食状況共有 

・食育計画 

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

づき事故再発防止策検討 

ケース会議 月１回 発達の気になる子の支援計画にも続いて振り返り、来月の支援

計画検討 

リーダー会議 月１回 リーダー層における園の課題抽出と検討 
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各クラス会議 週1回 1週間の振り返り、次週の計画の見直し。月末に次月の計画 

各行事会議 随時 各行事企画、行事終了後の省察。 

 

 

〈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5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 保育環境（特に衛生面）に関しての提案実施 

安全対策係 ヒヤリハット、インシデント、事故記録簿をもとに事故防止に取り

組む。事故防止委員会の開催及び全松陰への周知、徹底。 

ハザードマップの随時更新、作成、 

防火管理者 消防署への届け出、避難訓練の実施、 

食品衛生管理係 衛生点検、予防、管理と全職員への指導 

畑係 年間計画をもとに畑の管理、必要物品の手配 

生き物係 生き物の世話全般の計画、実施、餌等の必要物品の手配 
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〈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 コロナ禍だったが保護者の方の参加し入れ替え制で行った。 

久しぶりの開催だったたが、子どもも大人も楽しめる行事となっ

た。 

運動会係 人数制限もなく、小学校の校庭でのびのびと行うことができた。 

初めての場所だったが、子どもたちは戸惑うことなく楽しんで競

技に取り組むことができた。 

生活発表会係 人数制限なく、通常開催することができた。各年齢にあった発表

ができ、保護者の方からも好評だった。 

 

 

 

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 

・基本方針にあげた保育内容が実現できるように人的環境、物的環境、保育の原

点に立ち返ることに力を入れ、実行に移すことができた。 

・プロジェクトチームを立ち上げたことによって、全スタッフが自分ごととして

取り組めた。 

・それぞれの保育内容の質に課題が残るため来年度も引き続き取り組んでいきた

い。 

保育参加 

4～3月まで 合計9名 が参加済み  （3月1日時点） 

・コロナの影響もあり、参加人数が少なかった。後半、コロナが落ち着くと参加

者も増えてきた。来年度は積極的に参加していただけるように声掛けをしてい

きたい。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計66名 が参加済み  （3月1日時点） 

・11月の保護者会で全クラス個人面談（希望者にみ）を行うことを伝えるととて

も喜んで面談してくださる方が多かった。来年度は年2回開催し、信頼関係を深

めていきたい。 

・発達相談は、保護者からの要望が多く、都度行って不安な気持ちに寄り添い、

情報を共有した。 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい たくさん遊んだ⇒おなかが空いた⇒御飯がおいしいというリズムを大切に

し、食に対する意欲を高める。 

実践結果 散歩9時出発を心がけたことで、戸外活動の時間を長くすることで食に対

する意欲が高まってきた。後半の子どもたちの発達にあった活動が確保で

きていない。 

次年度方向性 引き続き戸外での活動時間を増やし、たくさん遊んでお腹が空いたリズム

を作り食に対する意欲を高めていく。 

2 計画・ねらい 子どもたちが主体的に栽培⇒収穫⇒調理⇒食べるというサイクルを体験する中

で、食に対する興味、関心を育てる。 

実践結果 昨年度よりスタッフが子どもの主体的活動を見守る姿勢ができてきたの

で、水やりや草むしり、成長への関心が高まってきた。 

次年度方向性 引き続き、子どもたち主体で行えるように環境を整えていく。 

 

3 

計画・ねらい 自分たちで準備、盛り付け、配膳して食べることができる環境（人的・物

的）を整える。 

実践結果 前半はコロナの影響もあり実施できなかったが、後半自分たちで準備、盛

り付け、配膳を行うことができた。食に対する意欲も高まり、残食が減っ

てきた。 

次年度方向性 引き続き自分たちでできるように環境を整え、食に対する意欲を高めてい

く。 

 

 

〈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15日／11月１６日に c に実施 

歯科検診 6月9日に園にて実施 

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 

6月21日に保育園にて歯磨き指導を実施 

流行した感染症 特になし 

発作・痙攣等の対応 無し 
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エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月2日に保育園にてエピペン研修をスタッフ25名受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、25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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

〈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15日、10月２８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15日、11月16日 

     0歳児クラスは毎月実施 

歯科健診 各年1回／6月9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15日、10月28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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

 

1 計画・ねらい 【園庭】自分たちで環境に働きかけて遊びが作り出せる環境設定 

実践結果 環境プロジェクトを立ち上げて計画は立てたが、実行に移すことができな

かった。できなった原因を洗い出し、次年度につなげていく。 

次年度方向性 プロジェクトチームを継続し、できるところから順次環境を整えていく。 

2 計画・ねらい 【保育室】発達にあわせた遊びこめる環境設定 

実践結果 子どもの発達や興味によって環境設定を変更することができた。次年度も

さらに質があげられるようにしていく。 

次年度方向性 乳児会議、幼児会議、園会議で随時話し合いを行ってより発達にあった遊

びこめる環境作りを強化していく。 

 

3 

計画・ねらい 保護者、来訪者がいつ見ても気持ちの良い施設。 

実践結果 清掃分担を細分化し明確にしたが、清掃できない日があったため分担を変

更し実行した。スタッフ間のきれいな状態に認識の差があるため、次年度

は誰が見ても綺麗な環境に整えられるようにしていく。 

次年度方向性 来園者の目線になって日々チェックして環境が保てるような仕組みつくり

を行っていく。 

 

 

〈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 
パーテーション・

棚 

園庭/幼児室・乳児

室/縁側/玄関 

毎日 異常なし 

 

2 丸太 園庭 毎日 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 実践結果 防災：避難訓練（火災・地震・通報）毎月実施 

2 実践結果 防犯：不審者訓練 年2回実施 

3 実践結果 事故防止：事故防止委員会の実施（毎月）し園会議にて全職員に共有、ハ

ザードマップの更新、園内研修の実施 
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4 実践結果 光化学スモッグ：市内保育園連絡網にて連絡を受けその都度対応 

5 実践結果 SIDS 防止：午睡チェックの徹底。園内研修実施。 

6 実践結果 怪我をしない強い身体をつくる：運動遊びを週に1回実施、毎日の散歩等

で強い身体作りができるようにした。 

7 実践結果 情報共有：共有事項は速やかにチャットに流して全職員で共有できるよう

にした。他各会議にて共有。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈1〉今年度の振返り 

夏休みに職業体験とボランティアを兼ねて近隣の中高生より参加希望があったので、随時受け入れ

を行った。園児がとても喜び、参加した学生も「楽しかった、また来たい」との感想が多かった。 

受け入れたことで、スタッフの学びにもつながった。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

2月13日～27日 こども教育宝仙大学 2人 保育実習Ⅰ 

3月6日～18日 日本児童教育専門学校 2人 保育実習Ⅰ 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月25・26日 都立神代高等学校 1人 

7月25・26日 成蹊高等学校 1人 

8月1日 三鷹市立第1中学校 1人 

8月1日 三鷹市立第2中学校 1人 

8月2日 都立武蔵高等学校 1人 

8月3日 国際基督教大学高等学校 2人 

8月8日 都立武蔵高等学校 1人 

8月9日 都立武蔵高等学校 1人 
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8月9日 関東国際高等学校 1人 

8月10・12日 都立小金井北高等学校 2人 

8月18日 三鷹市立第4中学校 2人 

8月22日 三鷹市立第2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 

15日 

25名 

27日

25名 

24日 

25名 

22日 

25名 

26日 

25名 

16日 

25名 

28日 

25名 

25日 

25名 

23日 

25名 

27日 

25名 

22日 

25名 

22日 

25名 

園内研修 15日 

19名 

27日

19名 

24日 

19名 

22日 

19名 

26日 

19名 

16日 

19名 

28日 

19名 

25日 

19名 

23日 

19名 

27日 

19名 

4日 

19名 
 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

参加なし 

 

〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉プロジェクトチームに分かれてのスキルアップ 

保育の質を高めるために、5つのプロジェクトチームを立ち上げてそれぞれのチームで質を上げるた
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めに計画実行省察を繰り返しながら1年間取り組んだ。それぞれのチームが自分事としてとらえること

ができたが、実践に結びつかないチームもあった。次年度も引き続き取り組んでいきたい。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

誰でも立ち寄りやすい拠点となり、地域に開かれた保育園を目指したが、地域の方にちきんえっぐ

を知ってもらう活動が思うようにできなかった。園見学のために来園した方からの口コミで後半は来

園者が増えてきたため、次年度も力を入れていきたい。 

 

 

〈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：あさかぜ公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ウーオの森、サンドラック、イトーヨーカドー、舟

木園、コーナン、消防署等 

世代間交流 コロナ禍のため中止 

異年齢交流 夏休みに小中高生との交流を開催 

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 

年度当初、コロナ禍のため制限があったが、徐々に解除され職員間交流だけでなく、子ども間交流

も実施できた。次年度はさらに交流を深めていきたい。 

 

 

〈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 

5月13日 井口小学校 

 

1名 幼稚園、保育園、小学校

地区連絡会 

職員間交流 

9月8日 井口小学校 

 

1名 幼稚園、保育園、小学校

地区連絡会 

職員間交流 
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10月14日 井口小学校 

1年全クラス 

23名 運動会リハーサル見学

（体育館） 

子ども・職員間交流 

1月20日 井口小学校 

 

2名 幼稚園、保育園、小学校

地区連絡会 

職員間交流 

2月3日 井口小学校 

 

24名 作品展見学 子ども・職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月のケース会議、クラス会議、園会議で情報を共有しながら計画の作成、見直しを行ってきた。 

 

 

〈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：5名 

毎月定期的に行い、発達センターと連絡を取りながら園児にとって良い対応を検討していった。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

園児の進学先の小学校に申し送りを行い、スムーズに進学できるように連携をとった。 

 

 

 

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 

22名 33名 67名 67名 89名 
121

名 
61名 44名 54名 63名 

100

名 

100

名 
754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49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22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 

2名 2名 0名 12名 19名 8名 13名 12名 15名 12名 20名 3名 118名 

どろんこ 毎週（水）10:00～12:00   ⇒計13回実施済み 
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芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

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 2名 0名 4名 15名 22名 6名 13名 6名 6名 6名 3名 83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：井口あさかぜ公園にて 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 0名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

株式会社 学研データサービスに依頼して受審済み 

アンケート配布日：11月14日 

アンケート回答率（スタッフ）…100％／アンケート回答率（保護者）…75％   

経営者ヒアリング・施設長ヒアリング・園審査：2月8日に実施 

 

（省察）利用者アンケートより保護者の回収率が低くなってしまったので、3年後に受審するときは

お声掛けをしていく。また実施時期が近かったこともあり、ご意見が同じ内容が多かった。日ごろよ

り課題として感じているところなので早急に改善していきたい。 

また、スタッフアンケートでは正規職員と非常勤職員に認識に差があったため次年度は共通認識が持

てるようにしていきたい。 

 

 

〈２〉園による自己評価の実施 

２０２２年５月２７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：9時30分 

自己評価終了時刻：11時30分 

自己評価実施者：軽部瑛子、泉海翔、大久保奏、伊藤花香、池田素 

 

 

〈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：100％ 

 

（省察）回収率を100％にすることができた。昨年度に引き続き、課題としているところ８保護者対

応・環境）がご意見としてあがっていた。次年度のアンケートでは改善ができるように取り組んでい

きたい。 
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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   

報告すべきご意見 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：三鷹どろんこ保育園 施設長 山田 理子 
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２０２２年度 万博公園どろんこ保育園 事業報告書 

（保育所における自己評価） 
 

 

 

1. ２０２３年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
法人保育理念である、「自分で考え、行動する思考」を念頭に置いて保育を進めてきた。年間を通し

て一つの事象から、楽しい・おもしろい・不思議を満足がいくまで楽しみ、深めていく姿を、Trial

＆Error も含めて、職員や保護者で育ちを語り合い共有していった。心の動きを捉え、学び取った知

識を発信して、相互理解をする関係が構築された。子どものその先を見据えて、6つの力を丁寧に育

み、自らの力を存分に発揮できるように、物的環境と人的環境も重点的に整えていきたい。 

 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 生きる力の基礎となる心情・意欲・態度を育てていく 

実践結果 人との関りの中で、周りの状況や判断する場面に出会ったときに、感情と

向き合う時間が持てるようにした。Trial＆Error を繰り返す中で、自分の

気持ちも大切にし、個人差はあるが相手の気持ちに気づく姿が見られた 

次年度方向性 他者との協同の中で、自分の気持ちを大切にし、相手の気持ちも大切にで

きるような場を設け生活が進められるようにする。 

2 計画・ねらい 生活や遊びを通して、自発的・意欲的に関われる環境を作っていく。安全

に配慮しながら物的・人的環境を整え、ゾーン保育の充実を図っていく 

実践結果 子どもたちに必要なものは何かを考えて、現在の状況を踏まえて、問題を

提起し環境を改善してきた。ゾーン保育における人的環境を継続して進め

ていく。 

次年度方向性 子どもたちが興味関心を持っていることを察知して、改善する頻度をあげ

ていく。ゾーン保育における人的環境を整え、子どもが新たな気づきが広

がるような環境づくりを進めていく。 

3 計画・ねらい 人権が守られ、安心して生活できるように受容し、欲求に丁寧に応答する

保育を進めていく 

実践結果 自分が大切な存在と感じられるように、一人ひとりと向き合い関わってい

った。ありのままの気持ちを受け止めることで、受け入れられていると実

感し、安心して言葉で伝える姿も見られた。 

次年度方向性 自分が大切な存在と感じられ、相手も同じ存在であることに気づけるよう

にする。気持ちに折り合いをつける様々な場面を経験し、子どもの育ちを

待ち、自らの経験で判断できるようにしていく。 

４ 計画・ねらい 個々の健康状態や発達状態を理解し、発達段階に合わせた保育を行ってい

く。 

実践結果 発達段階に合わせた、現状の子どもに合った保育計画の立案を意識し、進

捗状況を追った。日課の捉え方について、意味がある活動であることを職
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員も一緒に考え、子ども自身の身体の育ちに繋がっていった。 

次年度の方向性 発達段階に合わせた保育の展開と子どもに対する目線の確立。 

日課を一つずつ意味があることと認識し、振り返りながら進めていく。 

 

 

〈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 育ちを共に喜び分かち合い協力していく 

実践結果 3分間対応では、内容にこだわり日々の細やかな情報を共有することを継

続した。育ちが見える活動の時には、子どもと保護者が繋がれるような掲

示物を作り共有した。 

次年度方向性 子どもの育ちを共に分かち合い、全員で育ちあえるように掲示物や場を設

けていく。 

2 計画・ねらい 保育者の仕事や家庭などを把握・理解し、保育園として保護者に寄り添っ

た細やかな支援を行う 

実践結果 家庭や仕事の状況を理解し、秘密保持の姿勢を守りながら支援を展開し

た。 

次年度方向性 丁寧な説明と対応を心がけ、一人ひとりとのコミュニケーションを大切に

していく。 

3 計画・ねらい 保護者、来訪者がいつ見ても、どこを見ても気持ちの良い施設を作る 

実践結果 子どもたちの探求心を満たす教材や資材が、整理整頓することにより必要

な物が明確化した。在庫の管理や清掃も意識して行えるようになった。 

次年度方向性 必要な物の見極めと、管理しやすい在庫の量の確立。一人ひとりの意識を

高め、清掃しやすい環境の維持。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子育て家庭にとっての、子育ての輪の入口となるような存在を目指

す 

実践結果 青空保育、自然食堂、芸術学校、園庭開放などの実践し、地域の子ども同

士、子育て家庭同士が繋がる機会を提供した。 

次年度方向性 地域の子ども同士、子育て家庭の繋がる機会を提供し、安心して子育て相

談ができる場となれるようにする。 

 

2 

計画・ねらい 地域内外との繋がりを深め、子育て支援拠点としての役割を担う 

実践結果 地域の集会場、園見学の方へのアナウンス、商店街ツアーや実習生との交

流を通して、子育て拠点であることを発信していった。 

次年度方向性 地域内外との繋がりを深め、子育て支援拠点の役割を担う。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育の基本の再認識、理論と実践の紐づけ 

実践結果 各々の保育者としての資質向上を図るために、日々の保育の積み重ねと振

り返りを大切にした。分析をして保育理論に落とし込むことをこれからも

継続していきたい。保育所保育指針の解析と実際にあったこととの結びつ

きを、考えられるような機会を提供していく。 

次年度方向性 保育所保育指針の解析と実際にあったこととの結びつきを、考えられるよ

うな機会を継続していく。PDCA サイクルを回すことを、一人ひとりが意

識していく。 

2 計画・ねらい 個々のスキルを磨き、保育の中で活かしていく 

実践結果 外部研修への意欲が高まり、学んだことは各々が園内研修の場で発信し、

学び合う風土ができた。保育に学んだことを取り入れ、認め合い、同じ方

向を向きつつある。 

次年度方向性 個々の学んだスキルや強みや弱みも、語り合い、認め合い、相互成長を図

る。 

3 計画・ねらい 大人のにんげん力 UP 

実践結果 自分自身の成長のために、自らの学びや同僚とのディスカッションの中

で、自己研鑽に努めることができた。 

全スタッフ目標設定を行い、進捗状況の確認と面談を行っていくことを更

に継続していきたい。 

次年度方向性 目標設定を一人ひとりに合わせて行っているか、進捗状況確認し1対1の面

談の機会を増やしていく。 

４ 計画・ねらい 保育者自身が笑顔で、いきいきと保育をしていく 

実践結果 初めてのことにも、臆することなく挑戦することが増えた。得意なことや

好きなこと、見習いたいことを周りの人から吸収し、互いに高め合い気づ

き合う関係が構築されてきた。 

次年度方向性 保育者が笑顔でいること、子どもの育ちを心から喜び、保育を楽しんでい

く。 

 

 

〈５〉環境を通した学びの場、育ちの場作り 

1 計画・ねらい 自園の田んぼ・畑の仕事に携わり、一年を通じて土に親しむ 

実践結果 種もみから、脱穀、籾摺りまでお米ができるまでを、毎日関わることで

日々の変化も感じることができた。畑では、季節の野菜の収穫だけでな

く、生長できることを調べ、知識を深めた。旬の野菜を加工する楽しみも

知り、様々な食感も楽しんでいた。 

次年度方向性 畑で育てたい野菜を調べ、様々な方法で挑戦する機会を設けていく。堆肥

作りや土作りなど、循環していることが体感できるようにする。 
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2 計画・ねらい 学園都市「つくば」の様々な地域環境を活用し、遊びや体験に繋げていく 

実践結果 科学の不思議さに感動する機会や、異なる角度から見て楽しむ姿が見られ

た。できないことがあっても、協同して一つのものを作り上げていた。そ

の土台から、遊びが展開していった。 

次年度方向性 探究心をくすぐる教材を設定し、環境を整え遊びと知識が深められるよう

にしていく。 

 

 

〈６〉職員間の協力体制の確立 

1 計画・ねらい チームとして、園全体の協力の輪を繋げていく 

実践結果 同じ方向を向き、互いに高め合い、補い合える関係となってきた。周りの

状況に気づく人が増え、１人から2人へ輪が広がっていった。 

次年度方向性 園全体を見て、活発な意見交換をして、改善策を提案できるような雰囲気

づくりをする。 

2 計画・ねらい コンサルテーション能力を磨き高めていく 

実践結果 各リーダーは課題を抽出し、職員に対して適宜支援・指導を細めにしてい

った。 

次年度方向性 職員が各々の得意分野を活かし、互いに認め合い吸収できる場を設けてい

く。 

 

 

 

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 
15人 15人 15人 18人 18人 17人 98人 

年度後半：

10~3月 
15人 15人 15人 18人 18人 17人 98人 

 

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 

177

人 

226

人 

241

人 

221

人 

209

人 

218

人 

247

人 

232

人 

238

人 

220

人 

167

人 

210

人 

2606

人 
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うち0

歳児 

3人 23人 30人 28人 23人 21人 27人 23人 23人 25人 17人 22人 265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 

0人 0人 0人 0人 １人 0人 0人 1人 2人 1人 1人 2人 ８人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 1人 1人 1人 2人 8人 

（解説）見学者が一時保育を登録する機会が増えた 

 

 

〈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 16人 看護師 1人 栄養士 3人 事務 １人 

パート 

スタッフ 

保育士 3人 用務 １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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・活動の振り返り、共有事項 

給食運営会議 月1回 ・食事環境の振り返り 

・食育・当月の目標に対する振り返り 

・給食内容の検討 

事故防止委員会 月1回 ・事故記録・インシデント・ヒヤリハットの分析、再発防止策 
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ケース会議 月1回 ・配慮を要する子どもについての共有と協議 

リーダー会議 適宜 ・リーダーによる、園全体の検討事項の協議 

担任会議 週1回 ・質の高い保育をするために、課題抽出と協議 

 

 

〈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12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 衛生的改善と疾病の予防、園の衛生全般の管理 

安全対策係 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と

対策を行う 

防火管理者 防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な防火管理業務

を実施した 

食品衛生管理係 食品管理に関する業務、食育会議の計画及び実践 

畑係 畑の環境整備、植物の病気の予防 

生き物係 飼育動物の健康管理、環境改善 
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〈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 サポーターと協力して、事前準備や当日の役割なども手伝える場

面で各々が協力し合い、開催することができた。卒園児や地域の

人も参加する姿が見られ、関係構築に繋がった 

子育て支援・相談係 子育て支援ちきんえっぐを定期的に開催し、交流の場を提供した

子育てに関する相談業務を実施した 

 

 

 

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 

・子どもたちの主体的な活動を引き出すために、どのような環境が良いのかを考

えて、日々話し合いアップデートを繰り返し、今の状況にあった環境作りに取り

組んだ。 

・朝の日課や畑仕事など、原点に返り、一つひとつにどの様な意味があるのか、

発達に繋がっていくのかを考えて進めてきた。実際に挑戦してみると、子どもも

大人も視野が広がり、新たな保育の形が展開されていった。 

・意見を交換し、子どもたちがやりたいことをできる環境が用意されて、受け止

めてくれる人がいて、心が安定して過ごせていた。 

保育参加 4～3月まで 合計9名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計6名が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 空腹感を感じられる子ども、意欲的に食べられる子どもとなる 

実践結果 午前中思い切り活動することにより、お腹が空いてから食事をするリズム

が確立しつつある。食に対して、意欲的な子も増えて、お代わりする子や

食べられる食材も増えてきた。 
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次年度方向性 めいいっぱい戸外遊びを取り入れて、心も身体も充実させた食事時間を過

ごせるようにする。 

2 計画・ねらい 食への関心を広げる 

食の循環を知る 

実践結果 畑で収穫した野菜を調理して、味わう。食べたいので野菜を育てる。野菜

を育てたいから、堆肥を作り、土を改良する。食の循環を、子どもたち自

身肌で感じて、食への関心を更に考える機会となった。 

行事食や郷土食にも触れる機会があり、伝統文化を知ることを深めていき

たい。 

次年度方向性 命をいただく体験を通して、食べ物のありがたみに気づき、感謝の気持ち

を持つ。 

 

 

〈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21日／11月8日に実施 

歯科検診 6月22日／11月7日に実施 

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 

①   6月1日に5歳児クラスにて手洗い指導を実施 

②   12月7日8日に5歳児クラスにて性教育を実施 

③   1月16日に1歳児クラスにて歯みがき指導を実施 

流行した感染症 ④   1月にインフルエンザ、園児57名・スタッフ5名蔓延し、

保健所へ報告2月13日に終息 

発作・痙攣等の対応 対象園児なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・5月17日に自園にてエピペン研修を6名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、24名（用務除く）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） 

・6月18日、6月25日につくばどろんこ保育園にて救急講習を中村

きよの、佐藤未来、郡司千夏、薗部祐李、二茅汐音の計5名が、新た

に受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名のうち、25名が使用可能 

その他保健に関する取組 職員に感染症発生時の嘔吐処理の仕方やロールプレイを行った。プ

ール使用の塩素の取り扱いの仕方を行った。 
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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・換気を徹底した。 

 

 

〈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  

⇒5月16日、10月24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21日、11月8日 

歯科健診 各年2回／6月22日、11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12日、10月11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 子どもが安心できる環境を作る 

実践結果 子どもにとって安心できる環境である、物的環境・社会環境・人的環境を

整えていくことを前提に話し合いを重ねた。子どもの安心基地となるため

に、子ども一人ひとりと向き合うことから始めた。何が大切なのかを考え
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試行錯誤して、居心地の良い環境を作り出していくことを継続していく

い。 

次年度方向性 子どもにとっての安心基地を作ることを、話し合いをして共通認識を持て

るようにする。 

2 計画・ねらい 創造的で自由に発展させられる環境を作る 

実践結果 子どもの目線に立ちながら、細かな修正を加え、アップデートしていくこ

とを行っていた。保育者自身も、角度を広げるために研修へ積極的に参加

し発信していた。 

次年度方向性 子どもの目線に立ち、想像しながら準備をし、楽しみながらアップデート

を継続していく。 

3 計画・ねらい 子どもの活動が継続的に考えられる環境を作る 

実践結果 遊びが継続していく安心感のもとに、想像しながら遊びが展開されて広が

った。続きを考える楽しみも増えてきて、形を変えながら長く続いてい

た。 

次年度方向性 続きを考える楽しみの幅を広げられるように、どの場所でも行えるように

仕掛けづくりも継続していく。 

 

 

〈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 レゴテーブル 幼児保育室 毎日 異常なし 

2 配膳台（2台） 幼児保育室 毎日 異常なし 

3 一本橋 園庭 毎日 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 実践結果 (防災)毎月の消防計画に基づき、避難訓練と消化訓練を行った（年12回） 

消防署との合同訓練では通報訓練を行い、有事の際に慌てず対応できるよ

う繰り返し訓練している 

引き取り訓練・不審者侵入対策訓練、竜巻訓練では、実際を想定しながら

保育者の配置や連携の取り方を確認した 

2 実践結果 (けが防止)園会議内にて事故防止委員会を開催し、事項要因の分析・対策

防止に努めている。リスク管理表を活用し、傾向と対策を話し合う 

SIDS に関しては定期的にガイドラインの確認・生存確認についてのテス

トを行う 

3 実践結果 (防犯)不審者侵入訓練、保護者への引き取り訓練を行った 

つくば中央警察署より、定期的に周囲防犯パトロールを実施してもらう 
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4 実践結果 (光化学スモッグ)今年度発令なし 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

次世代育成の観点から、積極的に受け入れを行い、実習生一人ひとりの様子に合わせて具体的かつ

家庭的に援助指導を行った。 

今年度も筑波大学医学部看護学類からの実習を受け入れ、養護教諭への様々な視点が持てるように

学びの場を提供した。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

9月20～10月5

日 

株式会社ポピンズプロフェッ

ショナル 
１人 家庭的保育認定研修 

10月17～28日 筑波大学医学部看護学科 ５人 責任実習 

 

 

 

〈３〉中高生の受入 

今年度なし 

 

 

 

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 

12日 

26名 

17日

26名 

14日 

26名 

12日 

26名 

9日 

26名 

13日 

26名 

11日 

26名 

9日 

26名 

13日 

26名 

11日 

26名 

22日 

25名 

23日 

25名 

園内研修 12日 

21名 

17日

24名 

14日 

23名 

12日 

23名 

9日 

23名 

13日 

20名 

11日 

22名 

9日 

19名 

13日 

22名 

11日 

23名 

22日 

23名 

23日 

23名 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

9月28日 

社会福祉法人どろんこ会 

学び事業部 園長大学・保

育士大学 

100のことばより一回いっ

かいの体験で本物をつかむ

保育とは 

1名 有 

10月14日 

社会福祉法人どろんこ会 

学び事業部 園長大学・保

育士大学 

インクルーシブ保育導入の

ススメ 

1名 

有 

10月25～26

日 

社会福祉法人どろんこ会 

学び事業部 園長大学・保

育士大学 

キャンプのプロから学ぶキ

ャンプの極意～様々なアク

ティビティと体験しよう～ 

1名 

有 

2月16日 つくば市 
幼児保育と小学校教育の連

携・接続のための研修会 

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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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 参加者なし 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 参加者なし 

 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

地域の商店街や官公庁との繋がりを深め、様々な世代との交流も行った。来年度は地域に根差した

保育園となるよう、更に密接に連携し機会を増やしていく。 

 

 

〈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：諏訪公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：万博駅、セブンイレブン、カスミ、ダイソー、万博

交番、トモニー、ジョイフル山新、みのぷう動物病院、いおり庵、アー

ト引越センター、トヨタ、コメリ、ウエルシア等 

世代間交流 畑の持ち主と一緒に芋ほりを行う 

園外保育、日常の保育の中で積極的に交流する 

異年齢交流 日々の生活の中で、学年を分けることなく異年齢で共に過ごす 

ちきんえっぐ利用者と積極的に交流する。 

小学校で授業の見学と交流する。 

その他活動 9月5日香取台どろんこ保育園地鎮祭に参加する 

11月14日にアメリカ出身の保護者よりスライドを見ながら、話を聞く 

12月9日に産院で働いている保護者より、赤ちゃんが産まれる話を聞く 

 

 

 

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 

新型コロナウイルスも落ち着き、小学校との交流も以前のように戻りつつある。交流の場が増え、

職員間が壁をなくし、コミュニケーションを図ることの重要性を感じました。互いを知り、理解する

ことで接続が滑らかに行われるように来年度も継続をしていきたい。 

 

〈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 

８月２日 島名小学校 

 

１名 高山学園保幼小連絡会

（島名小学校） 

職員間交流 

12月12日 島名小学校 

1年４組 

17名 学校探検と授業を見学

（島名小学校） 

子ども間交流 
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12月13日 島名小学校 

1年４組 

１７名 手紙の交換（島名小学

校） 

子ども間交流 

２月16日 島名小学校 １名 幼児教育と小学校教育の

連携・接続のための研修

会 

（島名小学校） 

職員間交流 

２月19日 香取台小学校 

 

１名 校舎内覧会（香取台小学

校） 

職員間交流 

 

 

 

 

10. 要支援児  
今年度、対象園児なし 

 

 

 

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 

2名 0名 2名 2名 2名 12名 24名 11名 14名 6名 7名 6名 88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4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 4名 4名 5名 7名 0名 0名 0名 20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3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 2名 14名 2名 0名 0名 0名 0名 18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 月1回   公園名：諏訪公園にて 以下日程にて実施 
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（支援セン

ター主催） 

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

4名 0名 2名 0名 0名 4名 6名 4名 3名 0名 6名 6名 35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12月28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：13時30分 

自己評価終了時刻：14時30分 

自己評価実施者：施設長及び当日出勤の全スタッフ 

 

 

〈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：100％ 

 

高い回収率となり、様々なご意見が寄せられた。貴重なご意見に、一つひとつ考え改善する機会とな

った。より良い園運営を目指し、保護者様のご期待に沿えるように精進していく。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見  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：万博公園どろんこ保育園 施設長 田中 恵 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ 桶川ルーム事業報告書 

（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～ 
開園６年目を迎え、発達支援つむぎとインクルーシブ保育を模索しながら行ってきた。 

全ての子ども、保護者、職員が協働的に関わりながら、子どもにとって必要な経験ができる場を提供

してきた。 

今後も、地域の中でインクルーシブ保育の先駆けとなり、地域の子育て支援の拠点となることが求め

られる。 

 

１『生きる力のある子どもを育てる』 

 どろんこ会グループの日課・基本活動である、戸外活動９時出発・午前午後散歩・畑仕事・生き物

の世話・長距離散歩について、スタッフ一人ひとりが意味を理解し、子ども経験の機会として行っ

ていった。子どもに必要な経験の出来る環境を引き続き行えるようにしていく。 

 異年齢、インクルーシブ保育の関わりの中で、他児を受け入れ、互いに思いや考えを共有して遊ぶ

姿が見られるようになってきた。 

 畑仕事では、野菜を育て収穫し食する一連の流れを経験することで、自然の恵みとしての食材や、

調理する人への感謝の気持ちが育ってきた。落ち葉から堆肥を作ったり自分たちで育てた野菜を販

売したりする活動を行うことで、食の循環・環境への意識へ繋げることができた。引き続き畑での

体験を増やしていきたい。 

２『全ての子どもが自由に行き来し、安心できる大きな家となる』 

 発達支援事業(つむぎ)の利用者と、保育園児が大きな屋根の下で生活を共にすることで、生活・遊

び・労働を教え合い、助け合う場とした。 

 大人が背中を見せることで、子ども同士の関わりが深くなった。 

３『地域から愛され、選ばれる園になる』 

 どろんこ祭りや収穫した野菜販売などを通して、地域に園を知っていただく機会を多く持つことが

できた。 

今後も、園の活動を発信し、地域に愛される園を目指す。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい ・異年齢での関わりの中で、他者との協働、感情コントロール、目標の達

成を実現できる環境構成をし、見守る。 

実践結果 子どもの姿について話し合う機会を多く作り、環境構成の見直しを行っ

た。 

次年度方向性 保育園、つむぎとも協働し、関わり合いながら成長していくことができる

環境構成を整える。 

2 計画・ねらい 保護者、来訪者がみて気持ちの良い施設をつくる。 

実践結果 不要なものを処分し、必要なものだけを置くことで事務所、玄関の環境を

整えた。整理整頓を意識し、気持ちの良い環境を作った。 
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次年度方向性 玄関、事務所が整ったので、保育室の棚もスタッフが意識して整理整頓を

行えるようにしていく。 

3 計画・ねらい 併設園の特徴を最大限に活かし、チームとして保育する。 

実践結果 互いの専門性を知ることで繋がりを持ち、大人も子どもも混ざり合っての

活動が出来た。 

次年度方向性 保育園、つむぎの垣根なく、全てのスタッフが全ての子どもを見ていくイ

ンクルーシブ保育を実現する。 

 

 

〈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 ・保護者と子どもの育ちに協働的に関わる。 

実践結果 連絡帳やタイムライン、お迎え伝達ボードを活用し、園での子どもの様子

をしっかり保護者に伝えていくことで信頼関係を作った。 

次年度方向性 保護者に園での取り組みを理解していただき、スタッフと一緒に子どもた

ちを見守る存在となるよう協力体制を築いていく。 

2 計画・ねらい 園と保護者の情報共有の場を積極的につくり、信頼関係を築く。 

実践結果 どろんこサポーターを募り、どろんこ祭りをはじめ、畑の草取りや、バー

ベキューなどの企画を行い、園と保護者の繋がりを強化した。 

次年度方向性 どろサポのさらなる活性化を図り、保護者と園が共に子どもを育てていく

環境を作る。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域における子育て支援の重要性を、スタッフ全員が理解する。 

実践結果 保育所保育指針を勉強会で読み解き、スタッフ自身が地域における子育て

支援の重要性の理解をはかった。 

次年度方向性 全てのスタッフが、自主的に地域とつながる工夫を探し、地域の子育て支

援の強化を意識する。 

2 計画・ねらい 地域に開かれた子育て支援を行う。 

実践結果 どろんこ祭りをきっかけに、ちきんえっぐ利用者の増加、一時保育の利用

者増加があった。また、園見学の問い合わせも増え、地域での注目度が高

まった。 

次年度方向性 より多くの方に保育内容を知っていただき、気軽に相談できるような地域

の子育て支援を行っていく。 

3 計画・ねらい 地域の関係機関との連携 
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実践結果 どろんこ祭りで関係各所にも案内を配り挨拶を行ったことで、連携が出来

るようになった施設も増え、地域のつながりが増えた。 

次年度方向性 桶川市もボランティア活動などにも参加し、地域との関わりをより強化し

ていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい どろんこ会グループのマニュアルの徹底。 

実践結果 園会議等でロールプレイを繰り返し行い、マニュアルの徹底を行った。 

次年度方向性 全てのスタッフが同じ水準で保育を行うことができるように、引き続きマ

ニュアルの徹底を行う。 

2 計画・ねらい 取り組み内容の理解を深める。 

実践結果 園会議で日課を行う意味を考え、実践できるようにした。デイリープログ

ラム通りに進めることができないこともあったが、都度やり方を話し合

い、工夫を重ねた。 

次年度方向性 どろんこ会グループが定める日課について理解を深め、スタッフ一人ひと

りが自分の言葉で語ることができるようになる。 

3 計画・ねらい リーダーの育成 

実践結果 人の前で発表する機会や、アウトプットする機会を多くも置けることで、

自分自身の成長に繋げられるようにした。会議の進行等リーダーに任せる

ことで、ファシリテーターができるようにした。回数が少なかったので、

会議体によっては、次年度も任せていく。 

次年度方向性 現場での状況を広く見る視野が持てるように、自分のクラスだけでなく全

体の状況把握ができるような仕組みを作っていく。 

 

 

〈５〉保育園、発達支援事業(つむぎ)との連携強化 

1 計画・ねらい つむぎ専門職の理解と共有 

実践結果 園会議等で、それぞれの専門性について勉強会を行い、互いの理解に繋げ

た。 

次年度方向性 専門性を発揮することで、併設園の強みとしていけるように引き続き勉強

会を続けていく。様々な視点で子どもを見ることができるスタッフを育成

する。 

2 計画・ねらい 職員全体で全ての子どもを見守る意識を育てる 

実践結果 つむぎスタッフも保育園スタッフも同じようにその場にいる子どもたちを

見ることができるように、子どもの情報共有を徹底した。 
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次年度方向性 全ての子どもの情報共有を行うことで、保育園つむぎの隔たりなく保育が

行える環境を作っていく。 

 

 

〈６〉チーム保育の実践 

1 計画・ねらい 全ての子どもの育ちを全てのスタッフが共有する 

実践結果 全ての会議をつむぎスタッフと合同で行うことにより、情報共有を行っ

た。 

次年度方向性 引き続き、情報共有をしていくと共に、支援の必要な児へ支援を行うこと

ができる体制を作っていく。 

2 計画・ねらい スタッフ一人ひとりがチームとしての意識を高める 

実践結果 スタッフ全員で見ているが、他人任せにしてしまうスタッフもいた。 

次年度方向性 スタッフ一人ひとりが全てを自分事として捉えられるようにする。 

 

 

 

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 
36人 72人 69人 61人 72人 65人 375人 

年度後半：

10~3月 
36人 72人 71人 66人 72人 61人 378人 

 

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 

55人 134

人 

148

人 

123

人 

113

人 

125

人 

138

人 

125

人 

116

人 

132

人 

114

人 

120

人 

1443

人 

うち0

歳児 

0人 3人 3人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人 3人 1人 12人 
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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 4人 12人 11人 28人 19人 12人 10人 23人 20人 19人 20人 179人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 1人 1人 3人 9人 6人 14人 16人 14人 15人 79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 1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 0人 事務 1人 

用務 0人 看護師  1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・施設長会議からの報告事項確認 

 

給食運営会議 月1回 ・食育計画実施内容の確認 

・喫食・残渣状況の確認 

・配膳、片付けについての提案 

・離乳食・未食・アレルギーの共有 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット、インシデントの分析 

・自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ 

・ハザードマップの見直し 
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ケース会議 月1回 ・個別計画の振り返りと地付きの課題抽出 

週会議 週1回 ・乳児、幼児の分かれ、次週の予定確認 

・共有事項の確認 

・活動内容、環境設定について 

 

 

〈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12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 手洗い、うがい指導。30秒の時計を使用しての手洗い時間の見え

る化を行ったことで、しっかり手洗いする週間をつけた。 

安全対策係 ・避難靴のサイズ確認を保護者に促す。 

・園内の危険個所の洗い出しを行い、ハザードマップに記入。 

・修繕の必要な箇所には、適切に修繕を入れた。 

防火管理者 ・毎月の避難訓練の実施。消火訓練の実施。 

・ポスターを掲示し、近隣の方へ周知。 

食品衛生管理係 ・調理室の衛生管理 

・アレルギー児、離乳食児への対応 

畑係 ・作物栽培の計画、準備、購入 

・畑での物品購入の発注 
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生き物係 ・メダカ、カブトムシ等の飼育。餌やり、水槽掃除。 

写真係 ・写真販売の写真の整理と確認 

・月別、クラス別の写真ホルダーの作成 

 

 

〈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 併設のつむぎと協力し、近隣の施設、店舗などにチラシやポスタ

ーを設置。マインさんの協力も得て、広告していただき、地域の

方もたくさん参加していただき大盛況だった。 

保護者の方も準備から協力していただき、一緒に作り上げたお祭

りとなった。コロナの影響でなかなか開催できなかったどろんこ

祭りだったが、やってみて、近隣の方もこのような行事を期待し

ていることが分かった。 

運動会係 初めて『ことぶき広場』をお借りし園外で実施した。 

広い場所で、人数制限も設けずに行ったことで、両親祖父母も参

加することができ、のびのびと行うことができた。 

また、近隣の方も参加していただき、園の活動の様子を見せるこ

とができた。 

生活発表会係 普段の様子が見ていただけるように園内で実施した。 

つむぎの支援室を利用して今までの作品を展示し、活動の様子を

伝えるコーナーも設け、保護者が自由に園内を巡る機会を作っ

た。保護者からは、成長が良く感じられる良い機会だったとの声

が多かった。 

入園式・卒園式係 コロナウイルス対応の緩和もあり、人数制限を行わずに開催でき

たので、保護者からは良かったとの声をいただいた。 

  

 

 

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 

・保護者参加行事は、感染対策をしっかり行ったうえで実施した。 

・園での子どもの様子を伝える為、玄関にボードを設置し、一日の様子を伝えら

れる用意した。また、持ち物等のお知らせも掲示した。 

・連絡帳やタイムライン、お迎え対応時などに、子どもの様子を丁寧に伝えた。 
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保育参加 

4～3月まで 合計12名 が参加済み  （3月1日時点） 

・アンケートを記入いただき、普段の様子が見られて良かったとの声をいただい

た。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計４名 が参加済み  （3月1日時点） 

・発達に関する相談、友達との関わり方についての相談があった。 

 

 

〈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 意欲的に食べる子どもが増えるよう、食への関心を広げる。 

実践結果 自分たちで畑の野菜を育て、収穫し、食べる経験をしたことで、食への興

味を広げることができた。 

次年度方向性 収穫した野菜をどのようにするかまで、一連の流れを子どもたち自身が考

えて行うことができる環境設定をしていく。 

2 計画・ねらい 保育士、栄養士、全てのスタッフが口腔発達を理解し、食事提供を行う。 

実践結果 勉強会で口腔発達について学ぶ機会を作った。 

次年度方向性 理論上での発達の理解から、実際に子どもの姿を見ながら食事提供が行え

るようにする。 

3 計画・ねらい 自然の恵み、命の大切さに気付く。 

実践結果 海藻について知ったり、しらすのパックから海の小さな生物を発見した

り、魚の解体などを通して自然の恵みや、命について考える機会を持っ

た。 

次年度方向性 『いただきます』の意味を考え、命をいただいていることに感謝できる活

動を行っていく。 

 

 

〈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１５日／１１月１６日に実施 

歯科検診 ５月２７日に園内幼児室にて実施 

保健だより 毎月25日に児童数にて配布 
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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 

①   8月４日に幼児室にて熱中症についての指導を実施 

②   12月6日にあずき保育室にて性教育を実施 

③   1月10日に幼児室にて手洗い指導を実施 

流行した感染症 特になし 

発作・痙攣等の対応 対象なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月８日に幼児室にてアレルギー対応研修を増田亜理紗、小野七

海、計2名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ20名のうち、20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） 

設置なし 

 

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 

 

 

〈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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０日 



20221215版 

 

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15日、10月14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1回／6月15日、11月16日 

歯科健診 各年1回／5月27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14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 整理・整頓を意識し、必要なもの以外置かない気持ちの良い環境をつく

る。 

実践結果 事務所から、整理整頓の徹底をし、いつでも気持ちの良い空間が保てるよ

うにした。 

次年度方向性 保育室の環境整備を含め、棚の上、棚の中などの整理を徹底し、美観を保

てるようにしていく。 

2 計画・ねらい 子どもが自発的に興味、関心のあるものに取り組み、自ら学び挑戦し続け

られるような環境設定を行う。 

実践結果 スタッフの会議の中で、子どもがどんなことに興味があるか、また、どん

な環境設定を行ったらよいかを話し合うことができた。 

次年度方向性 図書館から本を借りてくることで、自分の関心のあるものを探求すること

ができるよう環境設定を行っていく。 

3 計画・ねらい ホンモノに触れる機会をつくる 

実践結果 園庭に木材や竹を置き、人工芝の園庭ながらも自然に触れる機会を作っ

た。 

ビオラ、クラリネット、ホルンなど、本物の楽器の音を聴き、触れる機会

を持ち、音楽の楽しさを感じた。 

次年度方向性 引き続き、様々な本物に触れる機会を多く作り、感性を豊かにしていく。 

 

 

 

〈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 なし    
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 園における事故に関する安全管理危機管理マニュアルを設置し、全ての職

員は各自内容を読み込み理解して、マニュアルに基づいた運営管理を行っ

た。 

2 実践結果 事故発生時における危機管理マニュアルを設置し、全ての職員は各自内容

を読み込み理解して、マニュアルに基づいた運営管理を行った。 

3 実践結果 職員は応急処置に関する基本的な知識を持ち、事故発生時には適切な連携

を取った。 

職員全員が万が一の事故発生時、被害者に対し誠実に対応する心構えを持

った。外部的要因による事故に関する安全管理・職員の共通理解と施設内

の体制の確保を行った。 

施設外の活動における安全確認や不審者等の情報がある場合の連携体制の

確認を行った。 

4 実践結果 防火管理者を選任し、所轄の消防署へ遅滞なく届出た。消防法に定められ

た必要事項を満たした消防計画を作成し、消防計画の内容を周知、実施し

た。 

避難、消火、通報訓練は、法令、通達で定められた回数実施した。 

避難器具や消火器を適正な場所に設置し消防設備等の自主点検を行った。 

5 実践結果 夏場は、環境省と県から発令される熱中症警戒アラートに従い、戸外活動

の制限や、日陰で過ごせるよう配慮した。 

6 実践結果 光化学スモッグでは、桶川市からの情報を素早く職員に周知し、園外にい

る場合は素早く日陰に入り園に戻るなどの対応を取り、子どもたちの健康

状態に留意した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

学生の観察実習、見学実習、責任実習まで、多くの学生を受け入れた。コロナ禍で受け入れ先が無く

なってしまった学生に、現場の経験を体験する機会の提供ができ良かった。 

実習生を受け入れることで、スタッフも自分の保育の振り返りを行ったり、新たな視点の発見に繋が

ったりと、良い機会となった。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月24日,26日 

7月5日,7日 
日本児童教育専門学校 1人 観察実習 

7月25～29日 大宮こども専門学校 2人 責任実習 
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8月15～27日 目白大学人間学部子ども学科 １人 観察実習 

8月29日 

～9月9日 
山村学園短期大学子ども学科 １人 責任実習 

9月1～14日 星美学園短期大学 ２人 責任実習 

10月18,20日 

11月29日 

12月1日 

日本児童教育専門学校 １人 観察実習 

2月1日～15日 星美学園短期大学 1名 観察実習 

2月6日～20日 目白大学 1名 責任実習 

 

 

 

〈３〉中高生の受入 

  

なし 

 

 

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 

19名 

13日

16名 

10日 

21名 

8日 

19名 

19日 

18名 

9日 

20名 

7日 

21名 

11日 

20名 

9日 

21名 

6日 

20名 

22日 

25名 

5日 

25名 

保育実践研修 8日 

19名 

13日

16名 

10日 

21名 

8日 

19名 

19日 

18名 

9日 

20名 

7日 

21名 

11日 

20名 

9日 

21名 

6日 

20名 

25日 

25名 

5日 

25名 

 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

9月22日 園長大学・保育士大学 
16年間でたどりついた信じ

て待つ保育 
1名 有 or無 

10月14日 

 ～16日 
厚生労働省/ポピンズ 初任保育所長等研修 

1名 
有 or無 

1月24日 園長大学・保育士大学 遠見さんから学ぶ性教育 1名 有 or無 
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〈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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

16日 

1名 

全社員研修 11月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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 

地域との交流の中で子どもたちが育つために、地域の方々の理解を得て、子どもの社会体験の場

を広げていった。コロナ禍で孤立してしまっている保護者の為に、交流できる場所の開放と育児

相談などを目的として、ちきんえっぐを活用した。 

園の存在を地域に広く知っていただく為、どろんこ祭りでは、市内中にポスター掲示を行い、案

内を出したことでたくさんの集客があった。ちきんえっぐ利用者の増加も見られた。 

 

 

〈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：駅西口公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先： JA若宮、若宮交番、コージーコーナー、マクドナ

ルド、杵屋、フローラルいけだ、等 

世代間交流 9月21日に幼児室にて敬老会を実施 

異年齢交流 12月27日に園内にて小学生とあそぼう会を実施 

その他活動 9月27日に幼児室にて音楽鑑賞＆体験を実施 

 11月25日にクリーン作戦を実施 
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 １月5日に卒園児保護者をお呼びして英語であそぼうを実施 

 

 

 

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 

新型コロナウイルス感染拡大の為、予定していた学校訪問や、職員交流を行うことが難しかった。 

就学児に関しては、桶川市の幼保小連絡協議会に参加し、情報共有を行い、スムーズな進学へ繋げた。 

次年度は、スタッフの学校訪問や、一年生を見て逆算した保育を計画して行っていけるよう、学校との連携

を密にしていきたい。 

 

 

〈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 

2月24日 桶川市川田谷小学校 

1年1組 

11名 一年生を知ろう（メリー

ポピンズ桶川ルーム幼児

室） 

子ども間交流 

2月27日 桶川市内小学校 

 

25名 連絡協議会(桶川市役所) 職員間交流 

3月15日 桶川市立桶川小学校 

1年1組 

10名 授業参観（桶川小教室） 子ども間交流 

職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

今年度、個別支援計画の対象児は１名。支援計画作成後は、月に１回振り返りのケース会議を行

った。園長、担任の他、つむぎのスタッフも参加し、専門的な視点での会議を行うことができ

た。 

 

 

〈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：6名 

毎月月末にケース会議を開催。つむぎスタッフよりアドバイスをもらいながら、発達を促すこと

ができる支援計画を立てていった。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

要支援児への援助内容や支援内容などは、スタッフ全員で周知し、継続的な支援が行っていけるよう

に配慮した。また、全てのスタッフが同じように支援できる体制を作った。 
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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 

11名 6名 15名 402名 27名 51名 61名 67名 30名 52名 59名 50名 831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2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5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 2名 0名 0名 0名 12名 0名 0名 0名 9名 8名 31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2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 2名 0名 0名 0名 0名 2名 0名 4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：駅西口公園にて 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 2名 0名 2名 2名 0名 4名 7名 4名 21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 

２０２３年2月28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：14時00分 

自己評価終了時刻：14時30分 

自己評価実施者：施設長他２名 
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〈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：126.5％ 

 

普段あまり話をする機会の少ない保護者の方や、祖父母の方々にもアンケートにご協力し

ていただき、回収率が100％を上回ることができた。子どもを中心に、園のより良い運営

のため、また利用者の方の思いも受け止める為に今後に活かしていきたい。 

 

 

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   

 

報告すべきご意見：０件 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） １件 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 11月25日 （内容） 

5歳児 左下顎頭骨折 

園庭で走っており転倒。顎を地面で打つ  

 

（対応結果） 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

 

※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：メリー★ポピンズ 桶川ルーム 施設長 千葉 彩華 
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２０２２年度 北千住どろんこ保育園 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～ 
 

(１) 「にんげん力。育てます。」を保育理念として、にんげん力をつけるために必要な遊び、野

外体験を提案実践し、“自分で考え、行動する思考”を育めるよう、保育者は指示命令をし

ない保育を展開した。法人子育て目標である「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニ

ケーション」を実践し、たくさんの人との関わり合いや体験を通して、感じたこと、考えた

ことを様々な方法で表現できるように、まずは子どもの気持ちを受け止める保育を行ってき

た。 

他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活動実践を行い、異年

齢の関わりの中で直接体験を通じて、「他者との協働」「感情コントロール」「目標の達成」

の 3つの要素が求められる環境構成を展開した。またまずは子どもの気持ちを受け止めること

を実践し、丁寧にかかわることを実践できる保育者集団を目指してきた。 

自分たちで計画し活動を実施していくプロジェクト型保育にも力を入れ、自分たちがどうし

たいのか、どうすれば実現できるのかを子どもたちが考えて行動できるようなかかわりを実

践してきた。ルールを守る子ではなく、ルールを作りやってみてまた検討し変えていく、そ

のような思考ができる子どもたちの育成を心掛けてきた。 

またそのためには保育所保育指針をしっかりと読み解き、プロジェクト型保育に必要な協働

性、感情コントロールエラーを見守り、子どもが自ら学び力にしていくことができる保育環

境を整えることに力を入れた 1年となった。 

 

(２) 発達支援つむぎ北千住ルームと併設されており、連携を密に行いながら“一つの大きな家”と

して保育園とつむぎの壁を越えた関わりができる職員集団を目指し学びあう1年だった。より

よい支援やともに育ちあう場として、更なるインクルーシブ保育の実践に向けた思考の更新を

行えるような環境を整えた中で、子どもたちが伸び伸びと自我を出せるような取り組みを意識

したインクルーシブ保育を展開した。そのための話し合いや、人的環境、物的環境の配慮をし

っかり行い、色々な角度から子どもたちをとらえられるようになってきている。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 保育者・職員は常に温かくポジティブな養育を目指し、共感力を身につけ

る。 

実践結果 ・子どもに対しポジティブな態度を示してきた。きちんと向き合うこと、

否定的な態度をとらないことを徹底した。 

・子どもの成長発達を正しくとらえ、常に発達にあった保育環境を提供し

た。 

・子どもの発声、発音にその都度応答し、質問して応答的な保育を実践し

た。 

・子ども自身のほほえみや、笑うことを引き出し、促していく保育を心掛
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けた。 

・指示するのではなく、子どもが発するサインに答えた。 

・目先の出来栄えを追うのではなく、子どもの心を育てる保育を徹底し

た。 

・子どもの思いや気持ちに寄り添い、共感することができる保育を徹底し

た。 

次年度方向性 ・子どもの気持ちに寄り添い、受け止めることを実践し、子どもが安心し

てのびのびと自分を出せる場となるよう引き続きこころがけていく。ま

た、丁寧な言葉遣いや、所作で保育ができるように心がけ、身近な大人が

子どもたちの手本となることをしっかりと意識した保育を展開する。 

2 計画・ねらい プロジェクト型保育を、今年度はさらに発展させられるよう、職員が意識

し、３つの要素を子どもたちが体験できるような保育を目指すために、保

育所保育指針をしっかりと読み解き、子どもが自ら学び力にしていくこと

ができる保育環保育所保育指針の10の姿を理解し、保育する。 

実践結果 毎日、給食が終了した後に、年長組であるこめ組だけで話し合いを行うこ

め会議を行った。身近な問題や、素朴な疑問、その他運動会や生活発表会

等の行事をどう進めていくかなど、子どもたちで話し合い決定したことを

進めてきた。また、日常の中で起こってくる不具合に子どもが感じたこと

を話し合い、ルールは自分たちで決めてやってみてまた検討していくこと

を繰り返し行ってきた。また１０の姿を理解することで、幼児期の終わり

にこうなっていたらいいなと思う事柄をイメージしながら保育にあたるこ

とができた。 

次年度方向性 引き続き、ルールのある遊びについては自分たちでルールを作って実践す

るのだという意識を子どもたちが持てるように行っていく。また、５領域

に焦点を当て、乳児幼児ともに保育所保育指針を意識した保育を展開でき

るようにする。 

3 計画・ねらい 他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活

動実践を行う。 

実践結果 園とつむぎが話し合いを重ね、子どもたちがさらに一緒に活動し常にまざ

り合って過ごすことができるようになってきている。子ども同士のかかわ

りも深まってきており、子どもたちの中で、どのような支援が必要で、ど

の様にしたら一緒に参加できるのかということを真剣に考え、答えを出そ

うとする姿が見られた。 

次年度方向性 インクルーシブ保育とは何かを追求し続け、さらに職員も一丸となってイ

ンクルーシブの良さを引き出せるようにしていきたい。そのために、お互

いの領域である学びをそれぞれに深めあえるようにし、お互いを尊重しあ

える集団となり、インクルーシブ保育を進めていく。また、どうしたらい

いのかを考えるきっかけ作りにもなり、大変良かった。子どもたちは引き

続き、子ども同士のやり取りから自分で、主体的に活動につながるような

取り組みをしていきたい。 

 

 



20211215版 

 

〈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 子育てが楽しいと感じられるような、最高の子育てパートナーを目指す。 

実践結果 子育ての楽しさや成長、喜びを互いに感じられるような支援や情報提供を

心掛けた。また保護者の方に、元気や希望がわいてくるようなお迎え対応

の実践として、担任以外の職員が対応を行う際は１日の様子だけではな

く、そのことの会話や行動など、実際に自分の目を通して感じたことを保

護者へお伝えできるように心がけた。 

次年度方向性 引き続き定期的に見直しを行いながら、保護者の方の満足度を上げられる

ように気持ちの良いお迎え対応ができるようにしていきたい。どうしても

混んでしまう時間帯についての問題解決の一案として、写真など、流れて

いるものを見ていただけるような環境を提供し、お待ちいただく時間を少

しでも待った感じがしないお迎え対応を心掛けていく。 

2 計画・ねらい 保護者同士がつながりを持てるような、どろんこサポーターズや、おやじ

の会の活動の場をつくる。 

実践結果 どろんこサポーターズとともに、保護者がいきいきと、子育てに積極的に

かかわれる場を増やし、かけがえのない保育園時代を楽しんでいただける

ような、場や環境を提供し、職員と保護者、地域で子どもを中心に置いた

子育てを展開できるようにした。 

特にどろんこ祭りではどろんこサポーターズｔ保護者が一緒に祭りの運営

を行い活気あふれる行事となった。 

次年度方向性 どろんこ祭り後も、ごみ拾いやバザーなど、どろんこサポーターズととも

に行っていけるような取り組みを考えていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ちきんえっぐという場を知っていただき、気軽に利用していただけるプラ

ンを立て、広く周知できるように情報発信をしていく。 

実践結果 毎月行っている青空保育では、チラシを配布することで、参加してくださ

るご家庭が少しずつ増え、興味をもって園に足を運んでくださる方もい

た。また、子育て支援事業として、足立区から補助金をいただきながら、

３回にわたり子育て支援の講座を開催したくさんの方に興味を持っていた

だくことができた。３回ともとても好評であった。 

次年度方向性 地域の子育て世代の方への情報発信や、育児相談などを積極的に行ってい

けるような取り組みをしていく。また足を運んでいただいた方以外の方々

にも知っていただけるような取り組みを行っていきたい。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育所保育指針の幼児期に育ってほしい10の姿を学ぶ。 

実践結果 保育所保育指針の最終年度までに育ってほしい10の姿アからコまでを毎月

園内研修の場で学習した。また、10の姿を意識した保育実践を行い、園内

研修で発表や、意見交換を行ってきた。10の姿を意識し、そうならなくて
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はならない姿ではなく、そう成長していくために必要なかかわりは何かを

職員は意識することができた。乳児の時に必要なかかわりも学ぶことがで

き、乳児期に必要なかかわりは何かも意識して保育にあたることができ

た。 

次年度方向性 １０の姿に焦点を当てた１年であったが、一度学んだらおしまいというも

のではなく、繰り返し行うことが重要である。次年度は５領域を乳児幼児

とともに１年をかけて細かく学んでいけるような場を設け、学んだことを

現場での子どもの様子に重ねながら保育所保育指針に基づいた保育を展開

できるようにしていく。 

2 計画・ねらい 接遇を学び、選ばれる園を目指す。 

実践結果 スキル講座や、園会議の場で細かく接遇について学びあう機会を設けた。

接遇係を設置し、常に保育者が保護者や、実習生、来訪者の立場にたって

接していくには何が必要なのかを学ぶことで、前職員がしっかりした接遇

ができ、選ばれる園を目指し保育や保護者対応に活かせるようにした。 

次年度方向性 接遇面ではかなり丁寧な対応ができるようになってきているが、来年度は

相手の立場と逆転して考えてみることを常に意識した取り組みをしていき

たい。自分が思っていることとは別の角度から物事を考える癖をつけてい

けるようにしていきたい。 

 

 

〈５〉発達支援つむぎ 北千住ルームとの共同保育と連携体制のさらなる強化 

1 計画・ねらい マンスリー利用のお子さんのさらなる保育の充実と、保育園児との共同保

育の中で、職員の更なる連携の強化を図る。保育園という集団活動の中

で、つむぎ職員がいることで体験できる協働性や、他者とのコミュニケー

ションがあり、そのマンパワーを生かして、みんなが刺激しあえるような

インクルーシブ保育を目指す。 

実践結果 つむぎ職員の専門的な視点、保育園職員の子どもをとらえる視点など、そ

れぞれの目線で意見を交換しあって、今何が必要なのかを常に考えていけ

るような取り組みができた。そのための振り返りや園内研修、連携をさら

にきょうかしたことで、会話が増え一歩連携体制が進んだ1年となった。

保育園職員は発達などの専門的な知識を学び、つむぎ職員は保育所保育指

針から保育士のスキルを学んでいく。 

次年度方向性 振り返りや会議等、さらにコミュニケーションを密に取りながら進めてい

く必要がある。小さなことも共有し、保育園の意向と、つむぎの意向をし

っかり話し合いをしながら進めていく。全員で同じ方向を向いて進めてい

きたい。 
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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 
41人 72人 68人 120人 119人 120人 540人 

年度後半：

10~3月 
42人 72人 78人 120人 120人 120人 552人 

 

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 

23人 23人 9人 22人 33人 67人 17人 20人 19人 19人 18人 18人 307人 

うち0

歳児 

0人 1人 0人 2人 2人 6人 2人 3人 3人 ３人 ２人 ２人 26人 

 

 

一時保育利用状況                      

一時保育未実施 

 

 

〈２〉開所時間 

  

７時００分～２０時3０分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 16人 看護師 1人 栄養士 4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 2人 嘱託医 1人     
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・当月の行動計画の成果発表 

・次月の行動計画決定 

給食運営会議 月1回 食育計画策定／食育活動実施内容／喫食状況確認／検食簿指摘

事項改善／配膳方法など 

事故防止委員会 月1回 自園及び系列園で起きた事故のケーススタディと改善策策定／

全園事故防止委員会での内容共有／当月のヒヤリハット・イン

シデント分析 

ケース会議 月１回 要支援児個別計画の振り返り及び省察／要支援児個別計画の見

直し 

週会議 週１回 １週間の予定確認・情報共有 

乳児会議 週１回 乳児クラスについての情報共有 

幼児会議 週１回 幼児クラスについての情報共有 

 

 

〈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） 

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） 

施設長 

主任会議 

／法人本部 

月１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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

保健衛生係 

園舎、職員、園児衛生全般の改善と感染症予防対応、衛生管理全般

の管理。掃除チェック表管理・細菌検査とりまとめ・予防接種把

握・身体測定などを行った。 

感染症がはやり始めると感染力が高く広がってしまうことがあった

ため、こまめに掲示やタイムラインでお知らせをし、周知に努め

た。 

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）を計画的に行った。 

食品衛生責任者 

食育会議の計画や実践。食品の安全に関する管理や啓蒙をする。 

今年度は掲示物を多くし、子どもたちの興味や関心が持てるような

取り組みを行った。特に鶏の解体では職員がしっかりと鶏のことを

学び、真剣に取り組めるように勧めたことでとても良い経験ができ

る結果となった。 

畑・動物係 

畑の管理をする。特に、SDZｓの取り組みとしてコンポストづくり

に力を入れて取り組んだことと、日課としての畑活動や生き物の世

話をしっかり行っていくことに力を入れた。係からの発信と職員と

の連携を強化し、しっかりと取り組めるような仕組みづくりを行っ

た。乳児幼児に関係なく、職員が率先して畑や生き物の世話を行い

促したことで、しっかりと取り組むことができた。 

美観係 

気持ちよく過ごすための環境整備等を主に行った。 

特に棚の上に物を置かないように仕組みを作るなど行い仕組みづく

りを行った。 

接遇係 
スタッフの接遇力アップを目指すため、園会議時に接遇係からの時

間を作り、シミュレーションを行った。 

写真係 うちのこにアップロードする写真を選別し、販売促進を促した。 

事故防止委員会・防災・ハザ

ード係 

避難訓練担当者の割り振り、事故防止チェック・設備点検チェッ

ク・戸締り点検簿のチェックをした。 

食育 SDGs係 

食品衛生管理者とともに、食育会議の計画や実践。食品の安全に関

する管理や啓蒙をした。 

今年度は掲示物を多くし、子どもたちの興味や関心が持てるような

取り組みを行った。特に鶏の解体では職員がしっかりと鶏のことを

学び、真剣に取り組めるように勧めたことでとても良い経験ができ

る結果となった。またコンポストの取り組みも継続して行った。 

備品係 
備品の発注や管理をし、すぐに必要なものと追って必要なものを計

画的に購入できるようにした。 
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〈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 コロナ明け、久しぶりのどろんこ祭り開催となったため、どろん

こサポーターズの保護者のご協力のもと、協議しながら進めるこ

とができた。 

子どもたちがとても喜んで、楽しいお祭りとなり、どろんこサポ

ーターズの協力なしでは成り立たなかった。 

運動会係 土手を使用した運動会の開催となったが、土手の使用許可が2時間

ごとでの貸し出しになるため3時間確保するのが難しかった。 

サポーターズの力をお借りして使用者に交渉することができたが

来年度の課題となった。 

生活発表会係 生活発表会は人数制限なしでの開催となり、会場の設定から動線

まで、こまかく話し合いを進めて行った。 

当日はたくさんの方にご来場いただくことができた。人数が多く

なることで、待つ時間が長くなるところが多く、来年度の課題と

して内容を考えていきたい。 

 

 

 

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 特になし 

保育参加 4～3月まで 合計25名 が参加済み   

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計６名 が参加済み   

 

 

〈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 友だちや身近なおとなと親しみを持って、好きな場所で、好きな人と、自

分の食べられる量を、楽しい時間空間の中で食べる 
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実践結果 バイキング方式を少しずつ再開してきた。コロナ前のようになるまでには

時間が必要であるが、できるところから、大人が決めすぎない設定の中で

食事ができる環境づくりを行ってきた。 

次年度方向性 できることが増えてきているので、来年度も引き続き楽しい時間となるよ

うにしていきたい。 

2 計画・ねらい 鶏の解体を実施し、命をいただいているということを知る。 

実践結果 職員も子どもも真剣に向き合い取り組んだことで、子どもたちの食材に対

する意識が変わり、結果残食も減り心に響く体験となった。 

次年度方向性 命について真剣に考える良いきっかけとなったので、来年度もぜひ子ども

たちに見て感じてもらうために企画していきたい。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 5月25日／10月26日に実施 

歯科検診 7月5日に自園にて実施 

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 

①  8月23日・9月7日に自園会場にて手洗い指導を実施 

②  12月13日に自園会場にて歯磨き指導を実施 

③  12月13日に自園会場にて鼻のかみ方指導を実施 

流行した感染症 ①  6月に咽頭結膜熱、園児1感染報告有り。6月6日に終息 

②  7月に RSウイルス感染症、園児2名感染報告有り。8月2日に終息 

③  8月に RSウイルス感染症、園児5名感染報告有り。8月16日に終息 

④ 11月にヘルパンギーナ、園児1名感染報告有り。11月25日に終息 

⑤  11月に流行性角結膜炎、園児1名感染報告有り。12月2日に終息 

⑥  11月に咽頭結膜熱、園児1名感染報告有り。12月2日に終息 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月25日に自園会場にてエピペンシミュレーション研修を佐藤優実、

曽我くるみ、計2名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ23名のうち、22名が使用可能 
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AED使用できるスタッフの

状況（AED設置施設のみ） 

AED未設置 

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、手洗い指導を行

い、保育中もこまめに手洗いをするよう徹底した。消毒・換気を徹底し

た。 

 

 

〈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･11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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1日、10月1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／5月19日、10月27日 

歯科健診 各年1回／7月9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14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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

 

1 計画・ねらい 子どもたち自身の生活やあそびは、子どもたち自身が主体的に選べるよう

に環境設定をする。乳幼児の成長発達を的確にとらえ、その都度発達に即

した環境や遊びを展開できるように整えていく。遊具は継続的に点検・整

備改善を行い、ゾーンの確立と展開のために、園庭、園内環境をしっかり

と整備設置していく 

実践結果 室内の環境設定は２か月ごとに子どもたちの遊びやその時々に必要である

と思われる環境構成にし、変化させるようにした。変わらず継続するもの

と、新しくするものを見極め子どもたちが充実して遊びを展開できるよう

な環境設定を心がけた。また、手作り遊具の点検も行い、安全に遊べるよ

うに配慮した。 

環境設定を園会議時に話し合い、実践共有しまた実践していけるように

し、必要だと思う玩具を都度補充した。 

次年度方向性 保育室や園庭の環境設定を引き続き子どもの発達を見極めながら行ってい

く。 

 

 

〈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 

のぼり台 園庭 毎日 

事故防止チェック時

（４月・７月） 

ぐらつき・破損があったため8月末

に解体済 

2 

テーブル 園庭 毎日 

事故防止チェック時

（４月・７月・10

月・１月） 

異常なし 

3 

ベンチ 園庭 毎日 

事故防止チェック時

（４月・７月・10

月・１月） 

異常なし 

4 

ブランコ 園庭 毎日 

事故防止チェック時

（４月・７月・10

月・１月） 

異常なし 

5 

スリッパたて 幼児室 事故防止チェック時

（４月・７月・10

月・１月） 

手作り家具のため、スリッパを手

で持たなければならず衛生上よく

ないため1月に撤去済。 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 ◎防災 

危機管理マニュアル№３の災害対策に則り、消防訓練・避難訓練

・避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得

（継続）手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備を行

った。 

◎自衛防災 

危機管理マニュアル№３の災害対策（Ｐ．１２～）に則り、消防

訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知を行った 

2 実践結果 ◎上級救急救命資格取得（継続）手続き・防災自主点検・危機管理

マニュアルの整備・自衛消防組織と安全対策係の設置・緊急地震

速報運用を行い、災害発生時には対応フローチャートに従い、実

施。 

3 実践結果 ◎ケガ事故防止 

危機管理マニュアル№３のけが事故防止策・安全点検と保全（Ｐ

．１４～）に則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの

実施、安全教育、ＳＩＤＳ防止策を行い、けが発生時には対応フ

ローチャートに従い、実施。 

4 実践結果 ◎防犯 

危機管理マニュアル№３の不審者対策（Ｐ．２０～）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

の収集と共有を行い、不審者侵入時にはフローチャートに従い、

実施。 

5 実践結果 ◎光化学スモッグ 

危機管理マニュアル№３の光化学スモッグ対策（Ｐ．２１～）に

則り、光化学スモッグの知識を身につけ、注意報発令の把握を行

いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対応および行政連絡

に従って対応する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振り返り 

今年度も高校生の職場体験を多く実施することができた。何度も参加してくれる学生もおり、さらに

来年も多くの方に体験してもらえるように広めていきたい。実習生の受け入れも大変多く、いずれも

満足度の高い実習となっている。引き続きたくさんの実習生を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 

7/19～8/19 東京こども専門学校 4名 夏休みボランティア実習 
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8/22～9/3 東京経営短期大学 1名 保育実習Ⅱ 

8/29～9/10 日本児童教育専門学校 ２名 保育実習Ⅱ 

9/5～9/16 大原こども専門学校 １名 保育実習Ⅱ 

8/1～8/18 和洋女子大学 １名 臨地・校外実習（調理） 

10/11～10/24 東京こども専門学校 １名 保育実習Ⅱ 

10/18～10/28 東京未来大学福祉保育専門学校 １名 保育実習Ⅱ 

11/18 東京医療秘書福祉専門学校 １名 ボランティア実習 

2/6～3/3 文京学院大学 １名 保育実習Ⅱ 

2/13～2/27 有明教育芸術短期大学 １名 保育実習Ⅰ 

2/13～2/17 東京こども専門学校 １名 保育実習Ⅰ 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月21日 女子聖学院高等学校 1人 

7月25日～7月

26日 
桜丘高等学校 1人 

7月27日～7月

28日 
潤徳女子高等学校 2名 

8月1日～8月4

日 
横浜女学院高等学校 4名 

8月8日 

荒川区立第三中学校 1名 

蔵前工業高等学校 1名 

 

 

 

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 

25名 

13日

25名 

10日 

25名 

8日 

25名 

5日 

25名 

9日 

25名 

14日 

25名 

11日 

25名 

9日 

25名 

13日 

25名 

22日 

25名 

24日 

24名 
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園内研修 8日 

25名 

13日

25名 

10日 

25名 

8日 

25名 

5日 

25名 

9日 

25名 

14日 

25名 

11日 

25名 

9日 

25名 

13日 

25名 

22日 

25名 

24日 

24名 

 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

・キャリアアップ研修に参加 

 

〈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） 

22日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

29日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

23日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

17日 

1名 

施設長勉強会 22日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

29日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

23日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

17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） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 該当なし 

 

 

〈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 

青空保育は散歩先にチラシを配り周知したことで、毎回楽しみにしてくださる地域の方と交流で

きた。コロナ禍だからこそ、園の周知を実施してきたことで来園者も増え、良い結果につながっ

たと思う。 

 

〈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：千住旭公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：杉本青果店、フラワーショップアオキ、八百屋昇鈴

荻野青果店、亀井畳内装、千住消防署、平井フルーツ、青山フラワーマ
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ーケット、千住神社、北千住郵便局 等 

世代間交流 日ノ出町デイサービスにて交流→新型コロナウイルスのため実施なし 

その他活動 8月31日に自園にて子どもたちによるお店屋さん活動を実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施 →今年は5月・6月のみ実施（新型コロナ

ウイルス感染拡大で銭湯の意向により7月から中止） 

 

 

 

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 

今年度は千寿常東小学校にて、給食体験を実施することができた。実際学校の給食がどのようなもの

かを知ることができた。また校内を案内してもらい、教室や特別室の見学をした。 

 

 

〈２〉具体的な連携 

2月９日 千寿常東小学校にて、校内探検および、給食の試食体験を実施。 

5月・1月 幼保小連携協議会を実施。各学校長、園長との情報交換、およびブロック会議を実施 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月つむぎと保育園のスタッフで要支援児会議を実施。計画を立てて振り返りを行い要支援時の

サポートを全員で共有した。 

 

 

〈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：各回10名 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・保育児童要録はすべての学校へ提出済み。 

・各学校への電話や訪問により、引継ぎも完了している。 
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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 0名 1名 1名 1名 4名 3名 5名 4名 3名 1名 4名 27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5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8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 1名 1名 1名 1名 1名 1名 2名 0名 1名 0名 9名 

勝手籠設置 
（月）～（土）7:00～20:30 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：千住旭公園にて 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 3名 2名 4名 2名 2名 0名 名 13名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

２０２３年１月２０日に受審済 

 

 

〈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：９時００分 

自己評価終了時刻：１２時００分 

自己評価実施者：施設長、主任、当日出勤のスタッフ 
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〈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：100％ 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 ０件 

 

 

〈２〉重篤なケガ（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：北千住どろんこ保育園 施設長 宮澤 叙栄 
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２０２２年度 一宮どろんこ保育園 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～ 
恵まれた後大の環境を活かし、自園の田んぼでの稲つくりから収穫までの体験を毎年繰り返してい

る。９時からの活動を確立し、園庭で思いっきり体を動かした遊びや自分の足で歩く（長距離散歩）

を通してケガをしない身体つくりを目指してきた。 

エピソード記録を掲示することで、保護者へ自園の保育の理解に努めてきたと同時に関心を持って行

事に参加していただいた。 

安心・安全を目指し、園内研修の充実とスタッフ全員の危機意識の向上に務めた。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向 

1 計画・ねらい 保育士、看護師、栄養士、事務員などすべてのスタッフがそれぞれの専門

知識と技術のスキルを磨き、常に自己目標に向かって研修などを利用して

勉強に励む 

実践結果 園内研修や外部研修に積極的に参加し、自己研鑽に励むことができた。ま

た、得た知識を横展開できた 

次年度方向性 自園だけでなく、法人グループ内の園などに積極的に出ていき、自園に生

かしたい 

2 計画・ねらい 生活や遊びを通して子どもの心に寄り添い、見通しを持って物的、人的環

境を整え、計画的に保育を実践する 

実践結果 子どもたちの様子など細かく見ていくようにし、お互いに声に出して共有

していた 

次年度方向性 今後はそのために何が必要か具体的に話し合いを多く持つ 

3 計画・ねらい 子どもの主体性を伸ばすため、子ども同士で生じた課題は子ども同士で解

決できるよう話し合うことを日常の姿としていく 

実践結果 見守りを心がけ、時として補助線を引けるよう子どもの様子を側で観察

し、必要な時にだけ助言するよう保育士間で共有を行った。子どもたち同

士でトラブルを解決する場面が多く見られるようになった 

次年度方向性 子ども同士で何をしたい・こんな遊びをしたいなどの話しができる環境を

整え、より子ども主体の保育を展開していく 

 

 

〈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 大切な子どもを預ける不安をしっかりと把握し、安心して仕事ができるよ

うに日々の様子をスタッフ全員が共有できるようにしていく 
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実践結果 できるだけ成長した様子など細かく見て、様々なツールを用いて保護者へ

伝えていくようにした。 

次年度方向性 より保護者の心へ踏み込んだ支援を行う必要がある 

2 計画・ねらい 保護者へ保育参加に積極的に参加していただけるよう働きかけ、普段の子

どもの様子を見ていただく 

実践結果 積極的に働きかけを行ったが、なかなか参加率をあげることができなかっ

た 

次年度方向性 より保護者の心へ踏み込んだ支援・言葉がけを行う必要がある 

3 計画・ねらい 年2回予定の保護者懇談会において、保護者に日々の子どもの姿を伝え、

同時に保護者間の交流を深めていく 

実践結果 保護者懇談会の参加率もなかなかあげることができなかった 

次年度方向性 保護者に興味を持ってもらえるような内容をスタッフ全員で検討し、実践

していく 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育ての悩みや不安に対する相談や親子で遊ぶ機会の提供などを多く持

ち、地域の中での子育て機能を明確にして、対象となる人々の拠点となる 

実践結果 保健センターや公園等に出向き、積極的に園の PRを行った。月日を追う

毎に参加人数が増えていった 

次年度方向性 地域の活動に参加できるようにネットワーク広げていく 

2 計画・ねらい 保育園は「いつ来ても良い場所」として地域に浸透させていく 

実践結果 青空保育や出前保育などが浸透して園庭開放などで来園者が増えた 

次年度方向性 ブログ・HP等で情報を発信して来園数を増やしていく 

3 計画・ねらい 地域の方々との交流を深めていく 

実践結果 町役場や町長以外にも声をかけていただく機会が多くなった 

次年度方向性 町役場以外にも PRをしていく機会が必要 

 

 

 



20221215版 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい それぞれが自発的に学び、話し合いを繰り返すことで共有する機会を増や

し、学び合い、支え合う保育集団を作る 

実践結果 他園に行く機会が少なかったが、WEB勉強会などの内容を前スタッフで

共有しながら、保育に生かして行けた 

次年度方向性 法人グループ内の他園に行く機会を増やしたい 

2 計画・ねらい スタッフ間のコミュニケーションを高めていきながら、お互いの思いを共

有出来る様な話し合いの場を多くもつ 

実践結果 園会議だけでなく、普段の保育や会議を通して、コミュニケーションを高

めることができた。互いに認め合う環境が構築できたと考える 

次年度方向性 より全員が自発的に発言・行動できるよう風通しの良い環境を常に維持し

続ける 

3 計画・ねらい ダメと言わない保育・自己肯定できる保育を日々考えながら実践をするこ

とで、子どもが自ら主体的に活動し、自発的に生活できるように援助でき

るスタッフ育成をする 

実践結果 今年度は子どもに対する言葉がけを強く意識付けしていった。保育士一人

ひとりが言葉がけを意識し、子どもの主体性を大切にすることができてい

たと考える 

次年度方向性 指示をするのではなく、大人はあくまで補助線を引いてあげる立場である

ことを全スタッフが意識し、プロの保育士集団を目指す 

 

 

〈５〉保育環境の整備 

1 計画・ねらい 子どもたちの発達を考えながら、一人ひとりが遊びを選択できる環境の設

定を行う 

実践結果 子どもの発達を見極めることは個人差があり、思うように進められなかっ

た。環境構築も後手に回っていた 

次年度方向性 保育士の目線合わせを行い、保育環境を整えていく 

2 計画・ねらい 言語、造形、音楽活動を環境構成や活動の中に導入し、且つ答えのない表

現を考え、経験させていく 

実践結果 多くの経験を与えることはできたと考える。しかし、あれもこれも感が出

てしまい、大人も子どもも忙しない一年だったようにも思える 

次年度方向性 一つひとつの活動の振り返りを大切にしたい。本当に必要な経験だったの

か？次年度も継続するのか？などの視点を持ちたい 

3 計画・ねらい 大人目線や観点でなく、子どもが生き生きと過ごせるような環境を考えて

いく 

実践結果 何かの活動を行う際にどうしても大人の主観や大人の事情が入ってしまっ

ていたところがある 

次年度方向性 大人事情を排除し、子ども主体の発言・行動ができるようスタッフ指導に

注力する 
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〈６〉食の大切さを知る 

1 計画・ねらい 年間を通して野菜や植物の成長に関わり、収穫や食育活動等で健康な体を

作ることや生命の大切さを理解できるようなる 

実践結果 畑活動を通して、多くの野菜・植物の成長を経験させることができた。ま

た、それに紐づけた食育活動も頻繁に行うことができた 

次年度方向性 現状に満足せず、食の循環を意識した活動をより取り入れていく 

2 計画・ねらい 食べたいものを食べたい人と食べたいだけ食べる体験をもとに食への関心

をもたせていく 

実践結果 スタッフ全員と一緒に食事をとることは新型コロナウイルスの関係ででき

なかったが、食に対して興味・関心を持ってもらえるような活動を実施し

てきた。 

次年度方向性 新型コロナウイルスも治まってきたと思うので、スタッフも子どもと一緒

に食事をできるようになると思われる。一緒に食べることで学べる食育も

育んでいきたい 

3 計画・ねらい 園庭にある広い畑での四季折々の野菜作り、コメ作り、芋ほりを体験させ

る。また、火起こし体験も行い、焼き芋、ピザつくりなど食の循環・行程

を知り、食べることの楽しさ、作ることの楽しさ、感謝の心を育ませる 

実践結果 概ね計画通りに実施できたが、計画の遅れがありできなかった活動もあ

る。大人事情で中止にしてしまった活動があることは反省 

次年度方向性 大人事情で中止になることがないよう計画をしっかり管理し、計画した活

動全てを網羅する 

 

 

〈７〉大きな家の中で、全年齢の子どもたちが自由に行き来する保育園 

1 計画・ねらい 子ども、保護者、スタッフが三位一体となり保育ができる保育園 

実践結果 少しずつ保護者からの目線・評価は変わってきているものの保護者の懐に

入るところまではできていない。 

次年度方向性 保護者のニーズをしっかりと把握するため、日々の保育だけでなく接遇に

も注力が必要 

2 計画・ねらい 異年齢の子どもたちが広い園舎、園庭を自由に行き来し、様々な友達と関

わり合い、お互いに手を差し伸べたりしながら、子どもたちの笑顔がいっ

ぱいの保育園にしていく 

実践結果 昨年度と比較すると午前の戸外活動や行事を通して異年齢での関わりは保

てたと思うが、子ども自ら手を差し伸べ合ったりする姿は少なかったよう

に思う。 

次年度方向性 異年齢で関わる機会を増やし、自然と手を差し伸べあえる大きな家族集団

になれるようにしたい 
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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 
37人 111人 90人 185人 209人 228人 860人 

年度後半：

10~3月 
63人 110人 95人 180人 204人 228人 880人 

 

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 

80人 73人 76人 97人 81人 88人 91人 86人 77人 50人 57人 92人 948人 

うち0

歳児 

 0人  1人  1人  0人  0人  0人  5人  2人  3人  1人  0人  0人  13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 

 2人  1人  3人  0人  0人  6人  9人  5人 10人  9人 10人  8人  63人 

うち0

歳児 

 2人  1人  3人  0人  0人  3人  2人  0人  0人  0人  0人  0人 11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 ２０

人 

事務 1人 栄養士 ２人 調理員等 １人 

パート 保育士 ３人 補助 １人 調理 １人 事務 １人 
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スタッフ 用務 １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120分 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・保育の振り返り 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・安全確保のための勉強会 

給食運営会議 月1回 ・給食献立振り返り 

・残食について 

・バイキングについて 

事故防止委員会 月1回 ・事故再発防止について全スタッフによる勉強会実施 

・インシデント、ヒヤリハット共有、再発防止 

ケース会議 ６回 ・状況共有及び支援について 

リーダー会議 週１回 ・検討事項について確認 

クラス会議 都度開催 ・保育内容、環境、問題点 

 

 

〈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１２回 主任 
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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 看護師による毎朝の指針。手洗い指導の実施。 

衛生管理点検簿の管理、その他衛生関係の点検。 

安全対策係 危機管理の習熟度向上のための園内研修の実施。 

園外活動における独自のルール作成及び実践。 

ハザードマップの作製及び定期的な見直し。 

安全点検、事故防止チェック、設備点検チェック。 

防火管理者 消防計画の作成及び避難訓練の計画・実行・報告 

食品衛生管理係 衛生管理点検表・個人衛生点検簿作成。 

畑係 土作り、畝作り、野菜作り、稲作り計画。 

生き物係 金魚・メダカ・カメ、鶏、ヤギの餌の管理発注、飼育管理。 

勝手かご係 勝手かごの中身確認、整理 

卒園アルバム用写真係 卒アル用写真確認、データ分類 

環境係 園庭、園舎内安全確認 

 

 

〈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）実施  

一宮町文化祭係 新型コロナウイルス感染症の予防対策のため中止。 

 

 

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 
・異年齢で混じり合って遊びを楽しむ 

・身の回りのことなど自分でできることは自分でする 
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・食べることを楽しむ 

保育参加 
・4～3月まで 合計8名 が参加済み  （3月16日時点） 

 

保護者面談およ

び発達相談 

・4～3月まで 合計54名 が参加済み  （3月16日時点） 

 

 

 

〈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 子どもと一緒に食事しながら、表情や仕草などを見て健康状態を確認する 

実践結果 新型コロナウイルスで子どもと一緒に食事はとれなかったが、子どもたち

の様子を細かく見ていた 

次年度方向性 一緒に食事ができるようにしていく 

2 計画・ねらい 子どもたちが参加する食育活動に力を入れながら、命ある素材が食べ物に

なることを知らせる。畑で野菜を栽培することで、食の工程や循環を知り

旬の食材にも気が付きながら食に興味関心をもって関わりを深めていく 

実践結果 いろいろな食育活動を通して、食に対して興味関心を持つことができてい

た 

次年度方向性 畑活動の目当てをしっかり持ち足り遂げるようにする 

3 計画・ねらい 季節の恵み、行事食、伝統食などを取り入れながら、子どもたちが楽しみ

に待つ給食提供に努める。 

実践結果 楽しんでいる様子は見られていた。スタッフも前年対応した者以外が担当

するなど工夫を行うことができた 

次年度方向性 子どもたちの意見など入れてメニュー考えて対応していく 

 

 

〈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16日／10月20日に園にて実施 
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歯科検診 6月28日／10月4日に園にて実施 

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 

① ５歳児を対象にフッ化物塗布実施 

② 歯磨き指導を実施 

③ 手洗い指導を実施 

④ 咳エチケット指導 

⑤ 新型コロナウイルス感染症の予防対策（換気・消毒等） 

流行した感染症 なし 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月1日に当園にてエピペン使用研修を正規スタッフ26名、パート

スタッフ6名、計32名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ32名のうち、32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、手洗い指導

を行う。また消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈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 
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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28日、10月31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16日、10月20日 

歯科健診 各年2回／6月28日、10月4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1日、10月7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 日常の清掃及び遊具・玩具の消毒（拭き掃除、掃き掃除、窓、ドア壁での

消毒） 

実践結果 チェックリストを用いて、漏れなく日々の清掃や消毒を実施した 

次年度方向性 引き続き衛生面に気を使いながら行っていく 

2 計画・ねらい 裸足保育を行う上で危険のないように、室内、室外の安全点検に留意する 

実践結果 子どもたちと毎朝、園庭点検環境整備の時間を設けている、定期的な室

内、室外の安全点検実施 

次年度方向性 今年度同様に環境整備、安全点検に留意する 

3 計画・ねらい 園庭、園内、散歩コースのハザードマップの作成と見直しを行い危険箇所

の把握、園庭、室内に玩具など安全が確保されているかなどの見直しを定

期的に行う 

実践結果 年2回ハザードマップの更新と園内研修での危険箇所の洗い出しと見直し

をし、全スタッフが共有し安全確保に努めてきた 

次年度方向性 危機予測の習熟度 UP 

 

 

〈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 木製ベンチ 園庭 毎日 異常なし 

2 火起こしスペース 園庭 毎日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 年間計画に沿って月1回の避難訓練（火災、地震を想定、通報訓練、引き

渡し訓練含む）を実施。うちのこアプリを利用し保護者向けの書き込みを

行う 

2 実践結果 事故防止チックリスト（年6回） 

3 実践結果 不審者訓練実施（年2回） 

4 実践結果 設備点検（年4回） 

5 実践結果 事故防止委員会（自園ヒヤリハット、インシデント事例の共有、検証、再

発防止対策及び法人内発生事故の記録簿回覧共有） 

6 実践結果 地域河川氾濫想定した水防計画の作成をした 

7 実践結果 危機意識向上のための園内研修実施（ロープレ含む） 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

・中高生の職場体験や交流などは実施できなかった。 

・実習生については、保育養成校学生の学生を５名の受け入れを行う。実習生が実習を通して子ども

たちとの触れ合いやスタッフとのかかわりの中で学びの場となるよう、育成に取り組み就職への意欲

を高めるとともに、人材確保にもつなげていくように努めた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月15～30日 和洋女子大学健康栄養学科 1人 幼児施設給食実習 

9月9～22日 聖徳大学通信教育部児童科 1人 保育実習Ⅱ 

9月26～10月7日 千葉こども専門学校保育科 1人 保育実習Ⅱ 

1月30～2月10日 
聖徳大学児童学部児童学科

児童心理コース 
1人 保育実習Ⅰ 

2月13～27日 千葉こども専門学校保育科 1人 保育実習Ⅰ 

 

〈３〉中高生の受入 

２０２２年度なし 
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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 

1日 

33名 

6日

33名 

3日 

33名 

1日 

33名 

5日 

33名 

2日 

31名 

7日 

32名 

11日 

32名 

2日 

32名 

6日 

32名 

3日 

32名 

3日 

32名 

園内研修 1日 

26名 

6日 

27名 

3日 

27名 

1日 

26名 

5日 

25名 

2日 

23名 

7日 

25名 

11日 

26名 

2日 

26名 

6日 

24名 

22日 

30名 

5日 

33名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

8月19日 
千葉県健康福祉部 

子育て支援課 

令和4年度スマイル先生！

円滑な接続のための幼児教

育研修 

1名 有 

7月21日 

8月29日 

千葉健康福祉部 

子育て支援課 
幼児教育アドバイザー研修 

1名 
有 

1月24日 
学び事業部 

園長大学・保育士大学 
遠見さんから学ぶ性教育 

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） 

21日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 参加者なし 

 

 

〈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 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

新型コロナウイルスで老人施設とは交流を持てなかったが、地域交流は発信を積極的に行えたので

多数の参加が見られた 

 

 

〈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：上市場中央公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：一宮町役場、南消防署、睦沢郵便局、玉前神社 

角八本店、クライミングジム OLIOLI、昭和薬局、千両組合等 

世代間交流 介護ステーションよつばを予定していたが、新型コロナウイルス感染症

の予防対策により実施なし 

異年齢交流 小中高校生との交流を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の予

防対策により実施なし 

銭湯でお風呂の日 実施なし 現在受入れ可能銭湯を確認中 

 

 

 

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 

新型コロナウイルス感染症の予防対策により近年見合わせが続いていたが、今年度東浪見小学校で

入学予定者を対象に交流会が実施された。 

 

 

〈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 

2月17日 東浪見小学校 

1年生 

2名 入学予定児童との交流会

（東浪見小学校体育館） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

要支援園児なし 
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〈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：２０名 

要支援園児はいないが気にかかる子に対して話し合いを多く持ち共有している、 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

交流を図りながら、子どもたちが不安なくいけるように小学校の教師との引き継ぎをしている 

 

 

 

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 0名 12名 14名 21名 33名 21名 21名 12名 10名 36名 18名 198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 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計12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 2名 0名 0名 3名 2名 2名 2名 7名 6名 3名 27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12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 2名 0名 2名 0名 2名 0名 5名 0名 3名 14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：上市場中央公園 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 0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 
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〈２〉園による自己評価の実施 

２０２２年９月２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：９時００分 

自己評価終了時刻：１８時００分 

自己評価実施者：スタッフ全員 

 

 

〈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：７８％ 

 

保護者対応で子どもの様子を細かく見て知らせてほしい、連絡帳の書き方にご意見頂き、スタッフ全

員が共有しながら改善に努めた。また、スタッフの笑顔が多くみられるようになり園の雰囲気に変化

が見られたとのことでした。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：一宮どろんこ保育園 施設長 末永 冨貴子 
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2022年度 郡山どろんこ保育園 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～ 
一人ひとりの育ちを捉えられるように職員間で情報や育ちを共有し、丁寧に関わることを意識した。

子どもたちの興味・関心を探りながら環境を変化させ、主体的に関われる場を用意してきたことで、

「やってみたい！」と自ら関わる姿があった。日課が生活の中で定着しており、子どもたち自ら流れ

を判断し取り組んでいた。畑活動を通して育てる、収穫、加工を経験することで出てきた子どもたち

の「気づき」に寄り添い、一緒に考えて試すことを大事にしてきた。命をいただく体験が少ないの

で、次年度は機会を増やし計画に盛り込んでいく。地域の方も新型コロナウイルス感染予防のためな

のか、園庭解放を遠慮したり、青空保育への参加が消極的だったりしたので、次年度はこちらからの

声掛けをより意識していく必要がある。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい いろいろな視点から子どものニーズを探るため、計画的に学年会議にて子

どもの興味・関心を話し合い、必要な保育環境を考えていく。 

実践結果 月曜日・・幼児  火曜日・・2歳児  水曜日・・1歳児 

木曜日・・0歳児  金曜日・・昼礼 

次年度方向性 各学年での話し合いも大事だが、異年齢で過ごす中でそれぞれの気づきを

共有するために、フロア会議を多く取り入れていく。 

2 計画・ねらい 子どもの遊びから見えてくる育ち、心の動きの読み取りを深める。 

実践結果 職員一人ひとりが意識し、ポートフォリオやエピソードを作成し共有し

た。玄関の両扉脇に掲示することで保護者理解を図った。 

次年度方向性 職員一人ひとりが意識し続け、定期的にポートフォリオやエピソードを発

信していき、情報交換の場となるようにしていく。 

3 計画・ねらい 園での課題や職員それぞれの苦手とする研修に参加することで、課題解決

に向け、保育の楽しさに気づく。 

実践結果 法人内の年間研修予定の情報を共有し、研修時間を確保していった。 

園長大学®保育士大学講座を視聴し楽しみながら学び合う時間となった。 

次年度方向性 園長大学®保育士大学講座を積極的に視聴し、自らの弱みを強みに、強み

をより高めるようにしていく。 

 

 

〈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 家庭での様子、園での様子の情報を共有していくことで成長を共に喜び、

今後に繋げていく。 

実践結果 個別面談を6月に実施。保護者懇談会を11月に実施。その他保護者の希望

により、その都度面談を実施。 
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次年度方向性 一人ひとりの家庭状況を把握して職員間で共有し、対応を合わせていく。 

必要に応じた個別面談を引き続き実施していく。 

2 計画・ねらい 子育ての楽しさを共有し、信頼関係を築いていく。 

実践結果 お迎え時の3分間対応では、その日のエピソードを交えながら子どもの成

長を伝えることを意識した。 

次年度方向性 エピソードを交えながらの会話というのは信頼関係を築く上でもとても大

事だと思うので、引き続き行なっていく。また、家庭での様子も共有して

もらい、子どもの育ちを共に喜ぶ。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「ちきんえっぐ」の活動内容に興味を持ってもらい、参加人数を増やす。 

実践結果 自然学校、自然体験、芸術学校などの活動内容を具体的に明記してきた

が、参加人数を増やせなかった。 

次年度方向性 月の予定表を園の玄関にも表示し、参加を促していく。実施内容と参加の

仕方を明確にしていく。畑の野菜を使用する際は、時期を把握して実施日

を検討していく。 

2 計画・ねらい 子育ての悩み相談に応じ、保護者の思いに寄り添い、今後の子育てについ

て一緒に考えていく。 

実践結果 見学のために来園していただいた方の子育て悩みに応じることは出来た。 

保護者に対してもその都度面談などで対応し、保護者の思いに寄り添いな

がら今後の関わりを考えていった。 

次年度方向性 それぞれの悩みを受け止め、寄り添いながら一緒に子育てをしていくこと

を継続する。相談して良かったと思えるよう配慮し、子育てに前向きにな

れるように関わる。 

3 計画・ねらい 地域参加の園行事を計画し、地域との交流を深める。 

実践結果 どろんこまつり、クリスマスマルシェを計画し、公共機関にポスターなど

を掲示して知らせることで参加を促した。 

地域の方々と行事を通しての関わりは限られた回数ではあったが、数年ぶ

りの実施により喜んで参加していただき、交流を深められた。 

次年度方向性 園の保育を知っていただくこと、保育を理解していただくためには地域交

流がとても大切だと考える。引き続き地域参加の園行事を実施できるよう

に計画していく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 職員一人ひとりが目標を持ち、具体的な取り組みを明確にする。 

実践結果 年度初めの面談にて1年間を見据えた目標を立て、10月にも振り返りを実

施し、後期の保育の目標を明確にしていった。 

園会議でのコンピテンシーと共に振り返り、全体の進捗状況を共有した。 

次年度方向性 一人ひとりの保育の質を向上させるためには、それぞれの強みと弱みを捉

え、目標を考えていくことが大事である。面談をしていくことで目標を明

確にしていくことを継続する。 
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2 計画・ねらい 職員の自己肯定感を高め、チームとしての連携を大切にする。 

実践結果 園内研修でお互いの強みと感じることを伝え合い、それぞれの存在意義を 

確認することで自己肯定感を高めた。自身では気づかない自分の魅力や強

みを知ることで自信に繋がっていた。施設長、主任は職員一人ひとりの日

頃の保育の姿や責任を持って取り組んでいる姿を認め、言葉にして伝える

ことで信頼関係を築いてきた。 

次年度方向性 一人ひとり違うことはとても自然で当たり前のことなので、個性や強みを

活かし、チームとしての連携を大切にしていく。 

3 計画・ねらい 気づきの積み重ねが丁寧な保育に繋がることを意識する 

実践結果 クラスリーダーらが中心となり、保育の中での気づきを伝え合い、共に育

ち合う意識を持って思いを共有したり、アドバイスし合ったりする姿があ

った。 

次年度方向性 リーダーが声を掛け合うことも必要ではあるが、一人ひとりが気づきを伝

え合うことの必要性を感じ、話し合うこと取り組むことで保育力を高め合

っていく。 

 

 

〈５〉魅力的な環境を考える 

1 計画・ねらい 年齢に応じた発達を捉え、願いを込めた環境を考える。 

実践結果 子どもの育ちを捉えて興味や関心を探り、子どもの育ちに合わせ、必要に

応じてその都度チームで思いを出し合いながら、環境を考えて再構成を繰

り返してきた。 

次年度方向性 個人の気づきを共有することで、次の保育や関わりに繋げられるようにす

る。子どもの興味関心のタイミングを逃さないように、PDCA サイクルを

意識し、環境構成の見直しをその都度変えていくことの必要性を持って過

ごす。 

2 計画・ねらい 自然体験を通して「扱う」「試す」「工夫する」「挑戦する」が予想され

る保育計画を立てていく。 

実践結果 子どもの育ちを捉えて活動を話し合い、全学年が共に経験できる環境を考

えてきた。職員は振り返りの中で、年齢に合った環境の見直しを図り、変

更と実践を繰り返す意識を大事にしてきた。 

次年度方向性 子どもの興味関心に合わせた環境を考えて構成していくことに終わりはな

いことを意識し、気づきを伝え合うこと、学び合うこと、発信していくこ

とを大事にして実践に繋げる。 

 

 

 

〈６〉協同的な活動を考える 

1 計画・ねらい 協同的な姿とはどんな姿なのかを学び、捉えていく。 

実践結果 一人ひとりの興味を丁寧に読み取り、関わることで協同的に活動すること

の楽しさを味わっていた。友だちの姿から相手を思う気持ちが芽生え、言

葉を掛けたり、寄り添ったりする姿があった。 
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次年度方向性 友だちとの関わりから思いに気づいたり、関わり方を考えたりすること

で、子どもの共同する力が育まれる。共通の目的が実現する喜びが味わえ

るようにする。 

2 計画・ねらい 遊びの連続性を大事にして考える。 

実践結果 日々の保育で協同的な遊びを経験することで、続きを考える姿があった。

その時の子どもの思いを受け止め、連続性が保障できるように関わってき

た。 

次年度方向性 明日も続きが出来る、やりたいという気持ちが子どもの思考力や協同性、

言葉による伝え合いなどの力が育まれるので、子どもの気持ちや思いを大

事にして寄り添っていく。 

 

 

 

〈７〉保護者との関わり 

1 計画・ねらい 保護者のニーズに合わせた丁寧な関わりをする。 

実践結果 一人ひとりの家庭事情を把握し、共有が必要と思われる内容は職員間で共

有し、職員によって対応が変わらないように気をつけてきた。 

次年度方向性 情報の共有と丁寧な関わり、思いやりのある言葉かけは信頼関係の構築に

必要である。情報の共有と丁寧な関わりを引き続き行なっていく。 

2 計画・ねらい あたたかい雰囲気の中で保護者の対応を心掛ける。 

実践結果 朝の受け入れ、お迎え時などでは笑顔で対応し、子どもの成長を丁寧に伝

えることで信頼関係が築けてきた。保護者が参加できる行事では、子ども

の成長が感じられるように動画を作成し発信してきた。 

次年度方向性 保護者の方が安心して預けられるような対応を心掛け、信頼関係を築いて

いく。保護者一人ひとりが大切にされていると実感できるように配慮す

る。 

 

 

 

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 
36人 72人 87人 90人 89人 90人 464人 

年度後半：

10~3月 
36人 72人 89人 90人 90人 90人 467人 
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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 

15人 16人 22人 18人 20人 20人 15人 17人 19人 23人 25人 人 210人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 

0人 0人 3人 0人 2人 0人 0人 0人 2人 1人 2人 0人 10人 

うち0

歳児 

0人 0人 2人 0人 2人 0人 0人 0人 2人 1人 1人 0人 8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 14人 看護師 人 栄養士 2人 調理員等 人 

パート 

スタッフ 

保育士 1人 補助 2人 調理 人 事務 1人 

用務 1人 嘱託医  2人       
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

 

給食運営会議 月1回 ・離乳食の進捗確認、アレルギー対応、食育計画 

事故防止委員会 月1回 ・リスクマネジメント研修 

ケース会議 月1回 ・気になる子への関わり方、今後の対応 

学年会議 週1回 ・保育の振り返り、今後の活動計画、環境構成 

 

 

〈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12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 園内の衛生管理、行政への対応の実施 
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安全対策係 リスクマネジメントを中心に実施 

防火管理者 災害対策、避難訓練防災計画、自主点検を実施 

食品衛生管理係 衛生点検、給食提供マニュアルに沿って実施 

畑係 年間計画に沿って実施 

生き物係 餌の管理、飼育環境の整備実施 

 

 

〈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 地域支援に取り組みながら実施 

クリスマスマルシェ係 地域支援に取り組みながら実施 

地域幼保小連絡係 近隣保育園、幼稚園、小学校との連携の実施 

 

 

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 なし 

保育参加 4～3月まで 参加者なし  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計75名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 調えられた空間で心地よく食べられるよう連携し、チームで整えていく。 

実践結果 調理を担当する者は、子どもが「美味しそう」と思えるようなきれいな盛

り付けを心掛け食器の使用にも配慮していた。 

一人ひとりの食べ物への興味を把握し、その子に合わせた言葉を心掛けた

ことで子どもの食への関心を育んでいた。 
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次年度方向性 調えられた空間を大事にしながら、子ども一人ひとりの食への関心を把握

し、チームでの関わりを大事にしていく。 

2 計画・ねらい 体をたくさん動かして、お腹が空いて食に向かうリズムを大切にする。 

実践結果 午前活動で体をたくさん動かすことを意識し、「遊ぶ」「食う」「寝る」

のリズムで気持ちよく過ごすことができていた。 

次年度方向性 食へ向かうためのリズムの大切さを家庭と共有し、子どもの1日の流れを

大事にしていく。 

3 計画・ねらい 食べ物の大切さ、命をいただいているということはどんなことかを子ども

と一緒に考える。 

実践結果 畑で野菜を育て収穫したものをいただく体験を大切にし、子どもの疑問に

思ったことに寄り添い、食べ物への興味関心を高めていった。 

魚を解体する体験を通して、自分たちが命あるものをいただいて生きてい

ること、命あるものには限りがあることなど考える機会になった。 

次年度方向性 普段口にしているものには、命があることに気づけるような言葉かけや子

ども自身に考える機会を設けることを大事にしていく。 

 

 

〈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1日／11月2日に実施 

歯科検診 6月16日に保育園室内にて実施 

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 

①  6月30日に保育園にて歯磨き指導を実施 

②  6月30日に保育園にて手洗い・うがい指導を実施 

③  12月22日に保育園にて性教育を実施 

流行した感染症 なし 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月15日に保育園にてエピペン研修を４月より新たに加わったス

タッフ三浦、髙橋の計2名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ21名のうち、20名が使用可能 

その他保健に関する取組 感染症蔓延防止のため、状況に応じて1日2回か１回の消毒と定期的

な玩具の消毒を実施。また換気を徹底してきた。 
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〈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1日、10月1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1日、11月2日 

歯科健診 各年1回／6月16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15日、10月14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10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 職員同士で連携を取り、子どもの探索活動を見守る。 

実践結果 学年で区切ることなく情報を共有していき、大きな家の一人として子ども

の主体性を大事にし、チームで連携しながら見守ってきた。 

次年度方向性 子どもの興味関心を探り、環境に活かしていくことで子どもの活動が変化

していく。見守りながら必要な手立てを考え丁寧に関わっていく。 

2 計画・ねらい 環境構成では集団での空間、個の空間を大事にしながら作っていく。 

実践結果 遊びに応じて安心して遊び込めるような場を確保し、友だちと関わること

ができる空間、個の空間を確保することで、一人ひとりの活動を大事にし
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てきた。 

次年度方向性 静かに過ごせる空間、音が出ていても大丈夫な空間を確保しながら室内環

境を考え、ゆったりと安心して過ごせる配慮をする。 

3 計画・ねらい 整えられた空間で過ごすことで、子どもたちにも整える習慣が身につき 

安心して過ごす。 

実践結果 職員一人ひとりが整理整頓を心掛けてきたが、まとめて片づけることが多

かった。玩具の使い方について、その都度子どもたちに伝えてきたことで

物を大事にする気持ちが育くまれてきている。 

次年度方向性 子どもは大人の背中を見て学ぶことを忘れずに過ごす。子どもに育ってほ

しいと思うのであれば、大人がやって見せることを意識する。 

 

 

〈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 パーテーション 幼児フロア 週に1回 異常なし 

2 木製スロープ 乳児室前の縁側 その都度 異常なし 

3 木製トンネル 乳児室 その都度 異常なし 

4 木製テーブル 幼児室 週に1回 異常なし 

5 木製ハウス 幼児室 その都度 異常なし 

6 竹馬台 園庭 その都度 異常なし 

7 泥場の枠組 園庭 その都度 異常なし 

8 焚き火用ベンチ 園庭 その都度 異常なし 

9 木製テーブル（外） 園庭 その都度 異常なし 

10 木製 L 字サークル 幼児室 その都度 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 実践結果 消防計画に基づき避難訓練を月1回実施。震度5弱以上の際は園が情報を発

信し、安否、施設状況、避難先を情報共有する体制をとった。また、帰宅

困難者対策を踏まえ、災難に備え、マニュアルの徹底を図った。 

2 実践結果 事故防止チェックリスト年4回、設備点検年6回を行い、事故防止の徹底を

図る。またマニュアルにある園外保育、遊具等の保育士行動指針の徹底を

図る。 

3 実践結果 インシデント、ヒヤリハット報告の分析をする。 

職員間で状況を共有し、日々の保育の中で事故防止策を探る。 

4 実践結果 年2回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者訓練を実施する。 

また訓練は避難訓練確保、不審者撃退・通報の訓練で職員全員を対象とす

る。 
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5 実践結果 光化学スモッグが発生しやすい気象条件・影響・光化学スモッグ注意報を

把握し、発令があった場合は内容に合った看板、張紙等を掲示する。その

際、園児・職員は室内で過ごす。 

6 実践結果 リスク管理委員会によるリスクマネジメントを周知し徹底する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度は延べ 10名の実習生を受け入れた。その中の 2名がどろんこ会への就職を果たした。今後も

実習生の受け入れを積極的に行い、子どもと共に過ごす中での気づきや楽しさを伝え、どろんこ会が

実践している保育へ魅力を感じてほしいと思う。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月9日～20日 郡山女子大学短期大学 1人 観察実習 

6月6日～18日 宮城学院大学 1人 責任実習 

7月28日～8月

10日 
福島学院大学福祉学部 1人 責任実習 

８月29日～9月

9日 
郡山女子大学短期大学 1人 責任実習 

８月29日～9月

10日 
白鴎大学 1人 観察実習 

９月26日～10

月7日 
郡山女子大学短期大学 1人 

観察実習 

10月3日～７日 郡山女子大学短期大学 1人 観察実習 

11月7日～18

日 
郡山女子大学短期大学 2人 責任実習 

2月13日～3月

1日 
郡山女子大学短期大学 1人 観察実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

 希望した学校なし 0人 
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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 

15日 

24名 

13日

23名 

10日 

23名 

8日 

23名 

5日 

23名 

9日 

23名 

14日 

22名 

11日 

22名 

9日 

23名 

13日 

23名 

22日 

22名 

5日 

21名 

リスクマネジ

メント研修 

15日 

24名 

13日

23名 

10日 

23名 

8日 

23名 

5日 

23名 

9日 

23名 

14日 

22名 

11日 

22名 

9日 

23名 

13日 

23名 

22日 

22名 

5日 

21名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

10月3日 
福島県社会福祉協議会福島

県保育士支援センター 
保育所等経営者セミナー 1名 有 

10月20日 園長大学®保育士大学講座 
保育と自然を未来志向で考

えてみよう 

1名 
有 

11月19～20

日 
園長大学®保育士大学講座 

保育と自然を未来志向で考

えてみよう 

1名 
有 

1月19日 園長大学®保育士大学講座 
保育と自然を未来志向で考

えてみよう 

1名 
有 

12月15日 
NPO 法人アレルギーを考え

る母の会 

アレルギーの「保健指導」

と母子保健事業 

1名 
有 

１月17日 
NPO 法人アレルギーを考え

る母の会 

小児アレルギー疾患の正し

い病態理解と適切な対応 

１名 
有 

2月10日 
NPO 法人アレルギーを考え

る母の会 

保育所での食物アレルギー

対応と緊急時への備え 

１名 
有 

11月24日 保育士キャリアアップ研修 保護者支援子育て支援 １名 有 

12月1日 保育士キャリアアップ研修 保護者支援子育て支援 １名 有 

12月5日 保育士キャリアアップ研修 保健衛生・安全対策 １名 有 

12月6日 保育士キャリアアップ研修 保健衛生・安全対策 １名 有 
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〈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） 

21日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

28日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

0名 

16日 

2名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

 

 

〈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 

地域に開かれた温かさが感じられる保育園であるために、子育て支援を行い、子どもの健やかな成

長を保障できるよう配慮した。 

地域の方が自由に園を利用していただきながら、園運営の理解を深めるため、どろんこまつりやクリ

スマスマルシェでの交流を実施した。 

 

 

〈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：開成山公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ヨークベニマル台新店、開成山交番、開成郵便局、

開成山大神宮、開成山陸上競技場、等 

世代間交流 実施なし 

異年齢交流 実施なし 

異文化交流 ９月13日実施 「ハンガリーの文化について知ろう」 

ハンガリーの歌、建物、食べ物、遊び、言葉、民族衣装など 

 

 



20221215 版 

 

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 

小学校へのスムーズな移行を考え、アプローチカリキュラムの内容を確認しながら内容の充実を図

ってきた。運動会練習の見学、学校見学をすることで、小学校での活動に興味が持てるように配慮し

た。幼保小連携推進事業での公開保育実施園となっていたので、他園・幼稚園・小学校との情報交換

を行った。保育所保育要録を送付し、児童情報の申し送りの電話面談を実施した。また、気になる子

の情報を早めに共有し、就学予定校の教諭に園を訪問してもらい今後の学校生活がスムーズになるよ

う連携を図った。 

 

 

〈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 

4月20日 にこにこ子ども館 1名 幼保小連携推進事業 職員間交流 

6月14日 にこにこ子ども館 1名 幼保小連携推進事業 職員間交流 

10月7日 にこにこ子ども館 2名 幼保小連携推進事業 職員間交流 

10月頃 開成小学校 30名 開成小学校校庭 子ども間交流 

11月15日 にこにこ子ども館 2名 幼保小連携推進事業 職員間交流 

３月1日 開成小学校 15名 開成小学校見学 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月の振り返りを行い、一人ひとりの姿を共有しながら支援の手立てを考えていった。保護者へは日々

の生活の様子を丁寧に伝え、家庭と対応をすり合わせていくことで子どもが安心して過ごせるように配慮

した。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計11回開催 参加者：8名 

日々のかかわりを振り返りながら、毎月それぞれの気づきや対応での変化などを共有し、今後につ

いての見通しを持った計画を話し合い、再検討を繰り返していった。 
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〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

各小学校へ保育所児童要録を送付し、電話にて一人ひとりの様子を丁寧に伝えたり、来園していた

だいたりして連携を図った。 

 

 

 

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 3名 2名 56名 5名 13名 13名 22名 32名 2名 4名 3名 155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5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2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 3名 0名 0名 0名 0名 3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：開成山公園にて 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 2名 2名 2名 0名 5名 5名 7名 2名 1名 0名 0名 26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 
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〈２〉園による自己評価の実施 

２０22年8月2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：13時00分 

自己評価終了時刻：14時00分 

自己評価実施者：佐藤陽子、桑原美穂、川上香織、伊東智子 

 

 

〈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：122.4％ 

 

日々の丁寧な関わりが大切であると改めて感じた。保護者一人ひとりが大切にされていると感じる関

わりが求められる。 

 

 

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   

 報告すべきご意見 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：郡山どろんこ保育園 施設長 佐藤 陽子 
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２０２２年度 学園の森どろんこ保育園 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～ 
  「にんげん力。育てます。」を保育理念、および、法人保育方針「センス・オブ・ワンダ

ー」「人対人コミュニケーション」のもと子どもたちが主体的に遊びこめる環境を追及し、子

どもたちの様々な Trial＆Error の経験を上手に応援していけるように努めた。  

  

 子ども主体の保育を目指し子どもの「やりたい！」や「Trial＆Error」が子どもたちの日常の

すべてにおいて経験できるような環境設定に力を入れ、子どもたちの育ちや欲求、季節に合わ

せて見直しを図り、改善することを繰り返す。子どもが自分で考え自由に選択できるようにす

るとともに人的関わりを試行錯誤していく。 

  

 畑活動においては、野菜の屑やヤギ、鶏の糞を利用し、堆肥作りを１年通して取り組んだ。

SDGs に向けた畑活動から食の循環や環境の意識を身に付けられるように日課として関わるこ

とができた。引き続き子どもたちと協働的に活動していき食の循環を更に深め命をいただくこ

と、感謝の心を育んでいけるようにしていきたい。 

 

 新しいチームとして何を大切にしていくか、研修の場や日々の生活で学びを重ねていく。 

リーダー層を中心に学びのサークルを広げ、子ども主体の保育につなげるための職員育成に力

を入れ継続していきたい。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもたちが安心して居心地良く過ごせる環境の中で、子どもとのやり取

りを丁寧に行う。 

実践結果 環境改善委員会を中心に、子どもが主体的に育つ環境について考え、改善

点を話し合い、是正を重ねる。 

次年度方向性 ・整理整頓、いつみても気持ちが良い空間作り 

・正しい言葉使い、丁寧な対応 

2 計画・ねらい 主体的に集中して遊びに取り組める保育の中で、自己選択を促しつつ、温

かく応答的に関わっていく。 

実践結果 子どもの姿を捉えた保育計画の立案に向けて、職員間で話し合い、試行錯

誤しながら自園の保育を実践する。 

次年度方向性 ・子どもの姿を捉えた保育計画の構築 

・環境のローリングアップ 

・自分の言葉で気持を伝える 

3 計画・ねらい 職員一人ひとりが目的と意識を持ち、計画を実行・実践する 

実践結果 各担当の取り組みや計画を実行するまでの話し合い、発表の場へとつなげ

ていくことで、実践を完了する。 
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次年度方向性 ・日々の保育の振り返りを語り合う 

・保育計画検討委員会の継続 

 

 

〈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 掃除が行き届き整理整頓された気持ちの良い園の環境を常に維持する。 

実践結果 月ごとに担当者をローテーションし、サービスを受ける側の気持ち、目線

を持つことにより、接遇につなげる。 

継続にはまだ努力が必要。 

次年度方向性 ・マンスリーコンシェルジュの継続 

2 計画・ねらい ポートフォリオやタイムラインなど園内での様子や成長が伝わる情報を発

信する。 

実践結果 毎月のドキュメンテーション発信。 

懇談会、行事等にポートフォリオなどで日頃の保育を発表していく。 

次年度方向性 ・ドキュメンテーション等の研修を深め、感動を与えられる発信を目指す 

・定期的な発表 

3 計画・ねらい 保護者からの発信を見逃さず、丁寧に受け止める。 

実践結果 保護者の子育て感、不安に寄り添い、相談にのる時間を設ける。 

次年度方向性 ・3分間対応の内容を深め、子育ての楽しさや成長を共に喜び合い、支援

につなげていく 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域すべての子育て家庭を対象とし、ちきんえっぐを拠点とした憩いの場

を提供する。 

実践結果 少しずつ利用者が回復してきたが、本来の活動には戻ってはいない。 

次年度方向性 ・子育て情報交換 

・楽しみにできる計画・企画 

・園活動への巻き込み 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育の基本を確認、保育者としての資質の向上を図る。 

実践結果 保育所保育指針を読み解くために園会議の中で年3回時間を設け、全員で

学び合う。 



20221215版 

 

次年度方向性 ・保育所保育指針の学び 

2 計画・ねらい 園職員がそれぞれの専門力を高めるとともにチームとしての力を高めてい

く。 

実践結果 リーダー層を中心に学び合いのチームを組み、若手の意識の引き上げを図

る 

次年度方向性 ・個人目標の設定 

・協力すれば達成できるチーム作り 

・グループに分かれてのテーマ探究 

3 計画・ねらい 積極的に研修に参加し、学び得たことを発信、実践につなげていき、参

加・協働型研修を目指す。 

実践結果 参加した勉強会を記入した葉っぱを、まなびの樹に茂っていく葉に見立て

仲間の頑張りを知り、刺激にしていく。 

学ぶだけでなく、アウトプット機会を設ける。 

子ども環境管理士資格２級 ４名受験、4名合格。 

次年度方向性 ・頑張り見える化 

・できること勉強会担当制 

・こども環境管理士資格試験挑戦 

 

 

〈５〉職員間の協力体制の確立 

1 計画・ねらい 得意な分野を生かし、苦手な分野にチャレンジできるような職員同士の互

いに違った個性を尊重する体制作りをする。 

実践結果 保育に関わること、色々な得意なことを園内研修にて発表。 

次年度方向性 ・できること勉強会を計画実行する。 

2 計画・ねらい 風通しの良い人間関係作りを心掛け、明るい園を目指す。 

実践結果 保育感の違いや日々の生活の中で、衝突する場合や疑問に思ったことは伝

え合うようにしていく。 

担当の業務だけでなく、自分がしてもらったら嬉しいことを心掛ける。 

次年度方向性 ・「ありがとう」感謝の気持ちを伝える。 

・「私がやります」自ら進んで取り組む姿勢をもつ。 

・園全体の協力の輪をつなげていく。 

3 計画・ねらい チームの力、信頼関係を築くためのアクティビティの実施。 

実践結果 毎月の園会議にて、固定観念を崩す、相手の気持ちを知る、信じ、分かり

合うなどのチーム構築のアクティビティを重ねる。 

次年度方向性 ・園内研修時毎に簡単なゲームを行い、人とのかかわりを考える。 

 

 



20221215版 

 

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 
86人 89人 90人 108人 108人 114人 595人 

年度後半：

10~3月 
89人 90人 90人 108人 108人 114人 599人 

 

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 

161

人 

164

人 

187

人 

185

人 

164

人 

214

人 

216

人 

201

人 

207

人 

194

人 

255

人 

200

人 

2348

人 

うち0

歳児 

0人 1人 2人 4人 2人 0人 9人 12人 2人 11人 21人 15人 79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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 10人 0人 0人 5人 16人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 9人 0人 0人 0人 10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 17人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等  

パート 

スタッフ 

保育士 1人 事務 1人 用務 1人 嘱託医・歯科医 2人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・児童処遇改善検討（個別ケース検討）、保育内容の充実を図

る検討、園として取り組むべき課題への研修 

給食運営会議 月1回 乳児の離乳食進行検討、乳幼児の喫食状況検討 

事故防止委員会 月1回 事故報告書の分析、再発防止、ヒヤリハット、インシデントの

報告、 

ケース会議 月1回 特別配慮を要する子どもについて 

リーダー・クラス会

議 

週1回 園長・主任・リーダーによる報告・連絡・検討 

保育の計画と振り返り、児童処遇検討 

乳児・幼児会議 月2回 乳児クラス、幼児クラス対象に保育の計画と振り返り大型行事

の検討など 

週会議 週1回 全クラスを対象に報告・連絡、大型行事の検討など 

 

 

〈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・ミドル会議 

／法人本部 

月1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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 児童保健衛生に係る身体測定・定期健康診断・歯科検診の実施と保

護者との連携、施設の清掃と衛生管理、衛生管理に係る消耗品およ

び備品の管理、感染症予防対策の管理点検 

安全対策係 避難訓練及び消火訓練・防災自主点検の実施管理、消防署との連携

窓口業務、救命講習計画と実施、施設内外の設備点検および事故防

止点検の実施 

防火管理者 施設の火元の管理、消防計画の作成と届出、防火・消火についての

毎月1回の職員訓練と日常的な啓蒙を行う 

食品衛生管理係 給食食材および提供食材の衛生管理と在庫状況の管理 

畑係 畑状況の管理、道具類の維持補充、乳幼児や職員の畑活動の把握や

課題検討におけるイニシアチブをとる 

生き物係 職員厚生に係る業務 

 

 

〈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 保護者と協働的に準備・進行を行う 

運動会係 保護者と協働的に準備・進行を行う 

生活発表会係 保護者と協働的に準備・進行を行う 

 

 

 

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 

・保育参加を通して、子どもの様子を知っていただき、日々の様子や家庭での気

になることについて深く意見交換した。  

・保護者面談の際には家庭での様子を傾聴し、面談の場で終わることなく、定期

的に面談の場を設け継続した情報交換を進めた。 

保育参加 4～3月まで 合計2名 が参加済み  （3月1日時点） 
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保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計2名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 共に食べる楽しさ・心地よさを味わえる食事の場作りを大切にする 

実践結果 密にならない環境での食事の場のあり方を試行錯誤しながら行う 

次年度方向性 ・異年齢で一緒に食事をする 

・空腹感を感じて意欲的に食べる 

・保育者を含めての園側給食での共食を基本とし、楽しみを共に感じる 

2 計画・ねらい 自ら栽培、体験したものを食するという循環から、環境、命の大切さに気

付く 

実践結果 畑仕事や堆肥作り体験を通して、作物の生長、命の大切さを知ることがで

きた 

次年度方向性 ・畑活動、堆肥作りを全スタッフと子どもが共に行う 

・行事食、伝統食作り・加工品作りを体験する 

・食と命のつながりの体験や知識を知る機会を提供する 

3 計画・ねらい さまざまな素材を楽しみながら、自分で意欲的に食べることを大切にする 

実践結果 素材を味わえる状態での提供のため、小皿の数を増やして対応 

次年度方向性 ・手掴みたべを推奨 

・素材を味わえる状態で提供する 

・食べる機能の発達を捉えた援助を行う 

 

 

〈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29日／11月16日に実施 

歯科検診 6月27日／11月18日に実施 

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 
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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 

①   6月24・25日に自園にて手洗い指導を実施 

②   6月27日に自園にて歯磨き指導を実施 

③   11月18日に自園にて歯磨き指導を実施 

流行した感染症 ①   12月に新型コロナウイルス、園児31名・スタッフ4名蔓延し、

本部・市役所・保健所へ報告 

②   2月に胃腸炎、園児10名感染報告有り。2月22日に終息 

発作・痙攣等の対応 その他、12月22日に（憤怒痙攣発作）救急車要請・園内発作時経過

観察、記録21回 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・5月17日に園会場にてエピペン研修を保育士19名、栄養士3名、

事務1名、看護師1名、計24名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、24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） 

・6月18・25日につくばどろんこ保育園会場にて救命救急研修をス

タッフ7名、受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、24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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底するなど各園で記載 

 

 

〈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⇒実施していない日  

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 

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⇒実施していない日  

健康管理 予防接種状況・既往歴の確 年2回／4･10月  
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認／保険証期限確認 ⇒4月15日、10月14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29日、11月16日 

歯科健診 各年2回／6月27日、11月18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12日、10月11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 子どもが快適に過ごせるように環境を整える 

実践結果 新型コロナウイルス感染拡大を十分考慮し、温度・湿度・環境など適切に

保ち、室内の設備及び用具の衛生管理に努めた。 

次年度方向性 ・温度・湿度・環境など適切に保ち、衛生管理に努める 

2 計画・ねらい 子どもが主体的に育つ環境を作る 

実践結果 子どもが自分で考え自分で決められる環境や創造性が膨らむような環境を

目指し、定期的に環境の見直しを図った。 

次年度方向性 ・環境改良委員会設置 

 

 

〈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 ひな壇 幼児室 毎日 異常なし 

2 名札ボード 縁側 毎日 異常なし 

3 
トイレスリッパ置

き 

幼児子どもトイレ 毎日 異常なし 
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5. 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に則り、消防訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自

衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手続き・防災自主点検・

危機管理マニュアルの整備・自衛防災…危機管理マニュアルに則り、消防

訓練・避難訓練・避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資

格取得（継続）手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・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い、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に則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの

実施、安全教育、ＳＩＤＳ防止策を行い、けが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い、不審者侵入時にはフローチャ

ートに従う。 

4 光化学スモッグ 危機管理マニュアルに則り、光化学スモッグの知識を身につけ、注意報発

令の把握を行いながら、発生時には光化学スモッグ発生時対応および行政

連絡に従って対応する。 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

実習生を受け入れることで職員の意識が高められ、実習生から気づきを与えてもらえたことで保育の

振り返りに繋がった。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

7月25日～8月

25日 
東京こども専門学校 1人 責任実習 

10月31日～11

月12日 
筑波研究学園専門学校 1人 責任実習 

11月18日～12

月8日 
筑波研究学園専門学校 1人 責任実習 

10月18・20日

11月29日・12

月１日 

日本児童教育専門学校 1人 見学実習 
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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 

12日 

23名 

17日

23名 

14日 

22名 

12日 

22名 

9日 

22名 

13日 

22名 

11日 

20名 

8日 

21名 

13日 

21名 

10日 

20名 

21日 

24名 

5日 

24名 

園内研修 12日 

23名 

17日

23名 

14日 

22名 

12日 

22名 

9日 

22名 

13日 

22名 

11日 

20名 

8日 

21名 

13日 

21名 

10日 

20名 

21日 

24名 

5日 

24名 

スキル講座 

16日 

１名 
 

4 

9 

24 

25 

30日 

21名 

1 

23 

30日 

６名 

 

９日 

22日 

29日 

11名 

7日 

29日 

2名 

2日 

22日 

24日 

5名 

2日 

2名 

17日 

26日 

27日 

10名 

7日 

24日 

3名 

20日 

2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8日 園長大学®保育士大学 ファシリテーション研修 1名 無 

9月5日 園長大学®保育士大学 森林浴の効果と活用法 1名 無 

9月5日 園長大学®保育士大学 森林浴の効果と活用法 1名 無 

10月6日 園長大学®保育士大学 心を育てる保育環境 1名 無 

10月20日 園長大学®保育士大学 

保育と自然を未来志向で考

えてみよう～飼育・栽培・

散歩どうしてる？ 

１名 

無 

11月19日～

20日 
園長大学®保育士大学 

保育と自然を未来志向で考

えてみよう～飼育・栽培・

散歩どうしてる？ 

1名 

無 

1月19日 園長大学®保育士大学 

保育と自然を未来志向で考

えてみよう～飼育・栽培・

散歩どうしてる？ 

1名 

無 

2月16日 つくば市 
幼児保育と小学校教育の連

携・接続のための研修会 

1名 
有 
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〈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） 

21日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

28日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

2名 

16日 

2名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

 

 

〈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。 

 

〈５〉こども環境管理士資格試験に挑戦 （受験希望は任意） 

地域の自然を活かして保育環境の充実を図り、その振る舞いを通じて興味関心を高めることで、子

どもたちの豊かな感性を育て主体的な活動を促すことができる保育者を目指す。 

同じ目標に向かい、共に学び合い、支え合い、挑戦することにより合否結果以外の達成感を味わい

たい。それぞれの職員、園の強みにつながる学びへと挑戦し、4名が受験し、4名がこども環境管理士

２級に合格。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

３年ぶりにいろいろな催しが再開し始めて、人が集まることが可能になってくる。身近な人との

関わりから深めることができた。 

 

〈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：みなも公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：東光台青空市場、サンキ、ミニストップ、昭和シェ

ル、タイヨー、マツダ、ケーズデンキ、研究学園専門歯科、セカンドス

トリート、BLANDE、西松屋、つくば市中央消防署、コーナン等 

異年齢交流 9月13日につくばどろんこ保育園にて稲刈り体験 

10月26日に学園の森義務教育学校にて運動会見学を実施 
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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 

   以下計画について、小学校と相談・協議をより開始する。 

 

 

〈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 

4月20日 学園の森義務教育学

校 

2名 幼保小連携年間計画 職員間交流 

10月26日 学園の森義務教育学

校 

19名 1年生運動会見学 子ども間交流 

12月20日 学園の森義務教育学

校 

19名 手作り玩具プレゼント 子ども間交流 

2月8日 学園の森義務教育学

校 

24名 登校路安全教室 子ども間交流 

2月16日 学園の森義務教育学

校 

1名 幼児教育と小学校教育の

連携・接続のための研修

会 

職員間交流 

2月28日 学園の森義務教育学

校他 

3名 学級編成資料・自動要録

提出、引き継ぎ面談 

職員間交流 

3月9日 学園の森義務教育学 21名 小学校の生活紹介 ＷＥＢ子ども間交流 

年間 学園の森義務教育学

校 

― 毎月の学校通信掲示 職員間交流 

保護者支援 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

個別支援計画を作成し日常的に保護者と話して相互理解を図り、子どもの発達状況について職員間

で情報を共有し、認識の相違をなくすように努める。 

集団保育の中で馴染みにくい子どもには、他児との集団の中で育ち合い社会で生きていく手立てを

支援するようにする 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

・4～3月に計12回開催予定 参加者：園会議参加者 
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・医療機関や専門機関による療育方針・方法を知る。 

   ・担当者会議も必要に応じて行い、全体周知していく。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

看護師や担当保育者へ丁寧な引継ぎを行う。小学校へは必要な場合保護者の同意を得て、教育委員会

への相談を行い、安心して通える状況を構築する。 

 

 

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 

2名 4名 5名 0名 3名 2名 5名 6名 4名 7名 2名 2名 40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1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1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 2名 0名 0名 0名 0名 0名 2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2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 1名 0名 0名 0名 0名 1名 0名 0名 2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：みなも公園にて 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 5名 5名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 1名 1名 12名 
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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 

２０２３年11月16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：８時３０分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：根本美佳、植杉麻実、山根摩耶 

 

 

〈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：110％ 

 

ＮＰＳ値 ２０２１年度17.6から２０２２年度46.6となり、日頃の保育をご理解いただけたと感じ

られる結果となる。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：学園の森どろんこ保育園 施設長 根本 美佳 
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２０2２年度 中里どろんこ保育園 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～ 
 昨年度に続き、年間を通して新型コロナウイルス感染拡大防止に努める運営となった。そのなかで

も、地域との連携行事が盛んとなり、新しい企画を実施することができた。徐々にではあるが、地域

を巻き込んだ保育が実現されてきている。 戸外活動を積極的に行うことで、四季折々の自然を取り入

れた保育や体験ができた。少しずつ人数制限も緩和され、大型行事も近隣小学校にて開催し、できる

ことを模索しながら園内行事に取り組んだ。保護者参加行事も中止することなく、工夫して実施する

ことで保護者も参画できる保育が実現できた。同法人系列園との合同行事も実現し、地域として「セ

ンス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」を目指した体験ができたと感じる。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 環境の充実 

実践結果 計画的かつ定期的に室内環境を見直したことで、保育室内の物的環境の維

持ができた。発達に沿った玩具の研修も行うことで、スタッフの環境設定

スキルも向上するよう努めた。また、園庭の泥場における土の補充も定期

的に行うことで、遊びの盛り上がりが見られた。人的環境では、子どもへ

の言葉選びや肯定的な言葉かけを意識するよう園内研修を実施し、「子ど

もを否定しない」という根源を学んだ。 

次年度方向性 室内外の環境では、引き続き定期的に見直しを行うことで、子どもたちの

遊びが継続できるよう土台を築いていく。 

人的環境では、「一歩待つ関わり」をスタッフが習得していくことで、子

ども自らが考えて行動できるよう導いていく。 

2 計画・ねらい 異年齢・インクルーシブ保育の充実 

実践結果 年齢で活動を分けるのではなく、子ども自身が参加したい遊びを選びとる

ことができた。幼児が乳児の面倒をみるなど積極的に関わる様子が見ら

れ、年下児が年上児に憧れて真似る様子も増えてきている。 

次年度方向性 年齢の違う子ども同士、障害の有無に関係なく共に遊び、共に労働し生活

できる環境を構築する。 

年齢ではなく発達段階によって、子どもの意思で行先や活動を選択できる

ゾーン保育の確立を目指す。 

きちんとした計画のもと個々の関わりを充実させることで、インクルーシ

ブ保育を確立する（発達支援に関する園内研修を、1回以上実施）。 

3 計画・ねらい 保育の透明化 

実践結果 日々の日誌を写真記録として用いることで、子どもたちや保育の様子を振

り返る機会が設けられた。それを元に、「私たちが育てる6つの力」（①

ケガをしない強い体を育てる②自分でできることを自分で する③全ての人

との関わりから判断・行動を身につける④活動を選択し、自分で考えて行

動する。⑤ 生死を知る。食の循環を知る⑥感じたこと・考えたことを表現

する）を中里での活動の様子につなげてドキュメンテーションを作成し、
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保護者様の見えるところに年間を通して掲示した。 

次年度方向性 今年度、力を入れてきた日課の活動をドキュメンテーションとして表現

し、年間を通して掲示していくことで、家庭をも巻き込んだ日課の充実を

図る。 

 

 

〈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 利用者様に選ばれる施設となる 

実践結果 2023年度入園第一希望者は、30名だった。保育園入園希望者数自体が前年

度より下回ったことも背景にあったと推測される。 

次年度方向性 施設長・主任だけでなく、リーダー層スタッフも見学対応ができるように

経験を積むことで、保育園の良さを伝えられるようにしていく。誰が対応

をしても、同じ質の高さで保育を語っていく。 

2 計画・ねらい いつ見ても気持ちが良い施設となる 

実践結果 日々の清掃に加え、行事前等は特に重点箇所を決めて清掃した。 

定期的に倉庫を一掃することで、不要なものも見極めて処分した。 

次年度方向性 清掃指示をされなくても、スタッフ一人ひとりが意識し清掃を心掛ける。 

来訪者がいつ来ても気持ち良くご案内できるレベルの清潔さを保つ。 

3 計画・ねらい 保護者様の心に入り込んだ接遇 

実践結果 受け入れ・お迎え伝達時には、子どもたち の様子が細やかに伝わるような

伝達内容を意識した。週でクラスごとに詳細に伝達内容を記すことで、誰

が伝達しても一日の様子が保護者様に伝わるよう努めた。 

気遣いについての 接遇園内研修を8月に実施した。 

次年度方向性 早い時期に接遇についてディスカッションを行い、相手が嬉しいと感じる

気遣い・対応を学ぶ。伝達事項には、簡潔かつ様子が手にとるように伝わ

る表記を目指す。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に根付く活動の充実 

実践結果 自然を守る会との行事では、じゃがいもの種植から収穫・雑木林での楽し

み方などを体験することができた。 

川を守る会との行事では、柳瀬川に生息している魚の紹介や川での楽しみ

方を知ることができた。 

次年度方向性 引き続き、地域事業とのつながりを深め、清瀬市のことが学べるような体

験を重ねると共に、地域に根付いていくことを目指す。 

2 計画・ねらい 地域に開かれた施設の確立 

実践結果 中里どろんこ保育園かあらのブログ発信が軌道に乗ったと感じる。 

保護者の方や見学者からもブログを見た旨のお言葉をいただく機会が増え

た。 

次年度方向性 ブログを印刷・記事にして玄関掲示することで、在園児の保護者様にも開

示していく。 
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3 計画・ねらい 青空保育の充実 

実践結果 毎月コンスタントに青空保育を実施することができた。 

参加者も前年度より増加した。 

次年度方向性 チラシ配布場所の範囲を広くもち、他市にも目を向けていくことで認知度

を高めていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育の質を上げる 

実践結果 リーダースタッフによる園内研修を分野別に実施することができた。 

リーダー層スタッフだけでなく、身近なスタッフが講師となることで、よ

り学びを得る機会が設けられた。 

次年度方向性 実践を中心とした保育園内研修を増加することで、理論だけでない保育ス

キルが身に付くようにしていく。 

2 計画・ねらい 多様性を認めるスタッフ集団 

実践結果 写真記録を用いた園内研修を実施し、他者の見解も聞くことで様々な角度

から子どもを観ることができた。 

次年度方向性 子どもだけでなくスタッフ同士であっても、自身の価値観にとらわれるこ

となく考えの引き出しを増やしていく。 

3 計画・ねらい 緊急時に適切な判断をする 

実践結果 エピペン研修、救命講習をスタッフに向けて実施した。 

避難訓練時には、あらゆる角度からの情報を習得することで、どんな異常

事態にも対応できる能力が身に付くよう努めた。 

次年度方向性 消防署へ依頼し、隊員による救命講習を全スタッフが受講する。 

 

 

〈５〉就学に向けての取り組み 

1 計画・ねらい 就学に向けてスムーズな進級を図る 

実践結果 12月以降、アプローチカリキュラムを意識した月案計画を作成するよう心

掛けた。 

次年度方向性 毎月1項目以上アプローチカリキュラムに沿った内容を記載し、取り組ん

でいく。 

2 計画・ねらい 小学校見学2回以上の実施 

実践結果 新型コロナウイルスの影響で校舎の中まで入れる機会は少なかったが、で

きるかぎり小学校の雰囲気や見通しがもてるよう校庭見学などを実施し

た。 

次年度方向性 社会情勢を鑑みながら、小学1年生との交流を計画していく。 
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〈６〉命の大切さを知る性教育 

1 計画・ねらい 年齢に合わせた性教育の実施（3・4歳児） 

実践結果 ご家庭に参加任意をとり2月に実施した。 

子どもたちなりに、自分という命を理解しようとする姿が見られた。 

次年度方向性 次年度は中間時期に実施することで、実施後の子どもの変化まで後追いで

きるようにする。 

2 計画・ねらい 誕生したことの大切さを再確認できる機会を設ける 

実践結果 5歳児における性教育では、法人指定の教材を元に実施し、 胎動に似せた

布製の袋を利用することで誕生の場面を疑似体験した。 

次年度方向性 家庭を巻き込んだ性教育を意識する。保護者から子どもたちへ宛てた手紙

など、命と愛情を意識した内容を盛り込む。 

 

 

〈７〉地域の環境を活かした体験活動 

1 計画・ねらい 生死を知る 

実践結果 オオムラサキの飼育を予定していたが、実施できなかった。 

次年度方向性 3月中に幼虫を貰い受けることで、早い時期からの飼育を開始する。 

2 計画・ねらい 地域の方との交流を豊かにする 

実践結果 近隣公園のプレパークからの勧誘もあり、畑活動やコスモスの収穫に携わ

ることができた。 

次年度方向性 引き続き、公園へ足を運ぶことで公園オープンに向けて、地域市民として

賛同していく。 

 

 

〈８〉畑活動を中心とした食育体験 

1 計画・ねらい 食品の加工体験の充実 

実践結果 季節に沿った野菜や果物を加工し食すことで、素材からの変化を楽しむこ

とができた。 

ヤギの乳を使用し、乳絞り体験からチーズになる工程を体験することもで

きた。 

次年度方向性 子どもたちからの発信を聞き取り、どのように加工するのか共に考えて実

践する仕組みを構築する。 

2 計画・ねらい 食育活動の充実 

実践結果 季節の変化に合わせた食育計画を元に実践し、活動をドキュメンテーショ

ンにし掲示することで保育の振り返りも行えた。 

次年度方向性 全スタッフが職種関係なく食育活動に取り組むことで、より充実した内容

を作り上げていく。 
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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 
36人 94人 108人 118人 117人 113人 586人 

年度後半：

10~3月 
24人 64人 71人 80人 80人 80人 399人 

 

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 

335

人 

267

人 

328

人 

238

人 

241

人 

282

人 

299

人 

280

人 

239

人 

173

人 

247

人 

250

人 

3179

人 

うち0

歳児 

0人 3人 5人 4人 0人 5人 3人 2人 4人 1人 3人 3人 33人 

（解説）前年度より、0歳児の利用が大幅に増加した。 

 

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 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

（解説）一般型一時保育を開始したが、年度途中で一時停止とした。 

 

 

〈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 13人 看護師 1人 栄養士 4人   

パート 

スタッフ 

保育士 1人 補助 1人 事務 1人 用務 1人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・事故防止委員会  

・ケース会議  

・怪我の処置の仕方 

 ・川のリスクマネジメント  

・子どもとの関わり方について  

・保護者対応の質の向上  

・全体研修（明日からできること）  

・法人による虐待の定義（言葉選びについて）  

・各係の振り返り  

・発達別による事故防止について  

・発達支援について 

・接遇マナー研修 

・事業計画の振り返り  

・質を上げる会議より抜粋 

給食運営会議 月1回 アレルギー状況の進捗確認、喫食状況、マナー教室の共有等 

事故防止委員会 月1回 自園・他園のインシデントや事故記録を元にリスク管理の質の 

向上を目指した 

ケース会議 月1回 同園児の一年間を記録することで、スタッフの発達支援による

理解を深めた。清瀬市発達支援センターとことこの方と共同

で、1回ケース会 議を実施 

乳児・幼児会議 月2回 近況確認・課題抽出・実践内容の共有等 

 

 

〈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 
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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4回 主任 

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 感染症対策の徹底、衛生用品の補充、保健指導 

安全対策係 ハザードマップの見直し、備蓄品の確認 

防火管理者 機器周りの衛生、安全管理 

食品衛生管理係 食品の衛生管理、アレルギー児の状態、書類管理 

畑係 年間を通した畑管理、実施記録の作成、可視化 

生き物係 ヤギ、鶏など生き物の管理、餌など必要備品の在庫管理 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこサポーターズ係 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、著しい活動はできな 

かった 卒園に向けた準備など、できるところから協力を願い実施

した 

おやじの会係 上記のように子どもと関わる活動はできなかったが、5名以内で参

加して頂き室内の環境づくりなどに貢献していただいた 卒園に向

けてでは、記念樹を植えるための段取りを担当 
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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 

・愛着関係を大事に育て、安心して過ごせる環境を目指した 

 ・自主性が育まれるよう意識した関わりを行った  

・自然物などに関わりを持ち、表現活動を多く取り入れた  

・「共有」「連続」「可視化」の実践を意識した  

・写真記録であるポートフォリオなどを用いて、育って欲しい10の姿を意識した 

考察や学びを深めた 

保育参加 

4～3月まで 合計0名 が参加済み  （3月1日時点） 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、園内に侵入制限のかかった時期が 

多かった。その影響もあり、保育参加者が少なかったため個人面談を重要視し

た。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計78名 が参加済み  （3月1日時点） 

・保護者の方の要望に合わせた内容に応じて面談を行った 

 

 

〈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 素材の味を活かし、大きな食材にかぶりつくことで噛む力を養う 

実践結果 離乳期から大きめの食材にかぶりつくことで、自分の一口量を知るように

導いた。また、よく噛むことで、咀嚼力の発達も同時に促した。 

次年度方向性 引き続き、大きな素材を意識した離乳食づくり・提供に取り組む。 

2 計画・ねらい 素材を加工し、食の循環を知る 

実践結果 子ども自らが育てた野菜や、園庭に実る果物を食育活動に取り入れた。 

加工することで新たな発見に触れ、食への興味を高めることができた。 

次年度方向性 畑活動自体に更に力を入れて取り組み、加工する前の収穫から大きく携わ

っていく。 

3 計画・ねらい 空腹のリズムがもてる子どもの姿を目指す 

実践結果 散歩９時出発の定着が、もう少し課題として残っている。 

次年度方向性 引き続き、空腹感を感じ、食への意欲が高まるよう「散歩９時出発」を定

着させ日中の活動を十分 に行っていく 
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〈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30日に実施 

歯科検診 6月3日に中里どろんこ保育園にて実施 

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 

①  6月29日に中里どろんこ保育園にて歯磨き指導を実施 

②  12月15日に中里どろんこ保育園にて5歳児性教育を実施 

③  2月28日に中里どろんこ保育園にて3・4歳児性教育を実施 

流行した感染症 ①  12月に、園児30名・スタッフ1名蔓延し、保健所へ報告 

②  １月にインフルエンザ A、園児45名感染報告有り。2月2日に終

息 

発作・痙攣等の対応 計１００名に対し、計０回ダイアップ使用 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に中里どろんこ保育園にて、園内研修を新規保育スタッ

フ計5名含めた全スタッフが新たに受講し習得済み。 

・本日時点で、在籍スタッフ23名のうち、23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） 

・6月10日に中里どろんこ保育園にて園内研修を新規保育スタッフ

計5名含めた全スタッフが新たに受講し習得済み。 

・本日時点で、在籍スタッフ23名のうち、23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、うがい指 

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気の徹底に努めた 

 

 

〈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 
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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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０日 

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22日、10月28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30日 

歯科健診 各年1回／6月3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7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 充実した室内環境の定着 

実践結果 子どもの興味・関心がどこに向いているかを観察し、定期的に室内環境の

見直しを図った（年4回6月・11月・1月・3月に実施）。 

次年度方向性 引き続き、定期的に環境の見直しを実施する。 

2 計画・ねらい どろんこ遊び場の充実 

実践結果 定期的に土を足し、泥場の充実を図った。 

鍋やスコップなど見立て遊びができる環境を充実させた（6月実施）  

子ども自らが出し入れしたくなるような収納棚の造作（3月実施） 

次年度方向性 どろんこ遊びを通した、続きのある保育ができるような環境を構築する

（継続した泥だんごづくり等） 

3 計画・ねらい 遊びの継続性の確保 

実践結果 室内外共に、続きの遊びができる環境を構築した（5月実施） 

定期的に環境の見直しを実施した。 

次年度方向性 室内遊びにおいても、十分に継続した遊びが確保できるようなゾーンを1

箇所以上設置する。 
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〈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 レゴ台 幼児保育室 毎日 異常なし 

2 パーテーション 幼児保育室 毎日 1月末に撤去 

3 作業台 幼児保育室 毎日 異常なし 

4 竹登り 園庭 毎日 2022年3月に撤去 

5 鉄棒 園庭 毎日 10月にネジ締め 

6 ブランコ 園庭 毎日 撤去 

7 すべり台 園庭 毎日 1度ブルーシート貼替 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 防災…危機管理マニュアル NO.3の災害対策（Ｐ６～）に則り、消防訓

練・ 避難訓練・避難訓練再開通知・自衛消防訓練通知・普通救急救命資格

取得 （継続）手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・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い、災害発生時には対

応フ ローチャートに従った 

2 実践結果 ケガ事故防止…危機管理マニュアル NO.3（P8～）のケガ事故防止策・安 

全点検と保全、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った 

3 実践結果 不審者対策…危機管理マニュアル NO.3の不審者対策（P14）に則り、不審 

者侵入訓練・笛の携帯・代理の送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を 

行いながら、不審者侵入時には対応フローチャートに従った 

4 実践結果 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（P15～ 

～）に則り、知識を身につけ、注意発令の把握を行いながら、発生時には 

光化学スモッグ発生時対応及び清瀬市緊急連絡網に沿って情報を流した 

5 実践結果 自園のヒヤリハット、インシデントをもとに検証・対策を積み重ね、怪我 

に対する危機管理をもって保育にあたった 

子どもの視覚から、遊びや生活の危険を伝えられるよう可視化を強化した 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、前年度と比較すると実習生の受け入れ数は減少した。 

中高生の夏の体験ボランティアでは、一日 5 名以内の受け入れとし、積極的な交流を図ることができ

た。 
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〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月15～27日 
日本児童教育専門学校専門学

校 
1人 観察実習 

8月29～ 

9月10日 
日本児童教育専門学校 1人 観察実習 

5月17～28日 

5月31日～ 

6月11日 

日本社会事業大学 1人 
観察実習 

責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月25～ 

8月31日 

清瀬市社会福祉協議会 

 夏のボランティア参加者 
48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 

22名 

13日

24名 

10日 

23名 

8日 

22名 

5日 

20名 

9日 

20名 

7日 

22名 

11日 

20名 

9日 

20名 

13日 

18名 

22日 

26名 

23日 

26名 

園内研修 8日 

22名 

13日

24名 

10日 

23名 

8日 

22名 

5日 

20名 

9日 

20名 

7日 

22名 

11日 

20名 

9日 

20名 

13日 

18名 

22日 

26名 

23日 

26名 

「発達の視点

から子ども を

理解する」 

研修 

講師：田中伸

介 

3月25日に Zoomにて60名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師料 

（交通費含む） 

80.000円 各園 8.000円 

合計 80.000円 合計 8.000円 
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〈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 東京都多摩小平保健所 栄養管理講習会 1名 有 or無 

12月2日 東京都多摩小平保健所 栄養管理講習会 1名 有 or無 

 

 

〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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：1月12・13日に1名（施設長 or保育士）が出席 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 希望スタッフが応募し、選考後に参加 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉スタッフ全員が保育チームとなり、互いを育成 

細やかなコミュニケーションをもとに相互理解を図り、頼り頼られる関係性を築いてきた。スタッ

フ同士が一丸となり互いの保育を確認し合い、伝え合うことで保育の質を高められるチームとなるよ

う努めてきた。また、自分の強みと弱みを認めることで相手の強みと弱みを認めることができるよう

ジョハリの窓ワークを園内研修にて実施した。いかに自己開示をしていけるかに焦点をあて、自信を

もって保育をしていける人間性を養ってきた。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、計画通りにいかないことが多かった。その中でもできる

ことを模索し、地域の方と積極的に関わりが深まるよう努めた。 
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 銭湯の行先を変更したことで３年ぶりに銭湯でお風呂の日の活動が再開できた。 

 

 

〈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：伊藤記念公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：：清瀬市役所、清瀬消防署、ファミリーマート、マ

ル エツ、御殿山等 

世代間交流 実施なし 

異年齢交流 3月7日に清瀬小学校にて交流会を実施 

銭湯でお風呂の日 1月から月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 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、計画通りにいかないことが多かった。その中でもできること

を模索してきたが、頻繁な交流を深めることは難しかった。 

運動会実施時期には、１年生の授業風景や校庭遊びの様子を見ることができた。 

 

 

〈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13日 清瀬小学校 

1年生 

40名 学校見学（清瀬小1・2

組、体育館、校庭） 

子ども間交流 

11月22日 竹丘地域市民センタ

ー 

25名 保・幼・小合同研修会

（第5会議室） 

職員間交流 

3月2日 清明小学校 

1年生 

50名 学校見学（清明小校庭） 子ども間交流 

3月7日 清瀬小学校 

1年生 

50名 学校見学（清瀬小校庭） 子ども間交流 
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10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月開催されるケース会議にて計画を見直し、課題抽出を行った。写真や動画記録も併せて共有し 

合うことで、子どもの姿をより深く見立てて振り返る機会ができた。 

 

 

〈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：１３５名 

会議の開催が定着してきたことで、年間の流れに沿って対象児童の成長を月ごとに振り返るこ

とができた。また、年１回発達支援交流センターとことこの職員にもケース会議へ参加して頂く

ことができた 。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

発達支援交流センターとことこと連携を図り、年間２回の巡回指導で子どもの姿を共有し、助言も 

頂いた。 

実際に進学する小学校の先生が来訪し、子どもたちの様子を見ることで配慮事項などを細やかに引

き継ぎすることができた。 

 

 

 

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 0名 0名 0名 0名 0名 2名 0名 0名 1名 2名 0名 5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1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1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 2名 0名 2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 毎月1日発行 
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ぐだより 

青空保育

（支援セン

ター主催） 

月1回   公園名：伊藤記念公園にて 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 2名 2名 0名 2名 0名 0名 6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１２月２７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：9時00分 

自己評価終了時刻：16時00分 

自己評価実施者：施設長、主任、各リーダー、事務 

 

 

〈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：97％ 

 

アンケートの回収率を高めるところから取り組んだ結果、前年度よりも幅広く保護者様

の声をいただくことができた。園内会議にてアンケート結果をもとに、改善できるところ

はすぐに着手した。 

 

 

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   

 

特になし 
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〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 12月1日 （内容） 

0歳児 左鎖骨骨折 

園舎内階段の2階から1階に降りる際、1段踏み外し左肩から転倒 

 

（対応結果） 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

 

※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：中里どろんこ保育園 施設長 小川 愛 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ アトレ川崎ルーム 

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～ 
生涯にわたる『生きる力』を培い、『次の時代を生き抜く子を育てる』為に以下を基本方針とし、養

護と教育を一体的に進めた。 

・『にんげん力』を身に付けるために、生活や遊び、基本活動を通して実体験を重ね、自分で考え行

動する力を育んだ。共に行うスタッフは、実体験での子どもの変化を感じ、活動の大切さをより理

解することに繋がった。 

・大人主体ではなく、子どもが自発的・意欲的に関わることのできる環境構成の為、子どもの興味関

心や発達に合わせ、変化し続ける環境を目指した。主体的な活動や子ども相互の関わり合いを尊重

する為、子ども間の話し合いの場や子どもと子どもを繋ぐ保育を心掛けた。課題の残るチーム保育

は次年度も継続して進めていく。 

・自分のしたいことを満足するまでやり、思いを表出し、それを受け止めてもらうことのできる環境

を構成する為に、全スタッフは応答的な関わりを心掛け、一人ひとりが安心して生活できる場を作

るようにした。 

・子育てに関わる全てのスタッフは、子ども一人ひとりを尊重し、命を守り、情緒が安定した中で、

乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう、子どもを真ん中にした話し合いの場を設

け、姿を共有し、その育ちを保証し、園全体で育てていく土台作りを行った。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どものありのままを認め、発達を保証し、育ちを援助していく 

実践結果 ・週案会議や園会議で子どもの姿の共有や子どもを真ん中にした保育につ

いて話し合い、子どもの興味関心に合わせた子ども主体の活動を実践し

た。 

・研修や研修で知り得た知識を共有し、子どもの発達について学び、遊び

一人ひとりに必要な発達が遊びや生活の中での体験を通し、促せるようし

た。 

次年度方向性 ・子どもの姿の共有と子どもを真ん中にした話し合いの場の定期継続。 

・子どもの発達を学び、一人ひとりに合わせた関わり方や必要な援助を行

い、発達を保証する。 

2 計画・ねらい 子どもが安心できる環境の中で、自分の思いを受け止めてもらい、相手の

思いに気づき、育ち合う 

実践結果 ・全スタッフは、応答的な関わりを心掛け、大人が指示をしたり、決めた

りするのではなく、子どもの気持ちに寄り添い、気持ちを受け止めること

で、安心して自分の思いを表出し、相手の思いにも気づいていかれるよう

関わった。 
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次年度方向性 ・引き続き、応答的な関わりを心掛け、子ども主体であるよう、子どもの

気持ちに寄りながら、安心して過ごす中で、子ども同士が相手の思いに気

づき、育ち合う関係を育んでいく。 

3 計画・ねらい 子どもと子どもを繋ぐ保育 

実践結果 ・異年齢で関わり交わる中で、年下児への思いやりの気持ちや、年上児へ

の憧れの気持ちを感じられるよう、子どもと子どもを繋ぐ異年齢保育を実

践した。 

・共通の目的を実現する為に、子ども同士で話し合い、やりたいことを決

め、どのように取り組んでいくか道筋を立て考えていくことで、他者と協

働する中で互いの思いや考えを共有する経験を重ねた。 

次年度方向性 保育園を一つの大きな家として捉え、全スタッフで全園児を見ることを目

標とし、好きな場所で、好きな遊びを満足するまで遊び込める環境と異年

齢で混ざり合い、子ども自身で活動の選択ができるようにする。 

4 計画・ねらい 連続性を持った生活や遊びを保証する 

 実践結果 今年度もドキュメンテーションを継続し、各クラスで作成することで、子

どもの姿をより詳細に振り返ることができた。又、振り返る中での気づき

が生活や遊びに連続性を持たせた計画へと繋がった。 

 次年度方向性 立案や振り返り時には、生活や遊びの連続性が保たれたものとなるよう、

見通しを持った計画を心掛ける。 

 

 

〈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 保護者の心に寄り添う 

実践結果 登降園時は、子どもだけでなく保護者と目線を合わせて話をし、家庭の様

子、園での姿の丁寧な伝達を心掛けた。特にお迎え対応では、クラス全体

の様子ではなく、その子に焦点をあてた話ができるよう、全スタッフが全

園児に関わったり、細やかな共有を行ったりしながら、丁寧な対応に努め

た。 

次年度方向性 今年度の取り組みを継続して行い、日々丁寧な対応を行う。又、個別面談

や保護者懇談会を利用し、個の姿と集団での姿、その中での成長を伝える

場を持つ。 

2 計画・ねらい 子どもの姿・園生活の見える化をする 

実践結果 連続的な子どもの姿や園生活の様子が伝わるよう、タイムラインやドキュ

メンテーションを用い、食育や異年齢での関わり、どろんこ会ならではの

取り組みを掲示し、保育の見える化を行った。継続して行うことで、園生

活の様子が伝えあるようになり、ご意見の軽減に繋がった。 

次年度方向性 今年度の取り組みを継続し、より具体的且つ内容に偏りがなく、園でのお

子様の姿が手に取るように伝わるものにしていく。 
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3 計画・ねらい 子どもの育ちを共に喜び合う、共育ての環境を築く 

実践結果 コロナ禍が長引く中でも、少しずつ規制が緩和され、できることが増え

た。大型行事の開催や保育の中での体験活動を通して、子どもの姿や育ち

を保護者と共有し、喜び合う機会となるようにした。 

次年度方向性 園児だけでなく、保護者にも『保育園＝安心して生活する場』を目指し、

子どもの育ちの細やかな共有や様々なご意見を踏まえ、保育の質上げ、園

運営の見直しを行う。 

4 計画・ねらい 整理整頓が行き届いた環境 

 実践結果 いつ誰が見ても気持ちいいと感じる清掃と整理整頓を目指し、園内の美化

に努めたが棚上の乱雑さや整理整頓のしきれない箇所が課題として残る。 

 次年度方向性 子どもの立場になり、雑然とした環境の中で過ごしたいのかを各自が考

え、意識改革を行う。又、必要な物しかない環境は必要なものが揃う環境

であることを踏まえ、日々整理整頓と環境構成を行っていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 参加型育児支援の利用を増やし、地域に根付き、開かれた育児支援の場と

なる 

実践結果 園見学や青空保育で子育て支援ちきんえっぐのお便りを配布したり、活動

内容を伝えたりしながら周知に努めたが、園庭開放の利用や講座利用が数

回ののみと来訪者数は伸び悩んだ。 

次年度方向性 園庭の畑を利用して、苗の植え付け（種まき）、栽培、収穫、加工体験を

年間で行い、実体験が伴う支援を行う。 

2 計画・ねらい 子どもの育ちや日々の不安など気軽に話せる育児相談の場となる 

実践結果 来訪者数は少なかったが、園見学時に子育ての中での悩み相談があった

り、ちきんえっぐの子育て講座への問い合わせがあったりとニーズに合わ

せた対応ができた。 

次年度方向性 園庭開放や青空保育では集団遊びや伝承遊びを取り入れ、園児との交流を

深めたり、園生活の様子や保育の中での取り組みを伝えたりする場となる

ようしていく。又、来園時には簡易アンケートを行い、利用者のニーズに

合わせた支援内容の計画へと繋げていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 一人ひとりが自走する、自立したスタッフ集団になる 

実践結果 自己目標を設定することで、自分の目標を明確にし、なぜやるのかを考え

ながら適宜振り返り、修正し向き合い続けることができた。半面、自分毎

として捉え切れなかったり、他者任せとなったりし、負担が偏る状況も見

られた。 
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次年度方向性 誰かがやってくれるのを待つのではなく、それぞれの業務の進捗を確認し

合い、支援したり支援してもらったりしながら、自分事として考える。 

2 計画・ねらい 計画・実行する 

実践結果 やりたいこと、したい遊び、遊びたい相手、遊びたい場所を子ども自らが

選択し、行動できる環境を作る為に、園全体の環境構成の大幅な見直しを

行い、異年齢保育を進めながら、子どもと子どもを繋ぐ保育の土台作りを

行った。 

次年度方向性 引き続き、やりたいことを満足するまでできる環境構成し、子ども主体の

活動を実践する。計画は園内で共有し、子どもの興味関心や今の姿に適し

たものであるか、話し合い振り返りながら PDCAを回し続けていく。 

3 計画・ねらい 子どもを言葉で動かさない・大人が指示をしない 

実践結果 環境の見直しや動線の確保をすることで、大人が指示をするのではなく子

どもが自分で考え動ける環境の構成と見通しを持ち行動できるようした。 

次年度方向性 子どもの思いに寄り添い、受け止め、子どもを動かし大人主体ではなく、

子ども主体の保育を環境から実践していく。 

 

 

〈５〉応答的な関わりと子どもが主体の保育 

1 計画・ねらい 子ども主体の保育 

実践結果 全スタッフは子どもの気持ちに寄り添い、思いを汲み取り、子どもの興

味・関心を探りながら、子どもを真ん中にした保育とは何かを考え、話し

合いながら保育を進めた。 

次年度方向性 やりたいこと、やってみたいこと、思い通りにならないことを経験し、実

体験を通し自分で考えて行動する力を育む。 

2 計画・ねらい 保育者は援助者 

実践結果 全スタッフは環境を通して学び、人的環境として子ども自身で体験を積み

重ねる中で、自発性と主体性を育めるようにした。保育計画や実践を通

し、振り返り見返しながら進んでいかれるよう、共有、話し合いの場を設

けるようした。 

次年度方向性 子どもの思いに寄り添い、受け止め、子どもを動かすのではなく、子ども

の心を動かせる保育者となる。 

3 計画・ねらい 自分で考え、表現し、行動する 

実践結果 感じたことや考えたことを表現したり、互いの思いを共有したりしながら

共通の目的を実現できるようにした。 

次年度方向性 経験したことや感じたこと、考えたことを自分の言葉で表現し、相手に伝

えようとしたり、相手の話を聞いたりすることで、言葉による伝え合いや

協同性を育む。 
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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 
54人 59人 72人 68人 72人 72人 397人 

年度後半：

10~3月 
54人 60人 72人 66人 72人 67人 391人 

 

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 

248

人 

236

人 

265

人 

282

人 

260

人 

271

人 

271

人 

223

人 

268

人 

245

人 

263

人 

250

人 

3082

人 

うち0

歳児 

18 

人 

15 

人 

21 

人 

18 

人 

19 

人 

18 

人 

18 

人 

16 

人 

18 

人 

18 

人 

17 

人 

18 

人 

214 

人 

（解説）3月は見込み人数での報告 

 

一時保育利用状況                     

一時保育実施なし 

 

 

〈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 8人 看護師 1人 栄養士 2人 

パート 

スタッフ 

保育士 5人 補助 1人 事務 1人 

 

 

 

 

 

 

 



20221215版 

 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・各種園内研修 

・子どもの姿の共有 

給食運営会議 月1回 ・献立の振り返り 

・子ども主体の給食（バイキングの導入等）の取入れ 

・食育活動の検討 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット・インシデント・事故記録簿の傾向分析と対策 

・子どもの姿に合わせて安全配慮（ハザードマップの見直し

や、リスクを予測した配置等） 

ケース会議 月1回 気になる子・配慮を要する子の状況と関わり方について 

週案会議 週1回 ・子どもの姿の共有 

・各クラスのねらいと活動の共有 

・異年齢保育の進め方と安全を考慮した職員配置 

 

 

〈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 

看護士 

主任会議 

／法人本部 

年5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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 園内清掃、衛生管理、感染症予防対策、備品管理を行い、保健指導

を行ったが、保健指導はスタッフ間の連携不足により、必要な時期

に行われないものもあり、次年度の課題とする。 

安全対策係 ・避難訓練、不審者訓練ではスタッフ一人ひとりが計画を作成する

ことで訓練の意図を考え、実施するまでに至った。 

・事故防止委員会は係任せになることが課題だが、コンピテンシー

と併用し自身、自園の保育を振り返りながら安全対策を検討してい

く機会になった。 

防火管理者 消防計画を作成し、これに基づく消火・通報訓練及び避難訓練を実

施した。 

食品衛生管理係 食育会議の参加、給食運営会議の計画や実施、食品の安全管理を行

った。 

畑・食育係 ・年間の畑、プランター計画をし、子どもと日々の畑活動を行う

が、年度後半は勢いがなくなり、年間を通しての活動には至らなか

った。子どもと行う前に、スタッフ一人ひとりが何の為に行うのか

ねらいを理解し、明確な目的を持ち取り組めるようしていく。 

・園内の食育活動に力をいれ、バイキングの導入や乳児の配膳な

ど、できないではなくできることを探し実践した。保護者支援の一

環として掲示や給食メニューの配布、食に関する相談など保育の見

える化に努めた。 

 

 

〈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 計画、立案、とりまとめ、進行をし、次年度を見据えて振り返り

を行った。 

行事係 計画、立案、とりまとめ、進行をし、次年度を見据えて振り返り

を行った。 

幼保小連携係 幼保小接続研修への参加、連携、接続計画の立案を行い、小学校

へのスムーズな引継ぎとなるよう努めた。 
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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 

・園生活について 

・園での友だち関係について 

・発達について 

・就学に向けて 

保育参加 4～3月まで 合計11名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計13名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 自分で盛り付け、配膳して食べる 

実践結果 ・幼児クラスは７月から、２歳児クラスはおかわりから徐々にバイキング

を取り入れ、自分で盛り付けることで食べられる量を知り、楽しい雰囲気

の中で食に興味が持てるようにした。バイキング後は子どもの食事を食べ

る量が増え、残食が目に見えて減り、自分でやることで食への意欲を育む

ことに繋がった。又、２歳児は幼児クラスの姿を見て自然な流れでバイキ

ングが始まり、異年齢で過ごし、年上児の姿を見て真似て学ぶ姿があっ

た。 

次年度方向性 ・幼児クラスはバイキングを継続し、乳児クラスもおやつやおかず等発達

に合わせ、できることや年上児に手伝ってもらうなどしながら、食に興味

を持ち行えるよう環境の構成を進めていく。 

2 計画・ねらい 育てる、収穫する、加工する体験を通して、食や食材に興味を持ち、循環

を知る 

実践結果 ・自分で育て、収穫し、調理、加工するまでを一連の流れとして体験した

が、畑活動の不十分さから収穫ができないものや、調理、加工の工程まで

できないものもあり、畑活動の充実が次年度の課題となる。 

・食育活動では商店街ツアーや、掲示や本を利用し食品の流通工程を伝え

ることで、ただ作るだけでなく、成り立ちや食の循環を知るきっかけとな

るようにした。 
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次年度方向性 ・植える、育てる、収穫する、調理、加工するまでが畑仕事と食育体験と

なるよう、年間でねらいや目的を明確にした計画を立てる、又、全スタッ

フが子どもと共に体験し、実体験を通して食の循環を伝えて行く。 

・給食の残食をコンポストで堆肥にし、再利用することや減らすことで身

近にできることから、SDGsを知るきっかけを作り、身近な環境問題へ目

を向けられるようしていく。 

3 計画・ねらい 素材本来の匂いや味に触れ、噛む力を育てる 

実践結果 ・子どもの年齢、発達にあった食材の大きさで提供しながら、かじり取

る、噛む、噛み切る力を養った。 

・乳幼児期に素材本来の味に触れる大切さをスタッフが学び、食材に配慮

された味付けや加工の仕方を考え、食育へと繋がるようにした。 

次年度方向性 ・自分で食べる力や食べたいという意欲を育みながら、発達を学び、必要

な経験を通してかじり取る力、噛む力、噛み切る力を養っていく。 

・乳幼児期は味覚形成の時期であることを家庭と共通理解の元、素材本来

の味に触れたり、色々な味に触れたりする体験を重ね、味覚を育ててい

く。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 4月28日／5月26日／6月23日／7月28日／8月25日／9月29日／

10月27日／11月4日／12月22日／1月26日／2月22日実施（3月

23日に実施予定） 

・0～1歳児年6回、2～5歳児年3回の為欠席児を考慮し、毎月実施

した。 

歯科検診 6月1日に自園にて実施 

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 

①  6月に自園にて虫歯予防、歯磨き指導を実施 

②  7.8月に自園にて、夏の過ごし方、休息の取り方についての話を

する（日々の保育の中で） 

③  1月17.18日に自園にて年長児を対象に性教育を実施 

流行した感染症 11月に新型コロナウイルス感染症、園児2名・スタッフ3名蔓延し、

川崎市、アトレ川崎へ報告 

発作・痙攣等の対応 なし 
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エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に自園にてエピペン研修をスタッフ名１9名、4月1日ス

タッフ1名、計22名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ18名のうち、17名が使用可能 

その他保健に関する取組 ・登園時の検温と、０歳児は午睡明けの検温を行った。又、登園の

視診を丁寧に行い、健康状態の把握と管理に努めた。 

・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・換気を徹底して実施した。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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2日、10月5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 0・1歳児：年6回／4月28日／6月23日／8

月25日／10月27日／12月22日／2月22日、2～5歳

児：年3回／5月26日／9月29日／1月26日／ 

歯科健診 各年１回／6月1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15日、10月21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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 子どもが『自分で考え、自分で行動する』力を育てるために、自発的に関

わることのできる環境、自由に行き来できる環境の設定 

実践結果 保育園を一つの家として捉え、異年齢児が当たり前に行き来しながら好き

な場所で過ごせる、遊びきることのできる環境の構成向け、大幅な環境の

見直しとクラス単位ではなく園全体での保育、環境構成を目標に取り組ん

だ。 

次年度方向性 好きな場所で好きな遊びを楽しみ、安心して過ごせる環境の構成の為に、

子どもの興味関心を知り、発達を理解し、必要な環境を考え続けていく。 

2 計画・ねらい 自然に触れて過ごせる環境 

実践結果 ・畑活動では室内栽培や再生栽培も取り入れながら、栽培の充実化を図り

野菜の生長、季節毎の変化を感じられるようにした。 

・戸外活動では季節の変化やその時期ならではの自然に触れて過ごせるよ

う公園や探索先の環境を考え、立案に計画的に組み込んだ。 

次年度方向性 畑活動や戸外活動では、引き続き季節の変化を感じたり、自然に触れたり

しながら活動できるよう計画し、全スタッフは活動を率先して行い、子ど

もに背中を見せながら、実体験を通して伝えて行く。 

3 計画・ねらい ハザードやリスクを予測した安全配慮 

実践結果 スタッフ一人ひとりが全園児の姿と園全体のリスクを考え、リスクを想定

した対応を心掛けたが、危機管理や安全配慮がしきれないこともあり、ス

タッフ間で助け合い、個人ではなく園としての取り組みへシフトしながら

行った。 

次年度方向性 子どもの行動を予測し、未然にケガや事故を防げるよう個々の意識を高め

ていく。又、人数確認や視野の広さなど個々の課題を園全体でフォロー

し、安全管理を高めていかれるようしていく。 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

該当なし 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 避難訓練 ・消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し、年間避難訓練計画に沿って消

火訓練・避難訓練を行った。 

・年２回通報訓練と保護者と連携した児童引き取り訓練を行い、アプリを

利用し、非常に保護者へ情報発信を行う通知訓練を実施した。 

・入居するアトレ川崎と連携し、職員通用口（バックヤード）への避難訓

練を行った。 

2 洪水計画 消防計画に基づき、大雨洪水警報の発令等、必要時には速やかに情報収集

をし、被害を未然に防ぐ為の訓練を行った。 
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3 事故防止委員会 園内で事故防止委員会を開催し、ヒヤリハットやインシデントを活用し、

再発防止と共に危機管理、危険予測について考え、事故の未然防止に繋が

るようしたが、スタッフ毎の意識の違いや、危険予測の仕切れなさから同

じようなケガや事故が続くこともあり、意識づけを徹底して行った。 

4 不審者侵入訓練 ・園の置かれた環境、社会情勢を反映させた不審者侵入訓練を年２回実施

し、安全・防犯への意識づけを行った。 

・入居するアトレ川崎の防災センターと連携を図り、緊急時の体制を整え

た。 

5 光化学スモッグ 川崎市メール配信システムを活用し、発令時は速やかに対応、室内で過ご

し健康状態の確認を行った。 

6 救命講習 新年度キックオフミーティングでエピペン講習を行い、必要時には全職員

が正しい知識の元で使用できるようにした。 

7 事故防止、設備

点検チェック 

年４回の事故防止、設備点検チェックをクラス会議や園会議を使用して行

い、子どもの成長や環境構成の変化に基づく新たなハザードやリスクを園

内で共有した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

保育・福祉の現場で次世代を担う人材育成の為、積極的に実習生・見学の学生を受け入れた。子ど

もと関わり触れ合う中で様々な経験を通し、子ども理解を深めていかれるよう、子ども気持ちにこと

や子ども主体の保育を実践し、伝えた。又、保育者は実習生と向き合いその姿を見ることで自身の姿

を振り返り、保育のプロとして子どもへ関わり、応答的な関わりや丁寧な対応について考えられるよ

うにした。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月16～27日 横浜こども専門学校 1人 責任実習 

8月18～31日 

総合学園ヒューマンケアアカ

デミー横浜校 

チャイルドケアカレッジこど

も保育専攻 

1人 観察実習 
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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 

15日 

12名 

20日

12名 

17日 

15名 

15日 

15名 

19日 

13名 

16日 

14名 

21日 

15名 

18日 

14名 

16日 

12名 

20日 

16名 

22日 

16名 

5日 

16名 

園会議内研修 15日 

12名 

20日

12名 

17日 

15名 

15日 

15名 

19日 

13名 

16日 

14名 

21日 

15名 

18日 

14名 

16日 

12名 

20日 

16名 

22日 

16名 

5日 

16名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

10月 3日～

11月30日 

神奈川県×こども医療セン

ター 

小児保健研修 

『低出生体重児及び慢性疾

患児への支援を学ぶ』 

2名 無 

11月28日 
川崎市子ども未来局保育事

業部 

川崎市保育所等職員研修  

『誤嚥、窒息事故防止、子

どもを守るためにできるこ

と」 

2名 

無 

11月7日～１

１月14日 

川崎市子ども未来局保育事

業部 

川崎市保育所等職員研修 

『保育理念』 

1名 
無 

2月10日～２

月24日 

川崎市子ども未来局保育事

業部 

川崎市保育所等職員研修 

『子育て相談、保護者支援

対応』 

1名 

無 

 

 

〈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 

1名 

20日 

1名 

15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 

20日 

1名 

15日 

1名 

17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（全スタフ対象） 

リーダー養成研修 第1回：5月11日に webにて3名（施設長、保育士）が出席 

第2回：7月20日に webにて3名（施設長、保育士）が出席 
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第3回：9月21日に webにて3名（施設長、保育士）が出席 

第4回：11月22日に webにて4名（施設長、主任、保育士）が出席 

第5回：1月11日に webにて4名（施設長、主任、保育士）が出席 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉スタッフの主体性を育む  

毎月園会議内では、その時の園の抱える課題やスタッフに必要とされる知識、学びたい事柄からピ

ックアップし、園内での共通理解を目的とする研修を行った。施設長だけでなく外部研修や交換研修

に参加したスタッフから学びの共有を受けることで、視野が広がり目の前の価値観から抜け出す機会

となった。又、調べ得た情報や学びをアウトプットすることで、更なる理解を深めるとともに他者に

伝わる伝え方を考える機会ともなった。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

園の置かれた環境という環境を最大限に活かし、地域の子育て支援拠点としての機能を拡充すべ

く、入居するアトレ川崎や同法人内の川崎西口ルームと連携を図り、地域支援を進めた。特に、散歩

先の公園や青空保育の場では地域子育て支援だよりを配布し、園での取り組みの周知や呼びかけを行

うが、来訪者数は伸び悩んだ。次年度はアトレ川崎との連携を更に深めるとともに、川崎区子育て支

援センターとの連携を開始し、地域に根付く保育園を目指す。 

 

 

〈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：アトレ川崎内スカイコートにて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ワイズマート、ユニディ、川崎消防署、川崎市立図

書館、ライフ、稲毛神社、アゼリア、アトレ館内、しのぶ湯等 

世代間交流 公園や銭湯、図書館での地域交流の実施 

異年齢交流 2月22日に川崎小学校にて１年生と年長児の交流を実施 

その他活動 入居するアトレ川崎や近隣の商業施設、商店街ツアーでの個人商店訪問

等地域交流の実施 
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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 

・子どもの育ちの連続性が保証された円滑な接続行う為に、園内では幼児期の発達や学びを理解し、

保育所児童要録やスタートカリキュラムを用い、子どもの姿の丁寧な共有を心掛けた。 

・『幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の姿』について、子どもの姿をあてはめて考え、個々に

必要な力を伸ばしたり、保護者には就学に向けての目安として伝えたりしながら、家庭との間で共通

理解をし、就学へ繋がるようにした。 

・小学校との子ども間交流を行い、就学に向け期待が高まるような場を設けた。次年度は職員間交流

へと進め、１年生の姿と保育園での姿を共有することで両者間での認識の共有と円滑な接続に繋げた

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 

5月21日 旭町小学校 ２名 運動会（旭町小校庭） 行事参観 

12月 旭町小学校 

 

1名 授業参加／意見交換会

（旭町小学校） 

授業参観／職員間交流 

12月 川崎小学校 1名 授業参加（川崎小学校） 授業参観 

1月 川中島小学校 

 

1名 授業参観（川中島小学

校） 

職員間交流 

2月22日 川崎小学校 12名 交流会（川崎小学校） 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

子どもの状況や発達を理解し、ケース会議内での共有と個々に合わせた関わり、配慮について適宜

振り返りを行ってきた。週案、月案の作成次期及び個々の変化や成長に合わせた見直しを都度行うよ

うにした。 

 

 

〈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：各月３～４名 
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・園会議、クラス会議、週案会議を利用し、個々の様子を共有しながらその子にとって必要なこと

を考え、支援へと繋がるよう理解を深めた。 

・配慮の必要な子だけでなく、集団生活の中で気になる子や成長、発達の過程で配慮を要する子に

ついても、園内で共有しながら一人ひとりに合わせた丁寧な対応を心掛けた。 

・定期的に発達支援施設つむぎからの訪問を受けたり、合同ケース会議を行ったりしながら、専門

家の視点で見た集団の中での関わり方や支援の手立てを学ぶ機会を設けた。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・進学する小学校には、必要に応じて関連機関と連携をしながら、保育所児童要録や引継ぎ面談で

の子どもの育ちの詳細伝達を行った。 

・進級時には園内で細やかな引継ぎや、クラスの枠を超えて全スタッフで全園児をみることで、

個々の育ちや背景を配慮した丁寧な関わりへと繋げられるようにした。 

 

 

 

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 

4名 20名 36名 110名 26名 36名 64名 18名 6名 16名 6名 8名 350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２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   参加者なし 

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 00名 

どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

毎週（水）10:00～12:00   参加者なし 

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：アトレ川崎内スカイコートにて 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 4名 0名 0名 2名 6名 10名 10名 6名 8名 6名 8名 60名 
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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 

２０２３年３月１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：１４時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：施設長、主任、保育士代表１名、事務員 

 

 

〈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：１００％ 

 

（省察）アンケートを通して園内、園と家庭での共有、連携不足について。園内での子どもの姿や保

育の様子、子ども間の関わり方や安全配慮についての改善が課題として浮き彫りになる。園内では報

告、連絡、相談の徹底と保護者の立場を考えた対応、保育の見える化を意識し、園全体で改善策を考

え実施した。次年度も継続して取り組むことで保護者と信頼関係の構築や保育の質上げに繋げてい

く。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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） ２件 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 9月30日 （内容） 

3歳児 左肩骨折 

他児と手をつないで遊んでおり、振り子のようになりバランスを崩して転倒、

左肩を打つ 
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（対応結果） 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

 

※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：メリー★ポピンズ アトレ川崎ルーム 施設長 松下 杏 
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２０２２年度 春日どろんこ保育園 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～ 
 

■保育理念：「にんげん力、育てます。」 

■保育方針：「センス･オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」 

 

春日どろんこ保育園では、どろんこ会グループ法人保育理念「にんげん力、育てます。」と二大保育

方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」を基盤にして、２０２２年度に園で

大切にしたいことを「わくわくしよう」と「園の仕組みを整えよう」とし、チームで運営を行った。 

その結果、昨年度と同様に職員は個々にやりたいことを具現化し、保育園の日々の生活では職員も子

どもも笑いにあふれた雰囲気が見られるようになってきた。まだ全ての状況で自発性が見られている

わけではないが、この温かみのある雰囲気が継続的にみられることは評価に値すると感じている。 

園の仕組みとしては、ミドルリーダーを中心として職員同士で話し合いを進める文化が醸成されつつ

ある。この先もこの点は春日どろんこ保育園の文化として定着をさせていきたいと考える。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 個々の子どもの発達を職員が理解し把握する。 

実践結果 子どもの発達に関する知識や観察するポイントの研修を行った。 

子どもの姿が保育記録に適切に記載され小学校接続や発信へつながる。 

次年度方向性 子どもの発達に関する研修を行った。何を学びたいのかをより深く知ると

よりよくなった。 

記録を継続的に行い小学校などへの接続につなげた。 

2 計画・ねらい 子どもが自発性を持ち日々の日課や活動に参加し、体験を自分なりに表現

する。 

実践結果 発達と個性と意思に合った日課や遊びを実現できるように環境を設定。 

職員が本当に子ども中心で動いているかを振り返った。 

次年度方向性 子どもが体験を選べるように環境構成を行った。 

子どもが自分で好む方法で表現できるように表現コーナーを新設した。 

3 計画・ねらい 子どもが多様な人と関わり、協働して遊びが展開される。 

実践結果 大人が黒子の役割であることを認識し、子ども同士が一緒に遊ぶケースを

作ることで集団遊びが展開されていた。 

次年度方向性 より多様な子どもが関われるように場を作っていく。 
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〈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 保護者一人ひとりの気持ちに寄り添い、家庭と保育園の両方で子どもが健

全に保育をされる。 

実践結果 保護者が気持ちよく子どもを迎えられるお迎え対応として、各個人が保護

者と話せる場をなるべく作った。方針を共有できる保護者懇談会、保護者

が気持ちを話せる保護者面談などを行った。 

次年度方向性 話す場を作っていたがまだ物量が足りていないと感じるため、翌年度はよ

り話せるように仕組みを作っていく。 

2 計画・ねらい 清潔で整頓された保育園を来訪される保護者様が心地よく感じる。 

実践結果 整理整頓と清掃を当たり前に日々抜けなく行い使用した物品はもとに戻す

ように職員と話をしたが徹底はされていなかった。 

次年度方向性 より強化をし５S が整う園としていく。 

3 計画・ねらい 子どもが成長している姿が多様なメディアツールで共有される。 

実践結果 タイムライン、おたより、掲示物、写真販売、外部発信ツールなどの利用

を考えていたが頻度高く発信することができなかった。 

次年度方向性 より頻度高く発信できるように、テーマを決めて職員同士で進めていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域子育てセンター「ちきんえっぐ」を拠点とし、地域に開かれた子育て

相談の場所として役割を全うする。 

実践結果 一時保育の受入れ、園庭開放、子育て相談と講話、イベント、子育て講

座、育児相談会などを行った。 

次年度方向性 概ね計画通り進めることができた。コロナ禍もあり集客できない日もあっ

た。いつでも集客できるように準備をする。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 全職員が「心理的安全性」を大切にし、職員間の言葉遣いや立ち居振る舞

いに気を遣い、お互いに思いやりを持って気持ちよく働ける環境を作る。 

実践結果 自己肯定感を高め自己開示の研修、他者との関係を作る研修を行う。 

次年度方向性 自己肯定感を高める振り返りや他者との関係性を作るための研修はチーム

への安心感を高められた。翌年度も改良しつつ進めていきたい。 

2 計画・ねらい 全職員が保育のプロとして自覚を持ち、自分の知識をより深める。またそ

れを実行に移す。 
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実践結果 子どもの発達に関する知識を深める研修、発達理論と実践をつなげる研

修、若手勉強会、ケース会議など。 

次年度方向性 保育の内容、保護者対応、保育をチームで行うための勉強会など世代ごと

にテーマを絞っての勉強会は効果的だったため次年度も進めていく。 

3 計画・ねらい リーダーはスタッフの声を拾い上げ課題を設定し、保育の質の担保と園務

分掌の仕組みづくりを行う。 

実践結果 目標設定を職員自ら行い、達成のために園長・主任・リーダーと主に課題

を遂行する。 

園運営における課題設定、業務の仕組みづくりなど。 

次年度方向性 すべてのスタッフが目標達成をするため、よりチームで深く話せるように

仕立てていく。 

４ 計画・ねらい 提出物の期限を守る。 

実践結果 提出すべき書類の可視化しリーダーがチェックを行う体制を作る。 

次年度方向性 昨年度よりも期日を守れるチームとなったが完全ではないためより高い純

度での業務遂行を目指す。 

 

 

〈５〉チーム春日どろんことしての組織文化の確立 

1 計画・ねらい 個々の職員の考え方、気持ち、知識、知恵を合わせ、強みを生かす。 

実践結果 職員のいいところと得意分野を共有する場、個人の強みに併せた園務分

掌。 

次年度方向性 職員のモチベーション向上に寄与することができたため次年度も継続す

る。 

2 計画・ねらい まずはやってみる。改善していく。 

実践結果 周りを巻き込みスモールスタートを実践、改善をして品質を上げていく。 

次年度方向性 まずはやってみることで次の打ち手が見つかったというケースが多く見ら

れたため、次年度も継続していく。 

 

 

 

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 
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年度前半：

4~9月 
66人 143人 139人 178人 179人 181人 886人 

年度後半：

10~3月 
72人 144人 144人 180人 180人 192人 912人 

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 

333

人 

325

人 

367

人 

292

人 

279

人 

323

人 

417

人 

438

人 

411

人 

355

人 

339

人 

339

人 

4218 

人 

うち0

歳児 

3 

人 

4 

人 

3 

人 

25 

人 

7 

人 

20 

人 

20 

人 

28 

人 

38 

人 

23 

人 

32 

人 

32 

人 

235 

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 

0 

人 

8 

人 

10 

人 

13 

人 

43 

人 

13 

人 

16 

人 

16 

人 

11 

人 

25 

人 

54 

人 

54 

人 

263 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

1 

人 

4 

人 

5 

人 

13 

人 

5 

人 

7 

人 

8 

人 

7 

人 

13 

人 

17 

人 

17 

人 

97 

人 

（解説）コロナ禍により利用者数が多くはなかった。 

 

 

〈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 22人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 3人 

パート 

スタッフ 

保育士 1人 補助 0人 調理 1人 事務 1人 

用務 1人 嘱託医  2人     

 

 

 

3. 運営報告 
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〈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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・保育の振り返り、及び、次月に向けての意見交換 

・研修報告、保育の質を上げる園内研修 

給食運営会議 月1回 喫食状況報告、アレルギー児確認・対応、食育計画確認、食事

提供の改善ディスカッション 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデント・事故報告の共有と注意喚起、必

要な事案を検討し日々の保育に活かす 

ケース会議 月1回 発達に特性がある子どもについての情報共有、支援計画の振り

返り 

週案会議 週１回 各クラスの保育計画の全体統合 

週会議 週１回 各クラスの情報共有、行事の検討 

クラス会議 週１回 保育の計画と振り返り、子どもの姿の共有 

リーダー会議 月１回 園全体の関わるクラスを横断する議題の意思決定 

 

 

〈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 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 
清掃指導と衛生管理、感染症予防・拡大防止策の実施、園児の健康

管理と保護者への発信 

安全対策係 
避難訓練・消火訓練・不審者侵入訓練の実施、設備点検・事故防止

点検の実施、ハザードマップの見直しと更新 

防火管理者 
消防計画を作成し、これに基づいて消火・通報および避難訓練を定

期的に実施 

食品衛生責任者 食材発注および給食提供食材の衛生管理と在庫管理 

畑・田んぼ係 畑・田んぼの計画・管理、用具類の管理および補充 

生き物係 生き物の世話の計画・管理 

写真係 写真チェック・販売申請、卒園アルバム作成 

保育環境整備係 子どもが遊び込める室内・園庭環境整備、提案、実施 

備品発注係 消耗品・事務用品・保育材料の購入、管理 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭係 祭りの企画・運営、地域への広報 

地域交流係 異世代交流、地域行事参加等の窓口業管理 

子育て支援係 ちきんえっぐの活動計画、実施 

 

 

 

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 

・乳児：ゆったりとした関わりの中で、子ども一人ひとりの気持ちや意欲を尊重

し、健やかな発達を促した。また、安心できる大人との関わりの中で、人に対す

る信頼感、愛着関係を形成し、自己肯定感を育むよう取り組んだ。 

・幼児：個々の発達を把握し「見守る保育」を実践する中で、子どもが自らやっ

てみたいと思えるような環境を整え、遊びによる満足感や充実感を得られる保育

を行った。また、好きな遊びを見つけ、戸外や室内で友だちを意識して遊んだ。 
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保育参加 
4～3月まで 合計0名 が参加済み  （3月1日時点） 

・希望保護者による保育参加/参加後アンケート記入依頼。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計5名 が参加済み  （3月1日時点） 

・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 

 

 

〈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 五感を使える体験を行い多様な味覚を育て、子どもも大人も心身ともに豊

かになる。 

実践結果 畑仕事などの日課、日々の味見体験、出汁比べなどの行事など。 

次年度方向性 日課が少しずつ形になってきたが、畑への興味がそこまで強くない。翌年

度はより多くの機会を子どもと一緒に作っていく。 

2 計画・ねらい 持続可能な食環境を子どもが考えられる機会を作る。 

実践結果 食べこぼしの認知、バイキングにて自分が食べきれる量の把握、残食糧の

可視化、堆肥作りなど。 

次年度方向性 食べこぼしは学年が上がるごとに減っていったが、残食量はそこまで変化

がない。畑への興味と合わせて子どもと一緒に考えていく機会を作ってい

く。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 4月14日／11月17日に実施 

歯科検診 4月21日、12月14日に春日どろんこ保育園にて実施 

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） 
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その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

6月4日に自園にて歯磨き指導を実施 

6月19日に自園にて手洗い指導を実施 

1月12、13日に自園にて性教育(命の教育)を実施 

流行した感染症 年間を通して散発的に新型コロナウイルス感染症が発生。 

2月にインフルエンザウイルスが流行。 

発作・痙攣等の対応 １名ダイアップお預かり。 

２月に熱性痙攣が１名発生。 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

4月に園会議にてアレルギー対応研修を行い、参加者25名が受講。

欠席スタッフ計4名が翌週新たに受講し習得済み。 

本日時点で、在籍スタッフ30名のうち、29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） 

AED 設置なし 

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。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 5･7･9･11･1･3月の25日に計6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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０日 

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15日と10月１５日に実施済み 

身長体重測定 毎月1回／20日 実施済み 
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児童健康診断 

  

内科健診 各年２回／4月14日、11月17日 

歯科健診 各年２回／4月21日、12月14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22日、10月21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 整理整頓・清掃・衛生管理 

実践結果 保護者への接遇の重要さを知るための研修。理想状態を作り共通認識を作

ること、日々確認するべきことを徹底することをリーダーと共に確認を行

う。 

次年度方向性 整理整頓が整いつつあるがまだ十分ではない。翌年度に重点的に取り組ん

でいく。 

2 計画・ねらい 室内環境・屋外環境 

実践結果 物的環境と自然環境を子どもの発達に併せて適宜更新していく。 

室内では子どもの発達に合わせて一人ひとりできる環境を作る。 

屋外では子どもが自分の好きなことを徹底するために火水土など十分な素

材を用意する。また園庭に樹木を多く植え日陰をたくさん作り居心地のよ

い空間を作る。 

次年度方向性 園庭は子どもの興味に合わせて少しずつ整えることはできたが室内環境は

改善を定期的に行えるように仕組みの見直しが必要。 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

手作り遊具・家具一覧 

No おままごと台 園庭 毎日 点検結果 

1 ベンチ兼テーブル 園庭 毎日 異常なし 

2 六角テーブル 園庭 毎日 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 防災対策 危機管理マニュアルの災害対策に則り、月１回の避難訓練を行い火災・地

震の避難方法を確認。（６月・１１月は消防署と連携をした総合訓練を行

う）災害緊急時にはアプリを使って園児情報を発信する。 
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2 事故防止 危機管理マニュアルのケガ事故の防止策に則り、ケガ発生時には対応フロ

ーチャートに従う。ハザードマップを作成・半年に１度更新し、ケガや事

故防止に努めていく。毎月の事故防止委員会で事故記録簿・インシデン

ト・ヒヤリハット報告書の共有・分析、防止策を検討し再発防止に努め

る。 

3 防犯対策 警察と協力し年２回不審者侵入訓練を実施し、不審者侵入時にはフローチ

ャートに従う。日々の生活の中でも常に不審者を意識することが大切であ

り、散歩時における対応も意識統一しておく。 

4 光化学スモッグ 

pm２．５ 

危機管理マニュアルの光化学スモック対策に則り、光化学スモック・ｐｍ

２．５の知識を身につけ、注意報発令の把握をしながら発生時には、光化

学スモック発生時対応および行政連絡に従い対応する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉 今年度の振返り 

・基本方針 

実習生や中高生の職場体験・交流などの受け入れは、次世代育成・地域貢献のため積極に行い、実習

生や生徒の一人ひとりの様子に合わせて保育・子育てで大切なこと、大事にして欲しいことなどを具

体的に理解し易いように伝え、援助や指導を行う。 

・配慮点 

実習生には保育の楽しさや魅力を熟練度に沿って伝えるように配慮し、次世代を担う実習生にとって

保育の魅力を感じてもらえるようにする。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

6/6～18 九州大谷短期大学 1人 責任実習 

6/20～7/2 福岡こども専門学校 1人 責任実習 

7/13～20 純真短期大学 1人 責任実習 

7/25～7/27 福岡こども専門学校 1人 責任実習 

7/25～7/29 平岡栄養士専門学校 1人 責任実習 

7/28～8/6 中村学園大学短期大学部 1人 責任実習 

8/9～8/23 福岡女子短期大学 1人 責任実習 

8/16～8/26 香蘭女子短期大学 1人 責任実習 

8/25～9/5 中村学園大学短期大学部 1人 責任実習 

8/29～9/9 精華女子短期大学 2人 責任実習 
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10/17～28 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 1人 責任実習 

2/6～2/17 中村学園大学短期大学部 1人 責任実習 

2/13～27 福岡子ども専門学校 1人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

10/19～21 西日本短期大学付属高等学校 2人 

2/17～2/24 春日東中学校 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 

22日 

30名 

20日

30名 

17日 

30名 

22日 

30名 

19日 

30名 

16日 

30名 

21日 

30名 

18日 

30名 

23日 

30名 

20日 

30名 

18日 

30名 

5日 

30名 

園内保健研修 22日 

30名 

20日

25名 

17日 

25名 

22日 

25名 

19日 

25名 

16日 

25名 

21日 

25名 

18日 

25名 

23日 

25名 

20日 

25名 
- - 

若手勉強会 12日 

10名 

24日 

10名 

21日 

10名 

20日 

10名 

26日 

10名 

20日 

10名 

21日 

10名 

8日 

10名 

13日 

10名 

12日 

10名 

14日 

10名 

14日 

10名 

ベテラン勉強

会 
- 

31日 

8名 
- 

12日 

8名 
- 

6日 

8名 
- 

4日 

8名 
- - 

7日 

8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25日 春日市子ども未来課 安全管理研修：掛札逸美 8名 有 

8月11日 春日市子ども未来課 安全管理研修：掛札逸美 5名 有 

1月18日 春日市子ども未来課 安全管理研修：掛札逸美 5名 有 
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〈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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

全社員研修 12月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉若手勉強会 

毎月第４火曜日の１４：００～１４：３０に、３年目までの職員を対象に月に１回勉強会を開催し

た。テーマは若手に身に付けてほしい項目に特化し研修の担当は４年目以降の職員が担当した。 

 

 

〈６〉ベテラン勉強会 

隔月第２木曜日の１４：００～１４：３０に、教える立場の職員を対象に育成について学ぶ勉強会

を開催した。テーマは育成について幅広く選定、職員の育成状況の確認、指導方針の統一、心理的安

全性の構築方法、ファシリテーションの方法などの勉強を進めた。講師は園長が行った。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

積極的に園外に出かけ、地域の人々と様々な関わりを経験し、また、地域からも関心を持ってもら

える発信をもとに地域との関わりを深めていけるよう実施した。 

 

 

〈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：小倉東公園にて 



20211215 版 

 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：白石商店、春日ふれあい文化センター、春日市商工

会、春日市図書館、80dogs、三幸サイクル、サニー宝町店、パンドカン

パーニュ、宝町郵便局、伯玄ガーデン、等 

世代間交流 新型コロナウイルス感染症の影響で実施なし。 

異年齢交流 新型コロナウイルス感染症の影響で実施なし。 

地域拠点活動 一時保育･ちきんえっぐ･地域行事への参加 

銭湯でお風呂の日 なし 

 

 

 

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 

以下の計画について、小学校と相談・協議を４月より開始する。メインは大谷小学校と交流を図り、

他小学校とも連携を進めいていく。スムーズな就学を目的とし、情報交換や発達・成長の様子をはじ

め、子どもの姿を共有できるように働きかけていく。 

 

 

〈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 

6月9日 大谷小学校 30名 学校訪問と周辺探索 小学校の様子見学 

9月6日 春日東小学校 31名 学校訪問と周辺探索 小学校の様子見学 

11月8日 大谷小学校 3名 幼保小連携会議 職員間交流 

2月21日 春日野小学校 1名 幼保小連携会議 職員間交流 

2月28日 春日東小学校 1名 幼保小連携会議 職員間交流 

3月7日 須玖小学校 1名 幼保小連携会議 職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

支援が必要な子どもについては個別に保育計画を作成した。家庭や連携機関と情報交換を密にして
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一人ひとりに応じた保育を行い、自らの育つ力を伸ばしていけるように支援し丁寧に関わった。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

（４～３月に計１２回開催予定 参加者：各回25名） 

毎月１回 年間計１２回開催。日々変化していく子どもの様子を記録し職員全員での共通理解を

図った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

特に幼児クラスにおいては、就学を見据え必要に応じて関係機関との連携を図った。 

 

 

 

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 

8名 13名 21名 22名 15名 20名 13名 19名 26名 5名 23名 23名 208 

 

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 ⇒相談なし 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

隔週10:00～12:00   ⇒計24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 

3名 0名 0名 0名 5名 2名 3名 0名 0名 0名 0名 0名 13名 

どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

月１回10:00～12:00   ⇒計12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 8名 2名 0名 0名 0名 4名 0名 2名 2名 18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：小倉東公園にて 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 2名 0名 0名 0名 0名 0名 
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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６月２１日、１１月１１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：８時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：田中誠、森谷太郎 

 

 

〈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：８３．６％ 

 

頂いたご意見の中では、保育園の様子をもっと知りたいという声が多かった。タイムライ

ンでの情報発信や行事の際に子どもの姿をよりお伝えできるようにすることに加え、外部

発信をより厚く行っていく方針を新たに決定した。 

 

 

 

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   

今年度は報告すべきご意見はなし 

 

 

〈２〉重篤なケガ（事故含む） 

今年度は重篤なケガはなし 

 

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：春日どろんこ保育園 施設長 鈴木裕二 
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２０２２年度 宮下どろんこ保育園 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～ 
「子どもも大人もインクルージョン！チーム力 UP！」 

昨年度の反省・課題から、今年度は大人が一丸となり「みんなでみんなを育てる」ことを目標とし、

役職・職種関係なく保育に携わっていくことを一人ひとりが意識した。スタッフ間で助け合い、フォ

ローし合い、補い合い、園目標である『ONE TEAM 宮下』が全スタッフで達成できた。 

そんな中でも「園の子」「つむぎの子」という枠組みがなかなか取り払われず、大人の交ざり合え

ないという課題が残った。インクルーシブ保育を理解し、大人が意識を変えていくことで、子どもの

交ざり合いが活発になると思うので、次年度はぜひインクルーシブ保育の理解をさらに深めていきた

い。 

 日課活動については、園内研修などで学びの機会を設けることは出来たが、それを実践し定着する

ところまでは至らなかった。スタッフ各々が、「なぜそれをやるのか？」を理解しなければ定着して

いかない。次年度に向け、スタッフ同士の語り合いの場を増やし、どう取り組んでいくか方向性を考

えていきたい。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画作成(昨日、今日、明日が繋がる保育) 

実践結果 月案・週案を立てるにあたり、日々クラス内での振り返りの時間を設け、

子どもの姿について保育者同士の語り合いを大切にした。子どものエピソ

ードやヒヤリハットなど多方面から振り返り、計画立てを行った。 

次年度方向性 保育者同士の語り合いの場を継続し、確保していく。 

2 計画・ねらい 日々、子どもの姿から学び明日の保育に繋げる。 

実践結果 毎日14時からクラスミーティングの時間を設け、保育者・つむぎスタッ

フ・調理・事務・用務・主任・園長、保育に関わる全てのスタッフが参加

し、その日を振り返り、明日の計画を共有する。子ども一人ひとりの様々

な姿を知り、子どもたちの「今」を大事に関わっていくことが出来た。 

次年度方向性 クラスミーティングは継続し、更に子どもの姿を深め記録に残していきた

い。 

3 計画・ねらい 月の振り返りと計画を全学年とつむぎで行い、共有と見通しを持った保育

展開をする。 

実践結果 園スタッフ、つむぎスタッフが同等の立場で話し合うことが難しかった。 

次年度方向性 園スタッフ、つむぎスタッフでペアになりクラスを担当し、最初から一緒

に作り上げていく体制づくりに取り組みたい。 
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〈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 子どもの幸せを最優先に、共に考え、共に成長し合える関係性を築く。 

保護者に①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝 を忘れず、おもてなし

の心を込めた子育て支援を提供する。 

実践結果 日々のタイムライン・連絡帳・お迎え対応では、手に取るようにわかる内容

を意識し、一人ひとりに合わせ一緒に子育てしていく姿勢を心掛けた。 

保護者対応やタイムライン、連絡帳についての園内研修を行い、スタッフ一

人ひとりが保護者と信頼関係を築けるような丁寧な対応を心がけ、意識の向

上が見られた。 

次年度方向性 今年度築けた信頼関係を大切にし、引き続き一人ひとりと平等に丁寧に関わ

っていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい スタッフ全員がすべての子育て世代の支援について意識を持ち、ちきんえ

っぐ、つむぎと連携・コミュニケーションをとる。 

実践結果 クラスミーティングの確保に重点を置いたため、その分子育て支援ちきん

えっぐとの共有の機会が減ってしまったが、毎月の青空保育や自然学校の

親子散歩などには、クラスが交替で参加し、園児との関わりは深められ

た。 

次年度方向性 スタッフが交替でちきんえっぐのイベントを企画・実施し、全員でよりよ

い子育て支援センターを目指していく。 

2 計画・ねらい 地域の子育て拠点として子育ち・親育ちの楽しさや必要な情報を発信す

る。共に学び共に支え合う関係性を築き、地域の方から愛され、頼られる

存在となる。 

実践結果 地域により知ってもらうための PR 活動を積極的に行い、ちきんえっぐ利

用者は増加し、リピーターも安定している。様々なイベントの傍ら、保護

者とのコミュニケーションは良好で、子育てに関する悩みや相談について

は、子育て支援担当のみならず、園長や看護師、事務員も担当し、地域に

密着した子育てが実現しつつある。市の子育て支援センターを訪問し、利

用者にどろんこ会を PR したり子育ての悩みに応えたりして、連携を図っ

た。 

次年度方向性 市の子育て支援センターを定期的に訪問し、連携を深めていく。出前保育

などに組み込んでいく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 個人目標を設定し、自身の強み弱みを理解し課題に取り組んでいく。 

実践結果 スタッフとの面談が思うように時間を確保できず、なかなか進捗を追うこ

とができなかった。着実に目標を達成しようと取り組む者、そうでない者

の差が大きかった。 

次年度方向性 常に目標を意識できるよう、また他スタッフの目標が分かるよう、休憩室

などに掲示し、一年を通して目標達成に向け取り組んでいく。 
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〈５〉選ばれる園を作る（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 保護者の心に入り込んだ接遇 

実践結果 日々のタイムライン・連絡帳・お迎え対応について、より分かりやすく伝

わりやすくするためにリーダー会議で話し合い、各クラスに共有し実践、

展開した。また保育の質を上げる会議の参加者が接遇について学んだ内容

をスタッフに共有し、実践した。 

次年度方向性 子ども一人ひとりの姿を見る力を高め、子どもの姿をスタッフ間で共有

し、誰もが話せるようにする。スタッフ間の対応に差が出ないよう、研修

の場を設けていく。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設 

実践結果 園内すべてのスペースを全スタッフで清掃箇所を分担し、責任もって担当

場所の整理整頓・清掃に努めた。各保育室のロッカーの上にものを置かな

いことを意識した。スタッフ一人ひとりの意識の違いから、なかなか徹底

することが難しかった。 

次年度方向性 引き続き、園内の美観を意識していく。 

3 計画・ねらい スタッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から 

愛され、評判の良い園づくり 

実践結果 職種や立場に関係なく全スタッフで保育に関わり、互いの職務を理解し、

チームワーク良く日々過ごすことが出来ていた。その姿が保護者からも好

印象との声もあり、利用者アンケートでも昨年を大幅に上回る評価をいた

だいた。地域にも受け入れていただき次年度の入園希望者数も増加した。 

次年度方向性 今年度得た評価を上回るよう、更に接遇面を強化していく。また「安心し

て預けられる園」を目指し、大きなケガは未然に防げるよう事故防止に努

めていく。 

 

 

〈６〉一人ひとりが達成感を感じ充実した日々を過ごす（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 自分の保育に自信を持つ。 

実践結果 日々の振り返りの中で、自分の保育について振り返り、他のスタッフから

アドバイスをもらったり良かったことを褒めてもらったりすることで、自

信や向上心に繋がった。また語り合う場を増やすことで、互いに意識を高

め合うことが出来ていた。 

次年度方向性 次年度も継続して、自身を振り返り明日への向上心を高めていく。互いの

保育を認め合い、互いに成長していく。 

2 計画・ねらい 一人ひとりが組織目標、個人目標を設定する。 

実践結果 初めて取り組んだ目標設定だったが、現実的でないものや業務中に取り組

めないものなどが多かったように感じている。 
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次年度方向性 しっかりと「今の自分の姿」を受け止め、見通しを持って」目標を決定し

取り組んでいく 

3 計画・ねらい 個々の目標設定に応じた発表の場を持つ 

実践結果 計画的に取り組んだスタッフは園会議の場で、取り組み発表を行うことが

できた。また進捗を昼礼などで共有。発表者の姿から、自身の目標を振り

返り 

次年度方向性 発表の期限を決めて、全スタッフが計画的に取り組めるようにスケジュー

ルを組んでいく。 

 

 

〈７〉保育参加 50％保護者実施（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 子どもたちの園生活に興味関心を持っていただく。 

実践結果 散歩など午前中メインの活動に参加していただき、日課や基本活動の理解

を深めていただいた。また保育者の関わりを実際に見ていただき安心感に

繋げることができた。 

次年度方向性 気軽に保育参加していただけるよう、保護者にタイムラインや声掛けでア

ピールしていく。 

2 計画・ねらい 保育参加の取り組み内容を参加者も巻き込んで伝え増やしていく。 

実践結果 保育参加のあった日には、承諾を得た上で保護者の姿をタイムラインで配

信し知っていただいた。 

次年度方向性 参加者に承諾を得た上で、タイムラインの他、ポートフォリオを作成・掲

示し参加を促していく。 

3 計画・ねらい 参加者がたっぷりと子どもたちに癒されつつ、保育や子ども、園生活や私

たちの取り組みに対しての相互理解と信頼関係を深めることができるよう

にする。 

実践結果 保育参加後は、スタッフと振り返りの時間を設け、保育中に感じたことや

疑問などについて話をした。その結果保育への理解を深め、信頼関係を築

くきっかけとなっている。 

次年度方向性 継続して、あたたかい雰囲気の中で保育参加を受け入れていく。 
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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 
６人 12人 18人 18人 19人 19人 92人 

年度後半：

10~3月 
6人 12人 18人 18人 19人 19人 92人 

 

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 

156

人 

162

人 

182

人 

179

人 

127

人 

144

人 

176

人 

181

人 

113

人 

116

人 

151

人 

150

人 

1837

人 

うち0

歳児 

4人 14人 18人 18人 13人 11人 18人 14人 12人 14人 22人 20人 178 

人 

（解説） 

 

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 

0人 1人 1人 0人 3人 0人 0人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 5人 

うち0

歳児 

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

（解説）一時保育事業は９月～休止 

 

〈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 12人 

 

看護師 1人 事務 1人 調理員等 5人 

事務 1人 
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パート 

スタッフ 

保育士 3人 用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・行事計画の共有 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 各クラスの食事の様子、アレルギー・離乳食の共有、 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデントの集計と分析、再発防止策の話し

合い、事故記録の共有 

ケース会議 月1回 要支援児の毎月のねらいや取り組みの共有、振り返り 

リーダー会議 週１回 各クラスの共有、園目標達成のための課題の洗い出し、目標達

成に向けた取り組み、スタッフ育成について、 

 

 

〈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12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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 感染対策のため、毎日の消毒や点検の実施。スタッフ向け保健

指導を行った。定期的に消毒の仕方などを再確認し、消毒の徹

底に努めた。 

安全対策係 つむぎスタッフと協働し、安全点検の実施や事故防止に努め

た。 

防火管理者 消防計画を作成し、自衛消防組織を編成した。 

食品衛生管理係 課内食育会議に参加。園内給食会議を毎月末に行い、全クラス

の食事状況を共有し把握した。 

畑係 年間農業計画に基づき、子どもたちと共に実践できるよう畑仕

事に関わり、水やりや除草などを経て作物が出来るまでの過程

を体験できた。 

生き物係 ヤギ・鶏の飼育を子どもたちと共に行った。エサの管理や発注

などを行い、飼育小屋や倉庫などの衛生管理を行った。 

 

 

〈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 どろんこサポーターズと共に、企画・運営を行った。3年ぶり

の開催となり、初心に返り、一から細かく話し合い、丁寧に準

備を進めた。 

公民館文化祭係 文化祭実行委員会に参加し、自園の展示物について提案・作成

を進めていった。文化祭前日は掲示物の搬入、終了後は撤去・

片付けなどを地域の方々と協力し行った。 

 

 

 

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 

毎月、玄関ホールにて活動のポートフォリオの掲示。 

異年齢交流、インクルーシブ保育が進み、混ざり合って生活する姿が日常になっ

ている。 

エピソード記録掲示において、子どもたちの成長を見て頂き、アンケートで高い
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評価を頂いた。 

保護者アンケートでは、保育者に対しての安心感・満足度が高く、クレームは殆

どなかった。 

保育参加 

4～3月まで 合計17名 が参加済み  （3月1日時点） 

・コロナ禍緩和の中ではあったが、自園や近隣小学校で感染症が流行し参加希望

が増えなかった。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計22名 が参加済み  （3月1日時点） 

・保護者面談強化週間(12月5日～12月16日の2週間)にコロナウィルス感染が拡

大し予定が大幅に変更となった。 

 

 

〈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 好きな場所で好きな人と好きなだけ食べられる喜びを感じ、すべての循環

に感謝の気持ちを持つ 

実践結果 幼児は自分の食べられる量を自分で把握し調整しながら、楽しく食事する

姿が多く見られた。楽しさからマナーの点では課題が多くあがった。 

次年度方向性 食事マナーについて、まず大人の意識を統一し子どもたちに伝えていく。

そのうえで「好きな場所で」の部分に取り組みたい。 

2 計画・ねらい 噛む力を育て、素材の味を味わえる状態で提供し食べる意欲をはぐくむ。 

実践結果 咀嚼の大切さを子どもたちに伝え、ゆっくり噛むことを日頃から大事にし

た。なんでも柔らかすぎない調理を意識した。畑で収穫したものは火を通

し味付けせずに、すぐに食することを心がけ、素材の味を楽しむことが出

来ていた。 

次年度方向性 歯の大切さ、噛むことの大切さを継続して伝えていく。 

3 計画・ねらい 栽培や食事作り、コンポスト作りを行い、自ら関わることによって食への

興味を持ち、活動する。 

実践結果 既製のコンポストはうまく稼働させることが出来なかったが、少しずつこ

まめに取り組んだ段ボールコンポストは、やっと堆肥化に成功した。 

日常的に畑仕事への関心が薄く、収穫の時のみ興味を持つ子が多かった。 

次年度方向性 コンポストでの堆肥作りに力を入れていく。 

畑仕事は、草取りや間引きなどの収穫までの過程にも全園児が関われるよ

うに 
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〈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8日／11月9日に実施 

歯科検診 6月21日／11月15日に自園にて実施 

保健だより 毎月25日にアプリにて配信 

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 

①  6月8日に自園にて歯みがき指導を実施 

②  11月11日に自園にて手洗い指導を実施 

③  12月1日に自園にて感染症指導を実施 

流行した感染症 12月に新型コロナウィルス、園児18名・スタッフ9名蔓延し、君津

市役所、君津保健所へ報告 

 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ使用なし 

救急車要請なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に自園にてエピペン研修をスタッフ21名、11月25日ス

タッフ1名、1月27日スタッフ1名計23名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、23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） 

設置無し 

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。 

 

 

〈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 



20221215 版 

 

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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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3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8日、11月9日 

歯科健診 各年2回／6月21日、11月15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22日、10月28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 園庭整備 

実践結果 築山、崩落により5月改修工事。盛土、芝張りを行う。3か月間立ち入り禁

止となったが、子どもたちが滑り降りたり駆け上ったりすることで、芝が

なかなか根付かなかった。 

次年度方向性 土が再崩落しないよう、繁殖率高く耐久性のあるクローバーを移植してみ

る。 

園庭開放利用者や土いじり・泥遊びのために必要な玩具を購入し、環境を

整える。 

2 計画・ねらい 室内環境の充実 

実践結果 各保育室内で、いかに安全に、且つ子どもたちのやりたいことが実現する

コーナー作りに力を入れた。園会議で課題を洗い出しミーティングを重

ね、実践⇒振り返り⇒改善を繰り返したが、なかなか定着するまでに至っ

ていない。 

次年度方向性 より良い環境づくりのための子どもたちの興味関心を見極め、継続して試

行錯誤していく。環境について園内研修で取り上げる。 

3 計画・ねらい 戸外活動の充実 
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実践結果 散歩や園庭遊びなど、戸外にこだわって活動を展開することができた。 

活動場所を選択できたことで、一人ひとりがいきいきのびのびと過ごすこ

とができていた。 

次年度方向性 散歩を充実させる。 

 

 

〈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 サークルベンチ 玄関ホール 毎日 異常なし 

2 L 字パーテーション 玄関ホール 毎日 異常なし 

3 本棚 玄関ホール 毎日 異常なし 

4 タオルラック 縁側 毎日 異常なし  

５ オムツストック棚 ひえ組倉庫 毎日 異常なし 

6 水槽台 ひえ組保育室 毎日 異常なし 

7 調理室見学台 調理室前 毎日 異常なし 

8 スタッフ用靴箱 縁側 毎日 異常なし 

9 足拭タオル収納棚 縁側 毎日 異常なし 

10 
トイレサンダルラッ

ク 

縁側 毎日 異常なし 

11 
ままごとコーナーパ

ーテーション 

幼児室 毎日 異常なし 

12 ベンチ ちきんえっぐ前 毎日 異常なし 

13 スタッフ用靴箱 縁側 毎日 異常なし 

14 ブランコ つむぎ室 使用前 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 実践結果 防災対策 

消防計画に基づき毎月の避難訓練・消火訓練を実施した。その都度振り返

りを行い、反省点や改善策を次回の訓練に活かすことができた。 

防火設備点検も予定通り実施した。 

2 実践結果 防犯対策 

6月、11月に不審者訓練を実施した。想定を変えて行い、子どもたちの安

全を最優先に、避難の仕方や人数確認の徹底を都度振り返り、最善に努め

た。 
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3 実践結果 けが防止 

ヒヤリハット・インシデント・事故記録などを漏れなく記録し、係が集計

し原因分析・グラフで可視化、事故防止委員会で共有し、再発防止に努め

た。 

4 実践結果 ハザードマップ更新 

3か月ごとに、施設長が危険箇所の確認を目視したうえで更新していっ

た。 

5 実践結果 光化学スモッグ 

君津市と連携し、自治体から発信された情報に漏れなく目を通し、即時チ

ャットで全スタッフに共有した。光化学スモッグ発生時には、なるべく戸

外は避け、子どもたちの体調の変化に注意する。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振り返り 

積極的に受け入れを行い、例年以上に丁寧であたたかい指導を徹底した。オリエンテーション時には、

実習に意欲が持てるような説明を心がけ、リーダー会議にて指導の仕方などを事前に打ち合わせを行

った。実習中は施設長が経過などを追い、困っていることや悩みに対応した。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

7月25日～ 

8月5日 

清和大学短期大学部子ども学

科 
1人 部分実習、責任実習 

８月22日～ 

9月3日 

有明教育芸術短期大学子ども

教育学科 
1人 部分実習、責任実習 

2月13日～ 

27日 

学校法人三幸学園 

千葉こども専門学校保育科 
1人 観察実習、部分実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

なし 

 

 

 

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 22日 27日 24日 28日 26日 30日 28日 25日 23日 27日 28日 24日 
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ー自己採点 21名 22名 22名 22名 21名 20名 19名 20名 20名 21名 23名 23名 

園内研修 22日 

21名 

27日

22名 

24日 

22名 

28日 

22名 

26日 

21名 

30日 

20名 

28日 

19名 

25日 

20名 

23日 

20名 

27日 

21名 

28日 

23名 

24日 

23名 

エリア研修 

講師： 

東田直樹氏 

4月16日にオンラインにて13名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師料 3300円 講師料 3300円 

合計 3300円 合計 3300円 

防災講習会 

講師： 

君津消防署員 

8月6日に自園にて15名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師謝礼 0円 講師謝礼 0円 

合計 0円 合計 0円 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

1月11～ 

13日 
厚生労働省 主任初任保育士研修 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） 

21日 

2名 

26日 

2名 

16日 

2名 

28日 

2名 

18日 

2名 

22日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

22日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

16日 

2名 

施設長勉強会 21日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

22日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

欠 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

今年度は出前保育で「保育園を知ってもらう」ことに力を入れ、様々な場所でちきんえっぐ便り

を配りながら、熱心にイベントや園庭開放のお誘いをすることで、利用者が増加した。また地域

の方からの発信により、口コミで入園希望の見学者も増加した。どのスタッフも話しかけやすい

雰囲気を大事にし、園庭開放や見学の方々からの質問や相談を受け、丁寧に対応し信頼関係の構

築に努めた。 

 

 

〈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：宮下公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：周南郵便局、周南公民館、周南駐在所、ローソン、

セブンイレブン、丸亀製麺、大ちゃんラーメン、エネオス、JA きみつ味

楽囲、イノウエ毛糸店等 

世代間交流 5月10日に自園にて君津高校園芸科の生徒と畑仕事交流。 

10月30日に周南公民館にて文化祭に参加。 

12月9日に周南小学校2年生のまち探検を受け入れ交流した。 

デイサービスみのりへの訪問は感染症拡大防止のため中止 

異年齢交流 毎月宮下公園での青空保育にて、地域の乳幼児と交流。 

その他活動 6月30日に自園にて明治安田生命社員とゴーヤ苗植えを実施 

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 

年度初めに隣接の周南小学校校長先生に卒園児の授業参観やスタッフ交流などを提案し、初めて実現

することが出来た。つむぎスタッフ含め４名のスタッフが２日間に渡り授業を参観し、１学年担任や

支援学級担任と情報交換を行った。今後の保育へ取り入れたいことが明確となり、小学校との連携の

見通しを立てることができた。スタッフ同士の交流は出来たが、子どもたちを含めた交流は、まだ新

型コロナウィルスが流行した月もあり、なかなか叶わなかった。 

 

〈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 

６月22日 周南小学校 2名 授業参観（周南小） 卒園児の授業参観 
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1年1,2組、支援学

級 

 

6月25日 周南小学校 

1年1,2組、支援学

級 

2名 授業参観（周南小） 

情報交換会 

卒園児の授業参観 

保小連携の情報交換 

12月9日 周南小学校 

2年生 

25名 まち探検（宮下どろんこ

保育園） 

小学生の園内見学 

子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

課題の整理表、個別支援計画を基に、毎月ケース会議を行い、その都度見直し修正を重ねた。 

 

 

〈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：各回９名 

つむぎスタッフ同席のもと毎月ケース会議を行い、全スタッフに要支援児の生活の様子や関わり

などを共有し、児に対して同じ手立てを行えるように周知した。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

３月に入り、引き継ぎ児の多い周南小学校は教務担当が来園し個々の状況をお伝えした。 

貞元小学校、北子安小学校、周西小学校、八重原小学校、外箕輪小学校、小糸小学校、君津特別支援

学校、木更津市立畑沢小学校は、電話での引き継ぎを行った。 

 

 

 

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 

37名 29名 71名 91名 52名 88名 63名 66名 37名 48名 53名 60名 653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2件相談実施済み 

自然食堂 

親子ランチ

毎週（火）10:00～12:00   ⇒計24回実施済み 

参加者延べ人数 
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交流 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 

16名 4名 16名 12名 13名 18名 13名 16名 4名 6名 17名 16名 130名 

どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

毎週（木）10:00～12:00   ⇒計5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 2名 17名 0名 0名 0名 8名 0名 4名 6名 8名 45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：宮下公園にて 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 2名 0名 0名 4名 0名 0名 0名 4名 10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８月２１日、２２日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施済

み。 

自己評価開始時刻：８時３０分 

自己評価終了時刻：１７時３０分 

自己評価実施者：施設長・主任・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：１００％ 

 

（省察）昨年を上回る高い評価を得ることが出来た。特に保護者対応を含む接遇面において、良い評

価・コメントをいただき、日々の丁寧な対応が成果として表れたと思う。園庭などの環境面において

のご意見があった。改善に努めていく。 

 

 

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
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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   

報告すべきご意見 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：宮下どろんこ保育園 施設長 小松 聡子 
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２０２２年度 つつじヶ丘どろんこ保育園 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～ 
つつじヶ丘どろんこ保育園は併設園として 5 年目を迎える。異なる年齢の子どもたちや発達支援つむ

ぎに通う子どもたちが、自然に混じり合いインクルーシブをしながら園舎という大きな家の中で 

互いに存在を認め合い、共に遊び、相互に響き合う保育環境を大切に考えていった。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもの興味・関心から保育を展開していく 

実践結果 保育者は定期的に`子どもの環境マップを作成しながら、子どもの興味・関

心を膨らませていくような保育を展開していく。また、中期・長期的視点

で遊びが発展でき、子ども同士が対話しながら共同的な学びが得られるよ

うな保育を展開していった。 

次年度方向性 引き続き子どもの興味・関心を膨らませていくような保育を展開していく 

2 計画・ねらい 子どもが表現する環境を作っていく 

実践結果 身近な環境や経験から様々な美しいものや心を動かす出来事に触れ、子ど

もの感性を育むと共に感じたことや考えたことを自分でできる環境を作る

言語表現や造形表現、音楽表現、絵画表現等の素材や道具などを子どもに

とって活動できる環境を作った。 

次年度方向性 言語表現や造形表現、音楽表現、絵画表現等の素材や道具を十分に用意す

る環境を用意していく。 

3 計画・ねらい 原点回帰：日課の充実 

実践結果 どろんこ会の原点でもある異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらん

ぼリズム体操・散歩９時出発・生き物の世話・畑仕事・裸足保育・縁側給

食・商店街ツアー・銭湯でお風呂の日・青空保育の意味を深めながら実践

した。 

次年度方向性 2022年度流れができてきた日課の流れを大切に、どのスタッフでもでき

るようにしていく。 

 

〈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 保護者との信頼関係を作り、より良い子育て環境を作る 

実践結果 ・「保育の見える化」に力を入れた。 

・日々の子どもの活動をタイムラインやポートフォリオで作成しいつでも

見られるようにしていく、また保護者には面談や保育参加の機会を多く持

った。 

・保護者懇談会の場で、保育者が大切にしている保育のポイントや日頃の

活動の様子など分かりやすく伝えた。 

・法人専用の「うちのこアプリ」を活用し、子どもの育ちが分かるように

伝えていった。 
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次年度方向性 「保育の見える化」にまだまだ弱い部分もみられるので研修等を重ね保育

の質をあげ、保護者へ安心して預けられる場所作りを継続していく。 

2 計画・ねらい 保育参加、個人面談の実施 

実践結果 保護者にしっかりと寄り添い子どもの状況、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育ちを保障していった。 

次年度方向性 引き続き保育参加や面談の声かけをし、共に子どもたちを育てていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 選ばれる園を作り 

実践結果 いつ見学者が来ても良いように、親切・丁寧な入園説明や案内など、どの

スタッフでも自園の保育を自分の言葉で伝えられるようにすると共に、ス

タッフがやりがいを持ち、働きやすく、保護者・地域・自治体の方から愛

され、評判がよい園つくりをしていった。 

次年度方向性 自園の保育を自分の言葉で伝えられるようにロールプレイを重ね誰でもお

もてなしができるようにしていく。 

2 計画・ねらい 園庭を活用した火・水・土の直接体験の提供 

実践結果 水遊び、どろんこ遊び、畑仕事、たき火など園の環境を最大に生かした

火・水・土の直接体験を提供、体験していった。 

次年度方向性 引き続き火・水・土の直接体験を継続的におこなっていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい リーダー層のスタッフが若手スタッフの育成担当としての役割を担う 

実践結果 人材育成の役割をリーダー層のスタッフが担当し、スタッフの目標設定、

業務確認、進捗確認のサポートを行った。また、保育の質の向上やスタッ

フのチーム保育を進めるための園内研修の企画、運営を担っていった。 

次年度方向性 引き続き園内研修の企画・運営を行い、質を上げていく。 

2 計画・ねらい チーム力を高める 

実践結果 全スタッフが全ての子どもを見守り、保育する環境を作る。また、保育の

質の向上、チーム保育作りに本気で向き合い、本音で話し合いができる関

係を作った。 

次年度方向性 保育の質の向上、チーム保育作りに本気で向き合い、本音で話し合いがで

きる環境を継続していく。 

3 計画・ねらい スタッフのMBO目標設定から達成までマネジメントする 

実践結果 スタッフが主体的に考え行動する中で、進捗状況を確認しながら、課題が

あれば何が原因か見極め働きかけていく。またスタッフの特性、個性、長

所を活かしていった。 

次年度方向性 日々面談をしまたMBOの進捗状況を確認しながら、課題があれば何が原

因か見極め働きかけていく。 
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〈５〉発達支援つむぎつつじヶ丘ルームの連携 

 つつじヶ丘どろんこ保育園とつむぎつつじヶ丘ルームスタッフが連携し、互いの専門性や意見を

尊重し交わし受け止めあう関係性を大切にする。 

 

1 計画・ねらい 「誰もが自由に行き来する大きなお家」を目標としたインクルーシブ保育

を目指す 

実践結果 ・マンスリーで通所する園児も保育園の活動を共にし、保育園に通う子ど

もたちと同じ空間で生活できるようにした。 

・園のスタッフ、つむぎのスタッフが壁をなくし、すべての子どもを一緒

に見ていきそれぞれの目線で子どもを把握していくために振り返りや連携

を強化していった。 

次年度方向性 引き続き園とつむぎが連携しインクルーシブ保育を目指していく。 

2 計画・ねらい 子ども観とらえる質の向上を目指す 

実践結果 子どもの動きや遊びを観察し、どのような心の動きがあるのか、どのよう

な関わりがあるのかをエピソードとして記録し共有していった。 

次年度方向性 エピソードとして記録を共有することで、子どもの姿をしっかりと捉え 

保育の質を上げていく。 

 

 

〈６〉「見守る」「やって見せる」原体験を組み込んだ保育の実践 

1 計画・ねらい 「火・水・土」などの体験を保育に組み込む 

実践結果 子どもも保護者も興味を持ち、やりたいと思う気持ちを持たせるためには

どうすればよいか常に考え続けた。 

安全な体験をするために保育者は子どもの発達を理解し危険予測を身につ

け「見守る」保育の実践を行った。 

次年度方向性 やりたいと思う気持ちを大切にし、「火・水・土」などの体験していく。 

2 計画・ねらい 「try&error」 

実践結果 「大人がやってみる」ことで子どもたちは興味を持って様々なことに挑戦

することができる環境を作り、また、「try&error」を繰り返すことで子

どもたちは経験を通して生きる力を身につける機会とする  

次年度方向性 子どもたちが興味を持って様々なことに挑戦することができる環境を引き

続き大切にしていく。 

 

 

〈７〉大人も子どもも一緒ににんげん力 UP 

1 計画・ねらい 子どもと一緒に成長する 

実践結果 「こどもかいぎ」を活用する中で、子どもが主体的に考えそこへ大人が寄

り添い一緒に失敗や成功を経験していく 

次年度方向性 「こどもかいぎ」をこども主体で継続しておこなっていく。 
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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 
35人 90人 108人 108人 108人 108人 557人 

年度後半：

10~3月 
36人 90人 108人 107人 108人 108人 557人 

 

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 

160

人 

188

人 

217

人 

194

人 

212

人 

197

人 

187

人 

179

人 

220

人 

209

人 

213

人 

200

人 

2376

人 

うち0

歳児 

4人 37人 48人 29人 51人 38人 41人 33人 22人 32人 44人 40人 419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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 17人 看護師 1人 栄養士 3人 

パート 

スタッフ 

保育士 8人 用務 1人 事務 1人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・提案と意見交換・園内研修・会議報告・研修報告 

給食運営会議 月1回 離乳食進行・食育計画・アレルギー確認・給食状況 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデントの振り返りや分析・検証  危機

管理・安全対策 

ケース会議 月1回 要支援児の姿・個別計画の立案・子どもの様子共有 

リーダー会議 月1回 園全体の運営、人材育成 

クラス会議 月1回 保育計画の振り返り・立案・子どもの様子の共有 

 

 

〈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･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･8･11･2月） 

施設長 

主任会議 

／法人本部 

年4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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 ・子どもの健康維持・温度・湿度・換気確認 

・感染症発症の予防策を実施 

・園内の清潔区域（調乳室/調理室）と汚染区域（トイレ・オムツ

交換場所 シャワー室・沐浴室・トイレ後の着替え場所・感染症

流行時居室）の安全と衛生管理 

・スタッフの検便 

安全対策係 ・避難訓練（毎月）、不審者侵入訓練（6月/11月）の実施報告書

確認 

・設備安全点検（4・7・10・1月の25日） 

・事故防止自主点検（4・7・10・1の25日） 

・園内外、公園のハザードマップの更新（4・7・10・1月） 

防火管理者 ・消防計画作成と届出 

・安全対策係の任命 

・自衛消防組織作成  

・防災用備蓄品の確認（6月・12月） 

・自主点検チェック表（日常） 

食品衛生管理係 ・衛生管理、点検作業の実施 

・食育会議の計画、実践 

・「作業手順書」と「作業結果の記録」の作成 

畑係 ・年間農業計画のもと、子どもと共に取り組む、種や苗の購入 

・食育計画との連動と進捗把握 

・各クラスの畑仕事のマネジメント 

生き物係 ・健康チェック 

・エサ、岩塩等の発注 

・年間休日の当番表作成と実施管理 

・ヤギ、鶏小屋の整備、補修管理 

物品管理 

 

・勝手籠の管理、落とし物の管理、頂いたものの管理 

・衛生用具の管理（在庫管理、発注） 

環境係（室内、園庭） 

 

・室内外の園庭、遊具の清掃点検、施設の清掃状況の確認、指示 

・室内外の設備危険個所の点検 

・破損個所の補修、地震時の落下防止、遊具・設備・樹木等の安全

点検 

写真係 ・個人情報の確認、写真販売 
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〈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 どろんこサポーターズと連携し計画と実行 

環境改良チーム 保育環境の発展、整備をどろんこサポーターズと連携した環境改

良の計画と実行 

 

 

 

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 

【0~2歳児】 

身近な大人や、少し大きい子どもとの日常の中で、真似てみて学び取りながら一

緒に過ごす心地良さや楽しさを味わった。 

自然の中で体を使った遊びを通し、手足や全身の協応動作が巧みになり、いろい

ろな動きができることから「やってみよう」の気持ちが育っていった。 

【3~5歳児】 

身近な大人や友だちとのやり取りの中で、豊かな言葉のやり取りや時には衝突も

しながら人間関係を築いていく。また、遊びの中で共同・協同していく経験から

自律の力も身につけていった。 

様々な心躍る経験を通し、身近な大人や友だちと共有・共感し、個々がもつ感性

を認め合いながら豊かな表現を育んでいった。 

生活や遊びの中で、達成感や充実感を味わうことで、自分たちの力で行うために

考え工夫するなどし、見通しを持って行動する力を養った。 

 

保育参加 

4～3月まで 合計23名が参加済み  （3月1日時点） 

・どのように過ごしているのか分かって良かった、給食が参考になった。いつも

見られない子どもの姿が見られた。などの意見を頂いた。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計8名が参加済み  （3月1日時点） 

・保護者の思いと子どもの様子を共有し、子どもの育ちや園の方針を理解しても

らう機会とした。 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 畑仕事の充実 

実践結果 季節に応じた作物を子どもたちへ導入のもと一緒に育て、種蒔き・水や

り・間引きなど一連の成長を子どもたちから自主的に見守り、収穫する喜

びを感じられるようにした。 

次年度方向性 引き続き自主的に見守り、収穫する喜びを感じられるようにしていく。 

2 計画・ねらい 食に興味を持つ 

実践結果 畑活動や食育（クッキング）を通して様々な食材に興味を持ち、食事を楽

しんだ。 

次年度方向性 畑活動からのクッキングに繋がりがもてるような計画を引き続きおこなっ

ていく。 

3 計画・ねらい 食の循環を知る 

実践結果 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つける

活動を取り入れた。 

①糞・野菜くずの堆肥化 ②種まき、採る ③命を頂く  

次年度方向性 食の循環の大切さを大人が主導になることなく、子どもと一緒に考える力

を養っていく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 年2回（6月・11月）に実施 

歯科検診 年2回（6月・11月）に実施 

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 

手洗いうがい指導、歯磨き指導、生活リズムを考える、身体の仕組

み等をおこなった。 

流行した感染症 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･･･胃腸炎 

1月頃･･･インフルエンザ 等が流行った。 

発作・痙攣等の対応 対象児なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に園にてエピペン研修をスタッフ1名が新たに受講し習得

済み 

・本日時点で、在籍スタッフ25名が使用可能 
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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・手洗い指導を行い、消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 4･7･10･1月の25日の計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･11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、10月に実施済み 

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 年 2回／6･11月 

（東京都 0歳児のみ年 12回実施） 

歯科健診 年2回／6･11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 子どもたちが自然と片付けの習慣が身につくような環境を整える 

実践結果 大人が片付けている姿勢を見せていくと共に、物の場所が分かるようにし

た。 
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次年度方向性 引き続き片付けやすい環境を用意していく。 

2 計画・ねらい 子どもが自分で選択して遊ぶ場所・遊ぶものを決めることが出来る環境を

整備する 

実践結果 環境整備を分担し、月毎に振り返り・更新を行い、また子どもたちの発達

や、年間を見通した計画的な更新を継続した。 

次年度方向性 2023年度も年間を見通した計画を作っていく。 

 

 

〈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 
パーテーション 乳児、幼児室、 

エントランス 

毎日 異常なし 

2月に解体･撤去 

2 おままごと机 乳児、幼児室 毎日 異常なし 

3 図書館用机 エントランス 毎日 異常なし 

4 図書館用本棚 エントランス 毎日 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 実践結果 消防計画に基づき、自衛消防隊を編成、避難訓練、消防計画を行う定期的

に火 災、地震発生時のマニュアルの読み合わせを行い、避難方法の確認を

行った。 

2 実践結果 ヒヤリハット、インシデントの検証を行い再発防止に努め、その都度保育

の見直を行った。 また、スタッフ間の共有を強化しスタッフ全員で共通意

識をもつ 事故防止チェックリスト、設備点検チェックの実施 怪我発生時に

はフローチャートにて確認した。 

3 実践結果 不審者対策：6月と12月に防犯従い不審者侵入訓練を実施、確認した。 

4 実践結果 光化学スモッグ対策に則り、知識を身につけ、注意報発令の把握を行いな

がら、 発生時は対応フローチャートに従った。 

5 実践結果 室内ハザードマップ、戸外ハザードマップ、公園内ハザードマップ、をス

タッフがいつも見返すことができる場所に設置し、危険な箇所や変更した

際は速やかにハ ザードマップに追加していった。 

6 実践結果 消防署に依頼し、乳児、幼児の救命救急講習を自園で受けた。 

7 実践結果 園内・園外のハザードマップを作成・随時更新し危険個所の確認を行うよ

うにした 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

実習受け入れ依頼があった学校等からは積極的に受け入れを行うことが出来た。 実習の際には指導

や振返りを丁寧に行うなどし、実習生に寄り添うことが出来た。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月22日～9月

6日 
淑徳大学 1人 責任実習 

11月1日～17

日 

総合学園ヒューマンアカデミ

ー専門学校 
1人 部分実習 

2月1日～15日 十文字学園女子大学 1人 部分実習 

2月20日～3月

8日 
十文字学園女子大学 1人 部分実習 

3月13日~28日 
総合学園ヒューマンアカデミ

ー専門学校 
1人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月11～12日 望星高等学校 1人 

8月4日 府中東高等学校 1人 

8月15日 武蔵高等学校 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 

21日 

18名 

19日

21名 

16日 

19名 

21日 

18名 

18日 

17名 

15日 

13名 

20日 

14名 

17日 

15名 

15日 

15名 

19日 

18名 

7日 

17名 

7日 

18名 

園内研修 

講師：中村 

4月21日園会議にて 「こどもの人権」について研修 18名が参加  
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園内研修 

講師：小野 

5月19日園会議にて 「環境」について研修 21名が参加  

 

園内研修 

講師：松原 

6月16日園会議にて 「表現」について研修 19名が参加  

園内研修 

講師：早乙女 

7月21日園会議にて 「チーム保育」について研修 18名が参加  

園内研修 

講師：佐藤 

8月18日園会議にて 「保護者対応」について研修 17名が参加  

園内研修 

講師：光野、

田中 

9月15日園会議にて 「安全管理」について研修 13名が参加  

園内研修 

講師：保坂 

10月20日園会議にて 「子どもの人権」について 14名が参加  

園内研修 

講師：瀬戸口 

11月17日園会議にて 「環境」について 15名が参加  

園内研修 

講師：ヴィッ

カーズ 

12月15日園会議にて 「表現」について 15名が参加  

園内研修 

講師：原山 

1月19日園会議にて 「チーム保育」について 18名が参加  

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

9月22日 学び事業部 園長大学 
16年間でたどり着いた信じ

て待つ保育研修 
1名 無 

9月26日 学び事業部 園長大学 

遊びを生み出し、関りを育

むおもちゃワークショップ

研修 

1名 

  無 

10月日6日 学び事業部 園長大学 心を育てる保育環境研修 1名   無 

10月20日 学び事業部 園長大学 
保育と自然を未来志向で考

えよう研修（ぐたら村） 

1名 
無 

11月19日 学び事業部 園長大学 保育と自然を未来志向で考 1名 無 
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えよう研修（ぐうたら村） 

 

 

〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 2月～3月2日に１名のスタッフが保育に勤務 

 

 

〈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 

地域との交流を積極的に行い地域に根ざした保育を目指し目標を立てていたが、新型コロナウィ ル

スによ る影響もありイベントの中止や規模縮小もやむを得ない状況であった。しかし、園庭開 放や散

歩先での交流等 は引き続き積極的に続けていくことが出来た。 

 

 

〈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：滝坂なかよし広場にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：先：京王フラワー、調和図書館、植松種苗、ミスタ

ードーナツ、 オオゼキ、猿田彦珈琲アトリエ仙川、島忠ホームズ、つつ

じヶ丘駅前交番、仙 川駅、チャイルド歯科医院、三井のリハウス、ベー

カリーカフェ ルパ、調布消 防署、セブンイレブン、三井住友銀行等 

世代間交流 コロナ禍で未実施 
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異年齢交流 日常の中で毎日実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施                   

銭湯側の要望で今年度は人数、年齢制限あり 

 

 

 

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 

今年度の新型コロナウイルスの影響により、交流や見学が中止となってしまった。なかなか開催で

きない中で も1月のコロナウイルス感染状況が落ち着き出したタイミングでなんとか交流をと連絡し

たことで、校庭開放から始 まり、1年生との交流まで繋げることができた。少しではあるが小学校へ

の期待感が持てるよう意識して活動を 行った。 具体的な連携 

 

 

〈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 

6月24日 若葉小学校 2名 幼保小連携 職員間交流 

11月8日 上ノ原小学校 

校庭 

20名 校庭探検 子ども間交流 

11月24日 緑ヶ丘小学校 

校庭 

20名 校庭探検 子ども間交流 

1月26日 滝坂小学校 

1年2組 

20名 学校探検 

 

子ども間交流 

2月14日 若葉小学校 2名 幼保小連携 職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

気になる児に対しては個別支援計画を作成しケース会議等で共有している。また、ケース会議に 

限らず日頃か ら昼礼やクラス会議等で定期的に共有を行っている。 

 

〈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：7名 

毎月ケース会議の時間を設け子どもの共有や対応方法等を話し合っている。 
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〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

気になる児に対しては、児童要録だけでなく小学校の教諭と直接引継ぎを行った。 

 

 

 

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 

7名 13名 34名 18名 41名 75名 64名 28名 28名 15名 15名 15名 353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 ⇒なし 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計7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 12名 0名 2名 10名 4名 10名 0名 8名 0名 13名 59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4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 5名 0名 0名 0名 10名 0名 6名 8名 0名 0名 0名 29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：滝坂なかよし広場にて 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 1名 0名 0名 1名 0名 0名 1名 0名 0名 0名 3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 

２０２３年３月１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。 
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自己評価開始時刻：１４時００分 

自己評価終了時刻：１６時００分 

自己評価実施者：木下里佳、市川眞己 

 

 

〈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：８０％ 

 

 

 

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   

 報告すべきご意見：0件 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

 重篤なケガ（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：つつじヶ丘どろんこ保育園 施設長 木下里佳 
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２０２２年度 石川どろんこ保育園 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～ 
 

２０１７年度保育所保育指針にのっとったうえで、法人理念に沿った保育の実践を目指す 

 

保育理念・・・「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」 

法人理念を柱とし、園児・保護者・地域・行政・保育者が相互的かつ協同的にかかわりあえるように

努め、地域に根付いた保育を実践していく。 

 

保育者は「国内最高品質の生きる力の育成」を目指していく。 

認知能力と非認知能力の双方が身につくような体験活動、 

 

子どもたちの主体性を育み、幼少期より自己決定、挑戦と失敗を様々な場面で経験することで考える

力を身につけ、立ち直る力「レジリエンス」を育み、一人の人間として認められ「自己肯定感」を持

つ子どもを育てていくための保育の実践に努める。 

そのために園は「保育の質の向上に向けた職員育成と研修の充実」を図り、保育者は個々に資質の向

上及び専門性の向上に努めなければならない。 

 

 

上記の基本方針をもとに保育に取り組み、それらの取り組みに対する報告を以下記載する。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 法人の保育の基本活動である異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくら

んぼリズム体操・散歩９時出発・ヤギと鶏の世話・畑仕事・裸足保育・縁

側給食・商店街ツアーなど、職員は子どもたちに経験させる意味を理解し

た上で実施する。 

実践結果 保育所保育指針、保育運営マニュアルを活用した学びを毎月園会議にて実

施。活動の意味を考え続けることでスタッフの取り組み方に積極性が出て

きた。一方で園児の登園時間のばらつきで全員に経験させたい日課一部の

園児に経験させられない矛盾が生じてしまった。 

次年度方向性 日課としての活動をする中で、どうすれば全園児に同じように経験をさせ

られるかを考え、日々の保育に組み込んでいく。 

2 計画・ねらい 活動を通じて「協同性」を学び高めていく 

他者との関りを意識した活動の組み立て。年間・月・週・日案の中に「協

同性」を意識し組み込んでいく。 

実践結果 園長・主任による計画の赤入れ、振り返りを行ったが、クラス内での振り

返りが十分といえなかった。 

次年度方向性 子どもたちが仲間と一緒に何かをやり遂げる楽しさを通じて、協同性だけ

でなく思いやりや感謝の気持ちも育めるように、丁寧に個々に対応してい

く。 
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3 計画・ねらい 考えを形にする、失敗も認めあい自己肯定感を育む人的・物的環境の整備

を行う。保育者はコンピテンシーの「計画・実行する」「判断する」を活

用しながら自らの保育を毎月振り返り、子どもたちと共に積極的に挑戦

し、安心して失敗できることの必要性を理解する。 

実践結果 子どもたちの前にスタッフが失敗を恐れ、子どもたちの意欲をつぶしかね

ないことがあったが、その都度話試合を重ね環境整備に取り組んだ。 

ホールに図書コーナーを設置。室内のコーナーは必要に応じて変更を繰り

返し、現在は鉄棒、絵の具なども常設されている。 

次年度方向性 園内委員会を設置し、年間通じて様々な子どもたちの興味関心に対応でき

る環境整備を行う。 

 

 

〈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 共に考え、共に育てる仲間となる 

朝夕の受け入れ時の丁寧な受け入れに加え、主任・園長も含むすべての保

育者がすべての子どもについて語り、すべての保育者と話題を共有できる

ようにする。 

実践結果 朝礼・昼礼での情報共有に加え、社用スマホでの掲示板機能なども活用

し、すべての職員が情報を共有できるようにした。 

また、日頃より職員間のコミュニケーションをとり、保護者からのご意見

についても特定の職員だけが抱えることのないように取り組んだ。 

次年度方向性 子どもたちの成長を共に喜び合う仲間意識を持っていく。保護者もスタッ

フも孤立せず保育を行っていく。 

2 計画・ねらい 保育活動の見える化（デジタル・アナログツールの活用） 

「うちのこアプリ」の活用や、園内掲示、ポートフォリオなども活用し

日々の子どもたちの活動内容を保護者にしっかりと「伝える」ことを意識

して行う。 

実践結果 デジタルツールでの活動の共有は、日々の送迎時などでも活発に行われた

一方で、準備に時間を要するアナログ発信に関しては大きなイベントの時

にしか実施できなかった。 

次年度方向性 スタッフの負担を増やさないアナログ発信の在り方を探す。デジタルツー

ルについてはその利便性を更に有効活用することを目指す。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の親子も含めた子育て拠点となる 

青空保育や自然食堂、芸術学校・自然学校などの活動の参加率を上げ、ど

ろんこ会の保育に触れることで園として目指している保育理念に触れても

らい、何が子どもたちに必要であるのかを共に考え共に育てる仲間となっ

ていく。 

園の HP や外部に向けた掲示、市役所の案内なども活用する。 

実践結果 2022年度も新型コロナウイルス感染拡大を受け年度の前半は様々な活動

が変更または中止を余儀なくされた。 

しかし、年度の後半には様々な規制が緩和されたこともあり、地域からの
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問い合わせ、実利用が増えてきた。 

参加者はリピーターとなり、利用者が増えている。 

次年度方向性 地域における子育て拠点を目指し、参加者の増大を計画。今年度利用者の

声も聴き、次年度の活動内容にも組み込んでニーズに合った活動を目指

す。 

2 計画・ねらい 一時保育・病後児保育事業の円滑な運営 

需要の高い乳児の一時保育をスムーズに行える職員配置を行う。 

問い合わせ、利用前面談、当日の受け入れに何の情報が必要なのかをすべ

ての保育者が理解し説明できるようにすることで、希望者の利便性と安心

感を上げていく。 

実践結果 行政のバックアップもあり、病後児保育室利用者は増加したが、月によっ

てばらつきはある。一時保育は年間を通じて問い合わせが多く、特に、う

るま市内で0歳児の預かり保育はどろんこ会でしか行っていないため、年

度の後半に向かうごとに利用者は増えている。 

次年度方向性 病後児保育については専門性も求められるため、看護師中心に預かり時の

注意点などを都度共有し、安全な保育に努める。 

また、病後児保育、一時保育ともに継続的な広報活動は必要なため、引き

続き行政との連携も取っていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育所保育指針と保育品質マニュアルを学び保育者の質を上げる 

年間計画に基づき園内研修を実施。日々の保育と知識の紐づけ作業を行

い、保育を理論的に語れる集団を目指す。 

実践結果 年間計画に基づいた園内研修を実施。今年度は月替わりでスタッフが講師

を務めることで自ら学び、その内容を共有することで更に学びを深める機

会とした。 

次年度方向性 基本的な園内研修の在り方は同じだが、次年度は講師とならなかったスタ

ッフの学びの充実を課題とする。 

2 計画・ねらい 個々の MBO の設定と取り組み 

保育者は施設長との面談や、前年度の振り返りから個々の目標を設定し通

年で取り組むテーマを決定する。 

実践結果 面談を通じ定期的に振り返りをすることで自らが立てた計画とその実現の

ための方法を意識することに取り組んだ。 

しかし、個々の力量に見合った十分な計画と言い切れなかった側面もあ

り、実現が容易であったり難しかったりといった課題も浮かんだ。 

次年度方向性 今年度は初めての取り組みであったスタッフ全員の MBO 作成だが、今年

度の反省を活かし、園と個々双方の為の MBO 作成を行う。 

3 計画・ねらい 保育者の「にんげん力」も育てる 

やるべきことを必ずやり切る習慣を身につける 

実践結果 期日を守れない、いわれないとやらないといった姿も残念ながら見られ

た。すべてのことを「自分事」として考えることをすべての職員ができて

いるとは言いにくい現状があった。 
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次年度方向性 子どもに自信をもって背中を見せられる職員を目指す。 

 

 

〈５〉安心して「挑戦」と「失敗」ができる環境作り 

1 計画・ねらい 「見守る」「やって見せる」 原体験を組み込んだ保育の実践 

活動の中で生まれる子どもたちの意欲を汲み取り、原体験につなげていく 

実践結果 保育者は時には先頭となったり、一緒に行ったりすることで子どもたちに

安心感を持たせることを心掛けた。大人の背中を見せることで子どもたち

は自分のやりたいことに気付き、最後には子どもたちだけで取り組めるよ

うになってきた。 

次年度方向性 引き続き、原体験を大切にし、子ども自らが様々なことに興味関心を抱

き、「やりたいこと」を増やしていく。 

2 計画・ねらい 「協同性」「感情コントロール」「達成感」を味わう活動 

思い通りにいかないことの多い自然体験や戸外活動を通じて、友だちとの

合意形成や感情コントロールを経験する。 

実践結果 年間を通じ、協同性を意識した計画を心掛けたが、個々の育ちに左右され

る部分は大きくあった。特に感情コントロールについては苦手とする児も

多くみられ、クラスの活動に影響を与える部分もあった。 

次年度方向性 集団生活における感情コントロールは必要なため、活動を通じての獲得を

めざす。スタッフは状況に応じ気持ちに寄り添った対応をする。 

3 計画・ねらい 豊かな自然環境も最大限に利用し「科学する力」につなげていく 

沖縄においての「季節の変化」を自然から汲み取る 

実践結果 自然の中にあふれているたくさんの不思議の種を子どもと保育者が一緒に

楽しんでいくために、自然に関する写真集や絵本などを購入し、いつでも

手に取れる環境を準備した。 

保育中の子どものつぶやきを拾い、一緒に調べたりすることから始め、年

長児では自分たちだけで調べる姿も多く見られるようになったが、季節の

変化までには届かなかった。 

次年度方向性 自然からの学びを充実させるために、戸外活動の幅を広げ様々な分野の興

味関心を拾える保育者を増やす。 

 

 

〈６〉伝統を大切にしながら興味の幅を広げていく 

1 計画・ねらい 沖縄の伝統的な文化や風習に敬意をもって学ぶ機会を持ち、継承する責を

子どもたちと保育者が担っていく。 

実践結果 エイサーや組踊り、三線などの伝統文化だけでなく、沖縄ならではの行事

の由来に触れ、体験する機会を設けた。 

WEB なども活用し間接的に子どもたちが他地域の文化や風習に触れる機

会が少なかった。 

次年度方向性 系列の他地域との交流を積極的に行い、各地域の伝統文化にも触れ、興味

関心の幅を広げていく。 
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2 計画・ねらい 伝統の食文化を行事に合わせて触れる機会を持つ 

使用する食材を畑仕事などで準備することから流れをもって実践する 

実践結果 料理だけでなく、様々な器や盛り付けで祝い料理の華やかさやお供えなど

に触れる機会を作った。収穫した野菜をタイミングよく使用することはで

きなかった。 

次年度方向性 伝統食、行事食には計画的に触れる機会を持ち、自分の出身地への興味や

愛情につなげていく。 

 

 

 

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 
12人 18人 18人 24人 23人 23人 118人 

年度後半：

10~3月 
12人 18人 18人 23人 24人 22人 117人 

 

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 

141

人 

108

人 

129

人 

113

人 

148

人 

141

人 

165

人 

157

人 

174

人 

159

人 

138

人 

140

人 

1713

人 

うち0

歳児 

1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 3人 0人 0人 0人 0人 5人 

（解説）年度の前半は新型コロナウイルス感染拡大により、延長保育利用者も多くはなかったが、

様々な規制の緩和と並行し、保育時間が長くなる傾向が見られた。実際のニーズは1～2割増加する可

能性あり。 

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 

2人 1人 2人 4人 1人 3人 8人 5人 6人 5人 13人 20人 70人 

うち0

歳児 

2人 1人 1人 3人 1人 2人 5人 5人 6人 5人 13人 20人 64人 

（解説）年度の後半から一時利用者が増え、年越しからは復帰準備の保護者からの問い合わせが多く

見られた。利用者のほとんどがうるま市内で預かりを実施していない0歳児の一時保育であった。 
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〈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 16人 看護師 1人 栄養士 0人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 1人 補助 1人 調理 1人 事務 1人 

用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修計画に基づく勉強会 

・その時に応じた園、クラスの課題の振り返り 

園会議 月1回120分 園の課題・情報共有・討議事項（園内研修含） 

給食運営会議 月1回 離乳食進捗状況・アレルギー確認、喫食状況確認 

保健会議 月1回 緊急時対応勉強、感染症などの情報共有・予防 

ケース会議 月1回 要支援児についての情報共有・検討 

リーダー会議 週１回 園長・主任・リーダーによる報告・連絡・検討 

クラス会議 週１回 保育計画と振り返り、園児ごとの検討 

週会議 週１回 全クラスによる報告・連絡・検討 

事故防止委員会 月１回 他園・自園の記録から危険予測をする 
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〈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 身体測定、健康診断、歯科検診などの実施。園内の衛生管理・清掃

及びそれにかかる備品類の管理・発注。感染症予防。 

安全対策係 避難訓練及び消火訓練・防災自主点検の実施管理。 

救命講習実施。施設内外の設備点検及び事故防止点検の実施 

防火管理者 消防計画の作成。それに基づく各種訓練の実施報告 

食品衛生管理係 給食食材及び提供食材の衛生管理と在庫状況の把握 

畑係 畑状況の管理・計画の見直し。用具類の管理及び補充 

生き物係 飼育動物の健康管理及び飼育環境の整備 

地域係 地域住民・自治体との対外的な窓口業務管理 

福利厚生係 職員構成にかかる業務 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 
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どろんこ祭り係 地域や保護者と共同的に準備・進行を行う 

 

 

 

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 

・個別の保護者面談にて個々の課題の共有や家庭と園の連携を行った 

・要望の多かった親子参加行事は天候不良でも中止にせず、延期開催を実施 

・新型コロナウイルス感染対策をしながら保育の継続と、行事への保護者の参加

に対応した。 

保育参加 
4～3月まで 合計4名 が参加済み  （3月1日時点） 

・一度体験したことのある保護者は休みを利用し積極的に参加をしている 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計4名 が参加済み  （3月1日時点） 

・継続的に話す機会を設け、共通理解を図った 

 

 

〈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 食べることの楽しさや感謝の気持ちも育み伝えていく 

実践結果 新型コロナウイルス感染拡大を受け、スタッフが子どもたちと一緒に食事

をすることが叶わず、言葉での伝えが多くなってしまった。 

絵本なども活用したが、なかなか残食が減らない現実があった。 

 

次年度方向性 新型コロナウイルスの終息を見据え、スタッフが楽しそうにおいしそうに

食べて見せることで、子どもの食べる意欲につなげていく。 

2 計画・ねらい 食材・食の循環を知る直接体験をする 

自ら栽培したものを口にすることで、自然や命への興味関心を持つ。 

また、行事食・郷土食にも積極的に触れ合う機会を持つ。 

実践結果 落ち葉やヤギの糞や残菜などから堆肥を作り、園での畑仕事に組み込むこ

とで、栽培から収穫や加工までの流れを子ども自身が体験し食の循環を考

えるきっかけとした。 

収穫量が十分でなく、一部の子どもたちにしか体験させられなかった収穫

物も多くあったが、虫やヤギだけでなく年少児の興味の対象でもある苗や

作物をいかに守るかを考える姿が見られた。 



20221215 版 

 

次年度方向性 一年を通して計画的に取り組み、様々な年齢の子どもたちの興味、意欲、

関心につなげていく。 

3 計画・ねらい 個々の子どもの発達を理解し適切な援助を行う 

家庭との連携を図りながら、保育士・栄養士・看護師などの全職員がそれ

ぞれの専門性を活かして関わる。 

実践結果 発達に応じた食事形態での提供、安全な食事の提供と介助が行える知識を

持つための研修を実施した。 

必要に応じ、栄養士や看護師からの提案も行ったが、受け取り方は家庭に

より様々で、改善につながらなかったケースもあった。 

次年度方向性 個々の発達の理解と安全な食の提供を引き続き目指していく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 5月13日/10月25日に実施 

歯科検診 6月30日/1月26日に実施 

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 

①  4月 幼児に対し手洗い指導を実施 

②  6月 自園にて歯磨き指導を実施 

③  10月 自園にて手洗い指導を実施 

流行した感染症 ① 4 ～9月に新型コロナウイルス、園児27名・スタッフ3名 

 感染に関してはすべてうるま市へ報告し適切に対応 

②  2月にインフルエンザ、園児21名感染報告有り。3月1日に終息 

発作・痙攣等の対応 対応無し 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月15日に自園にてエピペン研修を実施。木田、比嘉、片本、大

城 計４名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ27名のうち、23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） 

・4月15日に自園にて AED 研修を木田、比嘉、片本、大城、玉城、

山城 計6名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ27名のうち、23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、うがい指

導・手洗い指導を定期的に行う。 
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〈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⇒実施していない日 休園日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 休園日 

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⇒実施していない日 休園日 

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4日、10月3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/5月13日､10月25日 

歯科健診  各年2回/6月30日、1月26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15日、10月21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 必要なものだけがある保育施設を目指し、掃除や管理の行き届いた保育環

境を提供する。 

実践結果 衛生管理に配慮し園舎内外の清掃を行った。 

環境係が中心となり、清掃の意義を理解し率先して実行することで、子ど

もたちへも気持ちよさを伝えたが、子どもたちの保育室の管理には課題残

る。 

次年度方向性 片付けの意味を子どもに伝え、気持ちよく遊ぶ環境を引き続き目指す。 
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2 計画・ねらい 日々の遊びの中に子どもの育ちがあると考え、自由度の高い遊具の作成を

保護者と協同で行う。 

実践結果 意図的な環境設定・環境構成を目指し、定期的に変更を行った。 

遊びが限定される遊具ではなく、自由な発想で使える棒や板などの素材の

提供は、利用していた業者がなくなり難しかったため、園で購入できる答

えのない玩具などで補った。 

次年度方向性 様々な研修を受け、スタッフも学びを深め、子どもの育ちに応じた環境の

設定を目指す。 

3 計画・ねらい 子どもたちが常に主体性をもって遊びを選択できるような環境を整える。 

実践結果 目的を持った複数の戸外活動の準備は比較的実施できたが、室内遊びを好

む子どもへの遊びの保証に難しさがあった。 

 

次年度方向性 保育者は子どもたちの「今」に必要なことを考え職員全員で共有し、週・

月での遊び方を工夫し変化させていく。 

 

 

〈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 ブロックテーブル 幼児室 毎日 異常なし 

2 テーブル A 縁側 毎日 異常なし 

3 テーブル B 縁側 毎日 異常なし 

4 テーブル C 縁側 毎日 異常なし 

５ 平均台 園庭 毎日 異常なし 

６ ベンチ 園庭 毎日 異常なし 

７ 絵本棚 ホール 毎日 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 実践結果 防災…危機管理マニュアルに則り、毎月の訓練を通して日頃より職員が緊

急時の対応を身につける。対応フローチャートの活用 

2 実践結果 怪我・事故防止対策…危機管理マニュアルに則り、安全点検の実施を行う 

3 実践結果 怪我・事故発生時には対応フローチャートの活用。安全教育、SIDS 防止

研修の実施。 

4 実践結果 怪我・事故発生時には対応フローチャートの活用。安全教育、SIDS 防止

研修の実施。 
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5 実践結果 不審者対策…年二回の不審者侵入訓練により、緊急時の対応を身につけ

る。 

6 実践結果 発生フローチャートの活用。職員の笛携帯、登録者のみへの引き渡し徹

底。 

7 実践結果 PM2.5対策…沖縄においては戸外活動時の注意喚起値設定されている為、

気象庁・自治体発表の値を確認し、基準値を超えた場合は戸外活動の制限

を検討する。（35マイクログラム） 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

未来の同僚となる保育士育成の観点より、実習生・中高生の受入は積極的に行う。一人一ひとりの

様子に合わせ、温かく思いやりのある対応を心掛ける。また、職員は自分自身の保育の見直しの機会

と捉え、保育内容の向上に役立てる。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

6月13～27日 専門学校沖縄中央学園 2人 保育実習Ⅰ 

7月11～25日 専門学校沖縄中央学園 2人 保育実習Ⅱ 

7月19～21日 沖縄こども専門学校 1人 ボランティア 

8月2～9月2日 沖縄こども専門学校 1人 保育実習Ⅰ 

8月8～23日 沖縄福祉保育専門学校 1人 保育実習Ⅱ 

 

 

〈３〉中高生の受入 

   ＊新型コロナウイルス感染拡大を受けすべて中止 

 

 

 

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 

15日 

30名 

20日

31名 

17日 

28名 

15日 

28名 

19日 

28名 

16日 

27名 

21日 

28名 

18日 

28名 

16日 

27名 

20日 

25名 

22日 

25名 

5日 

26名 
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園内研修 15日 

27名 

20日

26名 

17日 

25名 

15日 

25名 

19日 

22名 

16日 

25名 

21日 

23名 

18日 

24名 

16日 

22名 

20日 

18名 

22日 

23名 

5日 

26名 

リズム体操研

修 

講師：浦和美

園施設長 

11月2日に石川どろんこ会場にて28名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

交通費 0円 交通費 本部負担 

宿泊費 0円 宿泊費 本部負担 

合計 0円 合計 本部負担 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

12月2日 園長大学・保育士大学 ぐうたら村 1名 有 

12月6日 社会福祉法人どろんこ会 
他園実地研修（浦和美園発

達支援センター） 

1名 
有 

12月7～8日 園長大学・保育士大学 ぐうたら村 1名 有 

12月9日 社会福祉法人どろんこ会 
他園実地研修（読売ランド

前どろんこ保育園） 

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 

20日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

全社員研修 11月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

職員の元気で気持ちの良い挨拶、施設近隣の清掃活動などを当たり前のことを当たり前に行うこと

で地域の信頼を得つつある。 

職業体験の受け入れは新型コロナウイルス感染拡大を受けすべて中止となったが、施設見学や、子

育て支援室や園庭開放などは様々な制限の介助を受け、感染対策を取りながら実施し、園の活動に興

味を持ってもらう機会にできた。 

 

 

〈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：前原西公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：かねひで、ダイソー、郵便局、消防署、ほっとも 

っと、伊波小学校、伊波中学校、石川高校、交番 等 

世代間交流 新型コロナウイルス感染拡大を受け中止 

異年齢交流 伊波中学校との交流会 感染拡大のため中止 

その他活動 地域夏祭りも感染拡大のため園での参加はなし 

銭湯でお風呂の日 沖縄は実施なし 

 

 

 

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 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月１日（木）より開始を目指した。 

開園４年目となり、近隣小学校との連携もしやすくなってきた。まずは卒園児へのアプローチとし

て小学校へ訪問の関係を作り、そこから保育園と小学校との連携についての学びの場を提案してい

く。また、連携小学校に限らず、保護者の小学校教員にも協力を依頼し、新学習指導要領の理解のた

めの講座開催を目指したが、年度初めより新型コロナウイルス感染拡大を受け様々な交流計画は年度

後半まで中止となっていた。 

 

 

〈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 

2月15日 宮森小学校 1名 情報共有会 職員間交流 
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2月20日 城前小学校 2名 情報共有会 職員間交流 

2月22日 伊波小学校 2名 情報共有会 職員間交流 

2月27日 宮森小学校 

1年2組 

2名 お招き会（宮森小教室） 子ども間交流 

3月1日 伊波小学校 

1年１組～3組 

13名 お招き下記（伊波小教

室） 

子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

保護者と保育者で連携し子どもを取り巻くすべての大人が子どもの現状や育ちを共有する。 

インクルーシブ保育を実践する中で子どもの「いきる力」をどのようにつけていくかを共に考え

る。集団の中での育ちと関りに加え、個別な配慮や対応が必要な場合は計画と現実の整合性を振り返

りつつ、常に子どもの「今」に合わせた計画を立案する。子どもも保護者も安心して過ごすことがで

き、共に育てる「仲間」となることをめざした。 

 

 

〈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：各４～６名 

４～３月毎月の計画を立て 年１２回開催予定 参加者：園長・主任・看護師・担任など 

子どもの姿の共有と保育の振り返りと次月に向けた関りについて。 

必要に応じて保護者や専門機関、関係機関とも連携することを目的とした。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

安心して進級・進学できるように必要な情報の開示及び交流を積極的に行い引継ぎをしている。 

行政・相談員・利用施設担当者・保育者との連携会議を年に２回の開催を目指したが、支援担当者  

 の意識の差もあり、すべての子どもに対し同様にできないことがあった。 

 

 

 

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 0名 0名 0名 0名 0名 0名 6名 8名 6名 9名 8名 37名 

 



20221215 版 

 

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1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10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 6名 8名 6名 9名 8名 37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12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：伊波公園にて 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 0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10月２５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：18時00分 

自己評価終了時刻：18時30分 

自己評価実施者：加藤 直子、上原 真奈美、山田 慶子 

 

 

〈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：76％ 

 

（省察）どろんこ会ならではの活動を評価いただく保護者がいる一方で、本来行うと約束している活
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動にできていないことがあるとの指摘も同じようにあることを真摯に受け止めなければならない。 

保護者とスタッフのコミュニケーションや施設の衛生面への指摘はなく概ね良好であった   

 

 

 

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   

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 9月13日 10月 適切ではない保育について保護者説明会を実施 

 

法人が独自で定める「保育士による虐待」にあたるものと判断された事案があ

り、経緯・原因・再発防止策等を説明。 

当該保護者の理解も得た。 

自治体・理事会へ報告済み。 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべきケガ なし 

 

 

※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：石川どろんこ保育園 施設長 加藤 直子 
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２０２２年度 馬場どろんこ保育園 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～ 
昨年度に引き続き、日々新型コロナウィルス感染予防対策に取り組む特殊な状況下で、あらゆる行

動制限の中において、基本方針に定めた「国内最高品質の生きる力の育成」「保護者の心に入り込ん

だ接遇・美観」「食材・食の循環教育」をねらいとした保育運営を実践した。 

子どもだけではなく、保育者の人間力の向上を目指し、「園・子どもたちのために自分は何をする

のか」「自分の成長のために何を目標にするのか」を考え実践することで、相乗効果によるチーム力

を発揮、質の高い保育を目指した。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課・基本活動へのこだわり 

実践結果 どろんこ会が育てる６つの力「①ケガをしない強い体を育てる②自分でで

きることを自分でする③全ての人との関わりから判断・行動を身につける

④活動を選択し、自分で考えて行動する⑤生死を知る・食の循環を知る⑥

感じたこと・考えたことを表現する」を育むため、活動の基本としている

異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩９時出

発・畑仕事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・銭湯でお風呂の日・青

空保育を日々実践した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙・共有を維持し、更なる保育内容の充実・質の向上を目指

す。 

2 計画・ねらい 他者との協働 ②感情コントロール ➂目標の達成 の獲得 

実践結果 他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活

動実践。異年齢の関わりの中で直接体験を通じて、上記3つの要素が求め

られる環境構成を行い見守った。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙・共有を維持し、更なる保育内容の充実・質の向上を目指

す。 

3 計画・ねらい 食材・食の循環を認知する直接体験 

実践結果 ・残食の堆肥化/種まき・間引く・獲る/命をいただく・捌く・解体する・

焼く・食べる/加工する（梅・味噌・ケチャップ等）の体験を提供した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙・共有を維持し、更なる保育内容の充実・質の向上を目指

す。 
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〈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 園での子どもの姿や日々の成長を保護者に共有 

実践結果 保護者向けにドキュメントやエピソード記録、またブログや動画公開等で

自園活動の共有を行った。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙・共有を維持し、更なる保育内容の充実・質の向上を目指

す。 

2 計画・ねらい 園での子どもの姿や日々の成長を保護者に共有 

実践結果 園の行事や懇談会、また保育参加や保護者個人面談の強化月間を設け、互

いの子育て観を知り合う機会を多く提供した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙・共有を維持し、更なる保育内容の充実・質の向上を目指

す。 

3 計画・ねらい 保護者の子育てを実践する力の向上に向けた支援活動 

 

実践結果 公開子育てスキル講座にて保護者向けの講義を実施した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙・共有を維持し、更なる保育内容の充実・質の向上を目指

す。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域とのつながりの強化 

実践結果 昨年度に引き続き「馬場どろんこ新聞」を作成・配布する。創刊の回数を

増やし、自園の取り組みや日々の保育を積極的に地域に発信することで、

広く自園を知ってもらい、地域の方々と交流を深めながら信頼関係を築い

いた。 

次年度方向性 来年度も同様に、次年度も年４回以上の作成を目指す。 

2 計画・ねらい 孤立しない子育てへの支援 

実践結果 地域の乳幼児の親子が集うコミュニティの拠点となるよう、移動動物園や

園庭活動、ちきんえっぐの取り組み等をブログや「馬場どろんこ新聞」に

掲載し、園のリアルな活動を地域の親子に発信することで、子育て相談な

どの支援に繋げた。 

次年度方向性 今年度同様、次年度も馬場どろんこ新聞に QR コードを付記し、園での子

育て支援の取り組みや園のブログを紹介し、より積極的に地域にアプロー

チしていく。地域子育て支援活動の強化に努める。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 「生きる力」理解と共通認識 

実践結果 園会議にて、生きる力をテーマにレクチャーおよびディスカッション実施

した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙、共有を維持するため、次年度はさらに人材育成を強化す

る。 

2 計画・ねらい 「接遇」理解と共通認識 

実践結果 相手の立場を想像した丁寧な保護者対応を目指し、園会議にて接遇をテー

マに、レクチャーやディスカッション、ロールプレイングを実施した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙、共有を維持するため、次年度はさらに人材育成を強化す

る。 

 

 

〈５〉スタッフの意識改革 

1 計画・ねらい チーム保育の強化 

実践結果 リーダー会議にてリーダー層を中心に、施設長による研修を実施。リーダ

ーシップ・マネジメントを学び、組織の目的や自身の役割を理解。メンバ

ーの弱みを補い、強みを活かす思考を確立し、それぞれがチームワークを

発揮して質の高い保育の構築を目指した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙、共有を維持するため、次年度はさらに人材育成を強化す

る。 

 

 

〈６〉園内研修の充実 

1 計画・ねらい スタッフが講師となる園内研修の実施 

実践結果 毎月交替でスタッフが、研修の企画、学び、資料作成、講義という一連の

工程に挑戦する。最後まで諦めずにやりきるという成功経験を積むこと

で、人間力を向上させ質の良い保育を目指した。 

アクティブラーニング中心の研修を行い、スタッフ間の相乗効果を発揮さ

せ、園全体の人材成長に繋げていった。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙、共有を維持するため、次年度も今年度同様、学びの環境

整備を行う。 
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〈７〉利用者満足度向上 

1 計画・ねらい 保護者の意見抽出、課題解決による信頼関係の構築 

実践結果 第三者評価及び利用者アンケートによるマーケティングの実践、どろんこ

サポーターズとのアイデア共有によるイノベーションを実践した。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙、共有を維持するため、選ばれる施設をつくる必要性理解

に向けて動機付けを行う。 

2 計画・ねらい 保育者一人ひとりがプロになるため「計画・実行する」「判断する」を意

識した保育を実践 

実践結果 ・コンピテンシーの追求 ・PDCA サイクルの徹底 

・グループチャット「馬場どろプロになろう」の実施 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙、共有を維持するため、選ばれる施設をつくる必要性理解

に向けて動機付けを行う。 

3 計画・ねらい 多くの保護者と語り合えるよう働きかけ、子どもが育っていく環境を一緒

に考える機会を通じ、共育ての喜びを共有 

実践結果 保育参加・個人面談・保護者懇談会 の参加数向上に努めた。 

次年度方向性 新しいスタッフが加わり、新体制での保育が実施されることに伴い、保育

の評価軸の啓蒙、共有を維持するため、選ばれる施設をつくる必要性理解

に向けて動機付けを行う。 

 

 

 

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 
36人 59人 72人 84人 83人 76人 410人 

年度後半：

10~3月 
34人 60人 72人 84人 84人 82人 416人 

 

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 

44  

人 

87  

人 

70  

人 

78 

人 

85 

人 

100  

人 

83  

人 

107  

人 

82  

人 

98 

人 

100

人 

100

人 

1034 

人 
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うち0

歳児 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

2  

人 

2  

人 

1  

人 

7  

人 

1  

人 

5 

人 

5 

人 

5 

人 

28 

人 

（解説）特になし 

 

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 

0 

人 

0 

人 

5 

 人 

23 

人 

18 

人 

0 

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

46 

人 

うち0

歳児 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

3 

人 

13 

人 

0 

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

0  

人 

16 

人 

（解説）特になし 

 

 

〈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 11人 看護師 １人 栄養士 ２人   

パート 

スタッフ 

保育士 ４人 補助 １人 事務 ２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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園運営についての情報共有 

・ルール・役割分担決め 

給食運営会議 月1回 調理・食事提供の改善案討議など 

事故防止委員会 月1回 安全管理についての討議・ルール決め 

ケース会議 月1回 ケース討議、保育・運営方法の共有 
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リーダー会議 月1回 園課題についての討議 

 

 

〈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４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 施設内外の破損個所の補修、清掃状況の確認 

安全対策係 避難訓練（地震・火事・不審者）計画、実施、記録 

防火管理者 火災予防と有事の際の避難訓練計画実施 

食品衛生管理係 食材の発注及び品質管理 

畑係 農業活動の実践・記録 

生き物係 飼育動物の管理 

 

 

〈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 計画から実施、保護者との連携と地域告知など 
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研修チーム 研修受講管理及び、園内研修運営 

 

 

 

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 
4～3月まで 合計70名を受け入れた（3月1日時点） 

・今年度はほぼ園児の入れ替えはなかった。 

保育参加 

4～3月まで 合計26名 が参加済み  （3月1日時点） 

・11月度の保育参加強化月間を中心に、年間を通じて多くの保護者にご参加頂

き、園の保育を知っていただく機会となった。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計57名 が参加済み  （3月1日時点） 

・7〜9月に保護者面談期間を設けたことで、多くの保護者にご参加頂いた。子育

てについての相談や共育ての共通認識を得られる良い機会となった。 

 

 

〈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 自身で考え選択し食を通じて人とかかわる。 

実践結果 これまでの食育の取り組みや口腔発達の知見を活かしつつ、「食べたい時

に食べたい場所で食べたい人と食べたいだけ」食べるという、子どもの意

思決定を基盤とする食育を進めた。 

次年度方向性 次年度も同様に計画する。 

2 計画・ねらい 自然の恵みとしての食材や食の循環・環境への意識（SDGs）を身に付け

る・調理する人への感謝の気持ちを育む 

実践結果 子どもが自らの体験（ゴミの堆肥化・種まき・育てる・間引く・獲る・捌

く・解体する・焼く・煮る・食べる・加工する）の機会を提供した。 

次年度方向性 次年度も同様に計画する。 

3 計画・ねらい 火の暖かさや素晴らしさ、不思議さを感じ、火に親しむ 
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実践結果 焚火やクッキングを通じて火育を行う。・火の取り扱いを学ぶ機会を提供

した。 

次年度方向性 次年度も同様に計画する。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 5月26日／11月10日に実施 

歯科検診 6月29日／11月2日に実施 

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 

①  ５月３１日に幼児保育室にて手洗い・うがい指導（週間）を実施 

②  1月17日に保育室にて歯磨き指導を実施 

流行した感染症 12月にウイルス性胃腸炎、園児48名・スタッフ2名蔓延し、鶴見区

へ報告 12月19日に終息 

発作・痙攣等の対応 発作・痙攣等なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・2022年3月に馬場どろんこ保育園にてエピペン使用研修を保育ス

タッフ、調理スタッフ、事務スタッフ 計18名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ21名のうち、18名が使用可能 

・2023年3月のキックオフ会議にてエピペン使用研修を実施予定 

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。 

 

 

〈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 
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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1日、10月1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／5月26日、11月10日 

歯科健診 各年2回／6月29日、11月2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１５日、10月２１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 設備環境に加え、人的環境、時間的環境等、様々な側面から、子どもを取

り巻くすべての環境整備し、自分で考える力、自分で行動する力、生きる

力を育てる。 

実践結果 大人の目線や観点でなく、子どもが選び取り、生き生きと過ごすことがで

きるゾーニングを基本とした。環境を変える意図を共有・発信し、記録化

については、課題が残る。子どもたちの姿を捉え、環境を定期的に見直し

た。 

次年度方向性 次年度も同様に計画する。 

2 計画・ねらい 集団社会化理論に基づく保育を実践する。 

 

実践結果 子ども同士の関わり合いの中で、自分で考える力、自分で行動する力が養

われるよう見守った。 

次年度方向性 次年度も同様に計画する。 
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〈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 
パーテーション 全保育室 毎日 異常なし 

2 
小上がり 2歳児室 毎日 異常なし 

3 
固定遊具 園庭 毎日 ８月に解体･撤去 

4 
玩具棚 園庭 毎日 異常なし 

５ 
草履箱 縁側 毎日 異常なし 

６ 
テーブルセット 園庭 毎日 異常なし 

７ 
上着掛け エントランス 毎日 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 実践結果 年間計画に沿って月1回の避難訓練（地震、火災を想定）と年2回アプリへ

の書き込み訓練実施 

2 実践結果 設備点検・事故防止チェック実施（年4回） 

 

3 実践結果 不審者対策訓練実施（年１回） 

 

4 実践結果 ヒヤリハット事例の共有、検証、再発防止対策（随時） 

 

5 実践結果 法人内の事故発生時、記録簿の全職員回覧共有（随時） 

 

6 実践結果 ハザードマップ（園外・園内）の作成随時更新（随時） 

 

7 実践結果 毎月法人内事故防止委員会会議実施（月1回） 

 

８ 実践結果 園内事故防止会議実施（月1回） 

 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

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ことは保育所の重要な役割と捉え、新
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型コロナウィルス感染予防に留意しながら、実習生・研修生の受け入れを行った。子どもにとっても

地域の学生等とふれあう機会は育つ中で大切なことであるため、近隣の養成校への訪問を視野に、学

生の育成も含め、保育士開拓に向けて今後も活動していく。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

今年度は学生のボランティア1名を受け入れ 

 

 

〈３〉中高生の受入 

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、実施なし 

 

 

 

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 

16日 

20名 

21日

20名 

18日 

20名 

16日 

20名 

20日 

21名 

17日 

21名 

15日 

21名 

19日 

21名 

17日 

22名 

21日 

22名 

22日 

23名 

6日 

23名 

園内研修 16日 

18名 

21日

18名 

18日 

18名 

16日 

18名 

20日 

19名 

17日 

19名 

15日 

19名 

19日 

19名 

17日 

20名 

21日 

20名 

実施

なし 

実施

なし 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

9月30日 
鶴見区保育資源ネットワー

ク構築事業 
虐待防止研修 １名 有 or 無 

11月1日～1

月22日 

Poppins 

プロフェッショナル 

キ ャ リ ア ア ッ プ 研 修   

保険衛生・安全講習 

１名 
有 or 無 

12月16日～

1月31日 

Poppins 

プロフェッショナル 

キ ャ リ ア ア ッ プ 研 修   

保護者支援・子育て支援    

１名 
有 or 無 

3月13日〜3

月15日 

一般社団法人繭の糸保育チ

ーム事務局 

キ ャ リ ア ア ッ プ 研 修   

障害児保育  

1名 
有 or 無 
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〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

実施

なし 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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11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 ２月１７日～３月２日に１名のスタッフがアスモンスミーネ保育園にて勤務 

 

 

〈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 

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、活動は制限されたが、子どものコミュニケーション力の向上

や実体験による環境への適応能力向上のため、感染状況を見定めながら、地域交流を推進した。 

 

 

〈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：馬場７丁目公園にて 

商店街ツアー 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、実施なし 

世代間交流 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、実施なし 

異年齢交流 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、実施なし 

その他活動 ・７月１２日／１２月１６日に自園保育室にてお話し会を実施 
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・馬場どろんこ新聞配達（４半期に１回） 

・１０月３１日ハロウィン交流 

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 

馬場小学校を中心に交流を行った。 

卒園児の引き継ぎについては、個別に保育要録を作成、小学校に提出することで、子どもの成長記録

を共有、小学校教諭との情報交換の機会を作り、保育と教育の垣根を無くして育ちに繋げる活動を行

った。 

 

 

〈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 

6月30日 上寺尾小学校 3名 七夕行事準備 職員間交流 

10月1日 馬場小学校 

上寺尾小学校 

旭小学校 

15名 どろんこ祭り 子ども間交流 

10月22日 馬場小学校 

 

10名 運動会（馬場小校庭） 子ども間交流 

2月16日 馬場小学校 

1年全クラス 

4名 授業参観（馬場小教室） 職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

半期に一度、個別支援計画の作成見直しを行い、ケース会議にて共有。 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計11回開催 参加者：２０名／月 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

学校生活の質が高められるよう、保幼小連絡会・保育要録・個別の申し送りを実施した。 
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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 0名 0名 
187

名 
11名 2名 0名 2名 2名 0名 11名 0名 215名 

 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（金）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（金）13:00～16:30 ⇒計1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24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 3名 0名 0名 2名 0名 0名 0名 0名 5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11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 2名 0名 0名 0名 0名 0名 9名 0名 11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：馬場７丁目公園にて 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 2名 0名 2名 0名 4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 

２０２３年１月２５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：１３時３０分 

自己評価終了時刻：１４時３０分 

自己評価実施者：施設長、クラスリーダー、調理リーダー 
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〈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：１００％ 

 

NPS は昨年度より向上。しかし利用者アンケートのご意見として「感謝の気持ちでいっぱいで

す。」等の嬉しい声がある一方で、スタッフの保護者対応や園の危機管理について改善を求められる

ご意見もあり課題が残った。次年度はさらに人材育成を強化し、お子様を安心してお預け頂けるよ

う、保育者一人ひとりの臨機応変な対応力や危機管理能力向上に努め、質の高い保育を構築、選ばれ

る園を目指す。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見：０件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべきごケガ（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：馬場どろんこ保育園 施設長 田中 三樹子 
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２０２２年度 読売ランド前どろんこ保育園 

 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～ 
・恵まれた里山環境を存分に生かし、季節ごとに変化する植物に触れ、体験したこと、感じたことを

表現したいと思う子どもが増えた。また言語、描画、造形、身体それぞれの表現方法で自由に表現す

ることができるよう常時絵具などの道具を設置し、積極的に行った。その結果、1年通して個性のあ

る表現豊かな絵画表現をする子どもが増えた。 

・生きた保育計画をたてるために毎月学年ごとに一人ひとりの子どもの発達や興味関心を語り合う子

ども観会議を2時間取り、「子どもを知ること」に努めた。また保育所保育指針の5領域を意識する

ことで、次に必要な保育内容や保育士の援助を考察し、対話することで保育者全員が同じ思いで保育

をすることができるようになったと感じる。 

・子育ての質を上げる会議では、子どもを理解するために保育所保育指針の幼児期の終わりまでに育

ってほしい10の姿を年間通して学び、そのために各学年でできることを毎月園会議で話し合い、実

践をポートフォリオにしてアウトプットし研究を続けた。 

・毎日行う日課ではただやるのではなく、一つひとつの意味を考え、子どもの発達に合わせて内容を

変えていく必要性を学び、意欲的に参加する子どもが増えた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもを理解する。個々に合わせた教育的意図を持つ無駄のない環境構成 

実践結果 マインドマップを用いて行う子ども観会議は、子ども一人ひとりの理解に

は至らなかった。毎月学年ごとに一人ひとりの子どもの発達や興味関心を

語り合う子ども観会議を2時間取り、「子どもを知ること」が深まった。 

毎日、朝と帰りにコーナーを整え、必要な教材や玩具を補充する習慣がで

てきた。 

次年度方向性 子どもを知る会議は次年度も継続していく。コーナーの毎日の環境整備は

職員の意識に個人差があるので全職員が環境の重要性を意識できるように

したい。 

2 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画の作成、振り返りと PDCAによる継続的な質

の改善 

実践結果 生きた保育計画をたてるために毎月学年ごとに一人ひとりの子どもの発達

や興味関心を語り合う子ども観会議を2時間取り、保育所保育指針の5領域

を意識することで、次に必要な保育内容や保育士の援助を考察し、対話す

ることで保育者全員が同じ思いで保育をすることができるようになったと

感じる。 

次年度方向性 次年度も同じ方針で継続。 

3 計画・ねらい 0歳児から就学までに必要な経験、環境を考察し、小学校への接続がスム

ーズに行えるようにする。（アプローチプログラム） 

実践結果 「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を1年通して全員で学んだ

ことで、各年齢でできること、必要な援助を深掘りできたと感じる。 



20221215版 

 

次年度方向性 コロナで小学校の授業参観等が中止になり、小学校を知ることが深められ

なかったので、次年度は積極的に行う。 

 

 

〈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 「保護者の立場に立つ」を意識し、感謝の気持ちや思いやりを忘れず、誠

実さ、謙虚さを忘れず、保護者の心に入り込んだ接遇をする。 

実践結果 丁寧に接しようとする意識はあったが、若い職員が多く保護者の子育て相

談に対して的確な対応ができていないことが課題であったため、個人面談

はできる限り施設長、主任が入り、共に子育てを考える関係性づくりに力

を入れた。後半は虐待報道等での保護者の不安を鑑み、保育参加を積極的

に誘った。 

次年度方向性 次年度も個人面談、保育参加は積極的に行う。 

2 計画・ねらい 子どもの成長を共に悩み、共に喜び合える関係性をつくる。 

実践結果 日々の連絡帳やお迎え対応だけでは、話しきれないことも多く、どろんこ

祭りや里山整備で保育以外の話をすることができ、関係性が深まったと感

じる。 

次年度方向性 どろんこサポーターズを中心にした行事や取り組みを増やし、関係性を深

めたい。 

3 計画・ねらい 子育てのヒントを提供しつつ、園の方針を理解していただく 

実践結果 個人面談を積極的に行ったことで、子育て相談が増えてきた。 

次年度方向性 インスタグラムが休止していたので、次年度は再開する。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ①読売ランド前どろんこ保育園を知っていただき、選ばれる園になる。 

②保育、保育環境を地域に提供する。 

③子育てに困難を感じている方への支援 

実践結果 広報誌「たまっこ」の影響もあり、地域の方が定期的に来てくださるよう

になり、リピーターが増えてきた。また気軽に子育て相談をしてくる方も

増えてきた。 

次年度方向性 地域のニーズにあった子育て支援を近隣施設と連携を取りながら研究す

る。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 大人のにんげん力 up 

実践結果 ・コンピテンシー「計画・実行する」「判断する」の中から毎月アクショ

ンプランをたて、追求した。 

次年度方向性 引き続き自己評価を共有し合い、園の課題に対して同じ目標をたて解決し

ていく。 
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2 計画・ねらい 常に運営方針を意識し、状況変化に応じて、主体的に判断、行動する自

主、自立化の進んだ組織にしていく。 

実践結果 法人の基本方針、日課・基本活動の意味を深める研修を年度初めに行っ

た。やるだけではなく、必要性を理解し質が高く行う努力をした。 

次年度方向性 次年度も継続。 

3 計画・ねらい 分野別リーダー育成 

実践結果 園全体を意識し、積極的に提案、実践する分野別リーダーをたてた。 

【同僚性強化リーダー】 

・月1回こども観会議を行い、子どもの理解を深めた。 

【コンピテンシー（内部監査）追求リーダー】 

・毎月コンピテンシーのアクションプランの決定、進捗確認、年3回内部

監査セルフチェックを行った。 

【選ばれる園研究リーダー】 

・月1回全職員清掃 DAYを実施し、普段できない清掃を丁寧に行う。 

次年度方向性 次年度も得意分野で園をよくするプロジェクトを実施。 

 

 

〈５〉他者との協働の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する活動実践 

1 計画・ねらい 子ども同士がグループで話し合い、役割を分担し、一つのモノ・成果物・

ルールなどを創り上げる活動を実践する。 

実践結果 5歳児は毎日帰りの会でその日にあったことや感じたことを発表すること

で、相手の気持ちを知り、自分の思いを伝えるスキルを習得した。 

次年度方向性 次年度も継続。 

2 計画・ねらい ０歳児から主体的にチャレンジできる子ども、人と関わることが好きな子

ども、表現することが好きな子ども、失敗しても再チャレンジできる子ど

もを育てていく。 

実践結果 発達の過程に応じたアプローチをする中で非認知能力を意識した関わりを

行った。 

次年度方向性 次年度も月1回子どもの発達を知り、それに合わせた保育内容、環境を考

察する。 

3 計画・ねらい 目的を達成するための物的環境の考察 

実践結果 月1回子どもの興味・関心を理解し共有する会議を行った。 

子どもが必要とするものを予測し、計画的に用意した。 

次年度方向性 環境は固定ではなく、子どもの発達、興味関心に応じて、柔軟に変えてい

く。 

 

 

〈６〉感じたこと、体験しことを思い思いに表現することができる環境作り 

1 計画・ねらい ホンモノの体験にこだわり、感じたこと、体験したことを思い思いの方法

で表現することが好きな子どもを育てる。 

実践結果 様々な方法で表現するための本物の道具を用意し、その使い方、表現する

スキルを取得できる環境を設定した。 
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次年度方向性 子どもの心が動いた時＝表現したい時を逃さず、表現できる環境を保証す

る。 

2 計画・ねらい 年齢にあった絵画造形表現を知る。 

実践結果 白梅短期大学花原幹夫先生より「発達に沿った造形表現」を学び、実践を

アウトプットすることでさらに学びを深めた。 

次年度方向性 3年間学んだことを継続する。 

3 計画・ねらい 就学に向けて数量・図形・文字・運動・音楽表現を習得する。 

実践結果 のびのび指導、体育指導、音楽指導の年間計画をたて実践した。 

次年度方向性 ただやるのではなく、個々の発達に合わせた柔軟性のある計画をたてる。 

 

 

〈７〉環境＝SDGｓを意識した生活をする。 

1 計画・ねらい ①畑の改良 

②ゴミの削減 

③園の CO2排出量を把握し、減らすための努力をする。 

実践結果 畑を改良したことで野菜が育つようになってきた。ヤギャ鶏の糞をたい肥

にし、伐採した竹を粉砕機で竹チップにして土に混ぜることでごみの削減

にもなり、土壌改良にもつながった。 

CO２排出量は本を読む程度で把握までは至らなかった。 

次年度方向性 コンポストや竹チップ利用は継続していく。 

 

 

 

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 38人 72人 74人 109人 121人 81人 495人 

年度後半：10~3月 42人 72人 78人 114人 126人 84人 516人 

 

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 

16 

人 

18 

人 

18 

人 

18 

人 

18 

人 

18 

人 

18 

人 

16 

人 

17 

人 

17 

人 

17 

人 

18

人 

209 

人 

うち 

0歳児 

1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 12人 
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〈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 10人 栄養士 2人       

パート 

スタッフ 

保育士 7人 栄養士 1人 事務 1人 用務 1人 嘱託医 1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120分 

※2,3月は策定会議に

て実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

給食運営会議 月1回 食育計画振り返り、献立の振り返り、食環境改善議案 

事故防止委員会 月1回 自園及び系列園で起きた事故のケーススタディ 

前月のヒヤリハット、インシデント分析 

ケース会議 月1回 要支援児個別計画の振り返り、次月計画の見直し 

子育て支援会議 月1回 子育て支援活動の振り返り、参加者・人数の分析 

リーダー会議 月1回 園の課題を抽出し、解決策を検討 

 

 

〈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 
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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4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 子ども及び職員の健康保持のために、施設内外の環境の維持向上に努めた。 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理、点検を行った。 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消防設備点検、避難経路の確保と点検を行った。 

食品衛生管理係 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応をした。 

畑係 年間を通した食育計画案の作成と実施。畑の管理を行った。 

生き物係 命の尊さや自然事象への関心を広める機会を設定した。 

 

 

〈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 どろんこ祭りの企画・運営とどろんこサポーターズとの連携 

地域子育て支援担当 子育て支援事業の計画、実行、広報活動 

 

 

 

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 

全体的な計画の年間目標「一緒に創ろう・学ぼう・持続可能な未来のため

に」を常に意識し、大人主体ではなく、子どもの意思を尊重した保育を意識し

て行った。 

保育参加 4～3月まで 合計 12家庭 が参加済み  （3月１日時点） 

保護者面談および発達相談 4～3月まで 合計 75家庭 が参加済み  （3月１日時点） 
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〈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 健康な心と体を育むために、体を使う遊びを十分に行い、お腹を空かせ食

欲をかきたてる。 

実践結果 0～2歳は11:15、３～５歳児は11：45まで戸外で身体を動かして遊ぶことを

重視した。遠距離散歩を積極的に行った。 

次年度方向性 遠距離散歩は無理のないよう少しずつ距離を伸ばしていく。 

2 計画・ねらい 食事とはコミュニケーションである。好きな人と食べるからこそ楽しく美

味しいのである。好きな場所で好きな友達と好きな時に食べる。 

実践結果 食べる場所、人、時間は自分で選択できるようにした。 

次年度方向性 可能な限り、指導食（子どもと一緒に食べる）を行う。 

3 計画・ねらい 畑で野菜を栽培することで、旬の素材に気づき、食に興味を持つ。 

実践結果 畑仕事を日課とする。採れたての美味しさ、加工する美味しさを味わっ

た。 

次年度方向性 コンポストは年下児に引継ぎ、継続していく。 

４ 計画・ねらい 食材・食の循環を認知する直接体験を行う。 

実践予定内容 魚の解体、鶏の卵 

次年度方向性 鶏の解体を検討していく。 

５ 計画・ねらい 環境を意識し、生ゴミやヤギの糞からの堆肥作りを積極的に行う。 

実践予定内容 食品残差量の管理、ヤギの糞・枯れ葉のコンポストを実践した。 

次年度方向性 次年度も継続する。 

６ 計画・ねらい Withコロナの中でも衛生面に配慮し、できる活動を模索していく。 

実践予定内容 社会情勢に合わせて、加熱前調理、調理過程を見る、個別調理体験を行っ

た。 

次年度方向性 次年度も継続する。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 4月19日/6月22日/8月2日/10月19日/12月14日/2月7日に実施 

歯科検診 6月13日に実施 

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） 
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その他実施した園児への保健

指導、又は、取組等 

以下の日程で園にて医師による健康相談を実施 

 5月25日、7月20日、9月21日、11月29日、１月25日、3月16日 

流行した感染症 特になし 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、熱性けいれんの為1月12日に救急要請 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月２４日にエピペン研修を石塚歩美、米澤雛、麻妻あかり計3名

が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、24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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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1日、10月1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6回／4月14日/6月23日/8月11日/10

月27日/12月22日/２月８日に実施 

歯科健診 各年1回／6月13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28日、10月27日に実施済み 
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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 ひとりひとりに合った教育的意図を持った環境構成(室内・戸外)を考察し

続ける。 

実践結果 子どもにとって最適な環境設定を行うために月1回子どもの興味・関心を

理解するための会議を行った。 

次年度方向性 子ども観会議を継続。日々の環境整備の意識を高める。 

2 計画・ねらい 防犯、防災、怪我防止の視点での事故防止チェック、設備点検を定期的に

行い、破損等は速やかに修繕する。 

実践結果 様々な視点で点検できるように交代で行った。 

次年度方向性 破損個所は修繕リストを用いて、進捗を見える化し、確実に修繕する。 

3 計画・ねらい 保護者、来訪者が見ても気持ちの良い環境を維持する。 

実践結果 清掃チェック票を見直すとともに、月1回全職員清掃 DAYを実施。 

次年度方向性 定期的に清掃チェック票に乗っていない部分で清掃が漏れている部分を修

正する。 

 

 

〈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 制作ワゴン 幼児室 毎朝 異常なし 

2 パーテーション 幼児室 毎朝 異常なし 

3 鶏小屋 園庭 毎朝 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 実践結果 【防災】消防計画に基づき自衛消防隊を編成し避難訓練を毎日15日に行っ

た。またうちのこアプリにて災害時緊急連絡を使用し、園が情報を発信安

否・施設状況・避難先を情報共有する訓練を行った。 

2 実践結果 【ケガ事故防止】事故防止・設備点検を年6回行った。インシデント・ヒ

ヤリハット報告書の運用を徹底し、事故防止委員会で検証をしっかり行う

ことで事故を未然に防ぐ努力をした。 

3 実践結果 【防犯】年2回不審者侵入訓練を実施した。訓練は避難経路確保・不審者

撃退・通報の訓練で全職員を対象で行った。 

4 実践結果 【光化学スモック】発生しやすい気象条件・影響・光化学スモック注意報

を把握し、発令があった場合は内容にあった看板・貼紙等を提示した。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

開園３年目となり、学校や個人から見学や体験の依頼を受けることが多くなった。保育士という職

業の素晴らしさを伝えるためにリーダー層は実習受け入れ研修を受け、学生の気持ちになって指導す

ることを心掛けた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月15～27日 日本児童教育専門学校 3人 観察実習 

8月29～9月10日 日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

9月5日～21日 和泉短期大学 1人 責任実習 

9月5日～16日 鎌倉女子短期大学 1人 責任実習 

10月17日～31日 日本児童教育専門学校 1人 責任実習 

2月6日～21日 田園調布学園大学 2人 責任実習 

2月13日～17日 東京家政学院大学 1人 調理実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

8月1～3日 小川高校 1人 

8月2日 玉川学園高等学校 1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 

28日 

21名 

19日

21名 

23日 

22名 

28日 

23名 

25日 

23名 

22日 

23名 

27日 

23名 

24日 

23名 

22日 

22名 

26日 

21名 

17日 

24名 

5日 

24名 
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〈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21日 川崎市こども未来局 
園の深刻事故予防と事故後対応研

修 
2名 有 

5月30日～6月

6日 
川崎市こども未来局 

乳児の発達に即した子ども理解に

ついて研修 

3名 
有 

6月13～20日 川崎市こども未来局 インクルーシブ保育研修 3名 有 

7月12日 川崎市こども未来局 多摩区公開保育付職員交流研修 2名 有 

9月5日～12日 川崎市こども未来局 345歳児の保育の在り方研修 2名 有 

9月14日 川崎市こども未来局 多摩区防災・危機管理研修 1名 有 

10月11日～18

日 
川崎市こども未来局 

発達支援研修ケースカンファレン

ス 

2名 
有 

10月24日～31

日 
川崎市こども未来局 保護者に寄り添う保育研修 

1名 
有 

10月28日 川崎市こども未来局 
発達と遊びと表現の理解と援助に

ついて研修1・2歳児 

8名 
有 

11月25日 川崎市こども未来局 
発達と遊びと表現の理解と援助に

ついて研修3・4・5歳児 

10名 
有 

11月28日～12

月2日 
川崎市こども未来局 

誤嚥、窒息事故防止、子どもを守

るためにできること研修 

1名 
有 

12月26日 
慶応義塾大学 講師

仲谷正史 

さわるたんけんたい ワークショ

ップ 

20

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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） 
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施設長養成研修 主任が年4回出席 

5月12日／7月13日／10月26日／1月25日 

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 

積極的に地域と関わっていくことを通して、園の存在を理解していただくと共に、地域で子ど

もたちの成長や安全を見守っていただけるようにした。SDGｓを学ぶ一環で年長児と町を探検

し、様々な職業やＳＤＧｓの取り組みを学んだ。 

また、積極的に園開放することで、地域の子育て支援に貢献した。 

 

 

〈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：多摩美ふれあいの森にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：読売ランド駅前、川崎生田郵便局、ニマイバシ、モ

ンタナ、渡辺生花店、ドトール、箱根そば、ウェルパーク、マクドナル

ド、野崎書店、JAセレサ川崎、生田出張所、守谷木工所、原田金物店 

世代間交流 新型コロナウイルス感染予防のため中止 

異年齢交流 8月に読売ランド前どろんこ保育園にて実施 

その他活動 新型コロナウイルス感染予防のため中止 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施 （7月は中止） 

 

 

 

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 

小学校との直接交流は感染予防のためできなかったが、近隣園の年長児担任同士がオンラインで情報共
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有することで、学び合ったり、子ども同士が手紙の交換等で交流したりすることができた 

 

 

〈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 

4月21日 年長児担当者会議 1名 連携について（Web開催） 今年度の交流 

6月16日 実務担当者連絡会 1名 地区懇談会（Web開催） 今年度の交流 

7月4日 エリア別年長児担任懇談会 1名 連携について（Web開催） 職員間交流 

9月28日 南菅小学校意見交換会 1名 連携について（Web開催） 職員間交流 

10月17日 生田小学校意見交換会 1名 連携について（Web開催） 職員間交流 

11月10日 年長児連携連絡会 1名 連携について（Web開催） 年長児交流計画 

1月26日 第二回実務担当者連絡会 1名 連携について（Web開催） 職員間交流 

2月14日 西生田小学校 

 

1名 読売ランド前どろんこ保育

園 

入学予定の小学校

との引継ぎ 

3月予定 西生田小学校 15名 小学校見学・体験・交流 小学校体験 

 

 

 

10. 要支援児  

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

保護者、連携施設と定期的に情報共有しながら、半年に1度計画を振り返り、個別計画を見直した。 

 

 

〈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：４名 

配慮が必要な児童に対し、毎月1回担任と施設長または主任で子どもの共有と次月の目標をた

て、チームで共通の援助を行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

2月各小学校に保育児童要録の写しを提出した。 

必要に応じて、電話や対面で引継ぎを行う。 
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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 

27名 35名 56名 43名 33名 69名 64名 50名 92名 49名 名 名 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4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1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 1名 0名 0名 1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1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 2名 0名 0名 0名 2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：多摩美ふれあいの森にて 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 0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5月20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：9時00分 

自己評価終了時刻：16時00分 

自己評価実施者：松久保陽子、平塚有未、大橋元気 
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〈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：１００％ 

 

（省察）コロナ禍で行事が十分にできなかったことは園同様残念に感じている方が多かった。次年度

は感染予防をした上で開催できる方法を模索していく。 

感染予防をしているつもりでも足りていない部分を指摘していただくことで改めて改善するきっかけ

となった。 

 

 

 

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  

報告すべきご意見 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３１日 作成者：読売ランド前どろんこ保育園 施設長 松久保 陽子 
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２０２２年度 守谷どろんこ保育園 事業報告書 

（保育所における自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～基本方針を受けて～ 
 

今年度は選択制による異年齢保育、インクルーシブ保育、ゾーン保育の実践は進展した一年だっ

た。また担任だけでなく、クラスを超えて全園児を全職員が育てるチーム保育へも取り組んだ。子ど

も一人ひとりの主張を受け止め発達にそった援助をするように努めてはきたが、子どもの主張の強さ

に柔軟さを欠いた関りになってしまう場面もあった。保育者は自身の強みと弱みを自覚し、チームで

保育することの理解と実践をより深めていけば保育の質向上につながり、子どもの可能性を引き出す

ことにつなげられると考える。 

保護者との協働は大きな成果があった。サポーターズを中心に「協働」「参画」というテーマを実

現する取り組みが出来た。お互いを尊重する気持ちを持てたことで、子どもへの良きモデルになって

いると確信している。これを守谷どろんこ保育園の文化として地域へも広げるべく次年度へ向かって

いきたい。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい どろんこ会の基本保育を深める 

実践結果 日課へのこだわりを持って、特に9:00出発は全体で取り組んだ。登園時間

が遅い家庭へのアプローチなど課題は残ったが、戸外活動のスタートは大

幅に早まった。 

次年度方向性 畑仕事や雑巾がけなどを行う際に、丁寧にプロセスを踏むことで子どもの

意欲を引き出していく。 

2 計画・ねらい 選択制（発達別）異年齢保育の推進 

実践結果 合同保育や縦割りではなく、乳児・１歳児は発達によって、2歳児以上は

個の主張ができるよう年間通して選択肢を提示するようにしてきた。保育

計画に関しては全クラスが一緒になって全体の保育を考える機会を作れた

ことでクラスを超えての関りが深まった。 

次年度方向性 異年齢保育が午前中の活動だけでなく、生活の部分にまで展開していかれ

るようにしていく。 

3 計画・ねらい 子どもの保育計画への参画 

実践結果 保育活動の中で子どもに選択肢を提示する場面はあったが、計画の場面へ

の参画まではステップを踏むことがあまり出来なかった。 

次年度方向性 自分たちの考えが実現される体験をする。子どものアイデアは大人には考

えられないものが出るはずである。そこを実行すべく保育者が見通しをも

って計画に参加するステップを設定していく。 
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〈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 ①思いやり ②誠実さ ③謙虚さ ④感謝の気持ちをもって関わる 

実践結果 保護者対応の園内研修では保護者は多くの役割を果たしながら子育てもし

ていることの理解、そしてどんな心理状況かなどを考える機会を作った。

そして保護者を仲間として捉えることで尊重する意識を持つようにしてき

た。 

次年度方向性 保護者といっても各家庭・個人で様々な違いがある。すべてを一律に考え

るのでなく、それぞれの立場に立って関りを持っていく。 

2 計画・ねらい 共育ちの実現 

実践結果 個人面談の実施率も高く、内容も昨年度よりも深まった。これは保育者と

の心理的な距離が近くなった証だと考える。園からも手間や時間の効率化

に流れぬよう保護者に園運営に関わってもらうにはどうしたら良いかを、

計画の段階でいつも心がけてきた。 

次年度方向性 園とのつながりが強くなったことを基礎に、保護者同士や卒園児とのつな

がりを広めることで子育ての不安を少しでも面白さに変えていきたい。 

3 計画・ねらい 保護者間コミュニティの形成 

実践結果 サポーターズを中心に保護者全体が関りを深め、他家庭とのつながりを感

じる場面が多かった。サポーターズからのアイデアの提案があり「参画」

というテーマとしても大成功をおさめた。 

次年度方向性 オンライン・オフラインどちらも使い分けながら、気楽に語れる座談会の

ような形式を定期開催していきたい。みんなで悩みみんなで喜べる子育て

を目指していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 子育て世帯にとって、安心できる基地になる 

実践結果 プログラムが無い日も含めて園庭開放の利用者が増えてきた。新規の親子

が来やすいように、環境の見直しやコミュニケーションを深めることに注

力してきた。 

次年度方向性 三年目を迎えるので、次年度まではとにかく知ってもらうことに注力し、

数にこだわっていきたい。その後コミュニケーションの質に取り掛かる。 

2 計画・ねらい 子育て支援センターちきんえっぐとして、利用者を増やす。 

実践結果 一度来た親子がリピートしてくれるように内容を考えたり、入所前の親子

や見学者にも広報活動を広めたりした。数値をデータ化して次年度につな

ぐ。 

次年度方向性 データをもとに目標値を定め、その数値に対してのアプローチをかけてい

く。継続のものだけでなく現在やっていない広報活動を新規で取り組む。 
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3 計画・ねらい 園紹介用動画作成 

実践結果 設備の問題や個人情報などで動画を地域へ展開することはできなかった。

ただ園の取り組みは知ってもらえるよう市の広報などへの掲載は積極的に

行ってきた。 

次年度方向性 子育て支援センターだけでなく、園の活動も知ってもらうことが継続的な

支援につながると考え、年間通して使える媒体を作成する。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 各期の保育振り返り 

実践結果 園内研修として保育のプレゼンテーションを行った。これを重ねることは

職員相互の子ども観の共有と協働につながったと感じる。 

次年度方向性 継続して行うが、この内容を職員だけでなく保護者へも展開できるよう内

容を検討していく。 

2 計画・ねらい どろんこ会の基本保育理解 

実践結果 リーダーを中心に法人の保育を語れることを目指したが園見学や入園説明

のレベルまでリーダー全員を上げることが出来なかった。 

次年度方向性 理解度が一定に達していない職員へは背景や意図を対話の中で伝えていく

必要がある。また園内研修などで相互に学び合い深め合う機会の設定をす

る。 

3 計画・ねらい 見守る保育の理解 

実践結果 白紙論を廃して子どもの成長を信じること。本当の意味で見守ることは放

任と違い子どもの成長につながることを信じて保育してきた。職員個人に

ばらつきがあるので、それぞれに合ったアプローチをして理解を深めてい

く必要がある。 

次年度方向性 この原則が理解できないと一斉保育や管理保育につながる危うさがある。

三年目を迎え慣れていくことで、本当の意味の「見守る保育」の理解へ園

としても今の保育を弱めずに進めたい。 

3 計画・ねらい チーム保育と同僚性 

実践結果 担当クラスの交換や保育と調理の交換なども行ってきた。実際に体験する

ことで本質の理解につながるので、継続していきたい。違う場所に入った

際は会話量が増えることが明らかだった。 

次年度方向性 慣れない場所で動きが消極的になったり、後ろ向きな発言が聞かれたりし

た。初めてのことやいつもと違うことが自己成長や子どもを捉える視点の

広がりにつながることをみんなが理解できるようにしていきたい。 
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〈５〉チーム保育 

1 計画・ねらい 担任が保育することに捉われず、子ども一人ひとりにどれだけ多くの職員

が関われるか・職員個人が多くの役割に携われるかに園全体でチャレンジ

する。 

実践結果 担任交換の機会を設けたり、保育者に調理室に入ったりする機会を設け

た。ケース検討や決定事項などのプロセスに複数の意見を集約する等、当

事者を増やすことも取り組むことが出来た。 

次年度方向性 誰がどのポジションでも一定水準の園運営や業務遂行ができるよう、業務

分掌や役割の可視化を徹底していく。 

2 計画・ねらい 同僚性強化 

実践結果 自分の強みと弱みを見つけることで、他者の特性を受け入れることが出来

るという理解を促してきた。まだまだ個人差があるが、これからも違いが

ある職員が関わることの意味を体験の中で学んでいくようにする。 

次年度方向性 仲良くすることも大切だが、本当の信頼関係につながるような関りを保育

という営みを通して深めていきたい。安心して成長できる心理的安全性を

目指す。 

3 計画・ねらい 保育の相互評価 

実践結果 各期の保育内容記録の資料をもとにプレゼンし合い、保育の共有から相互

評価につなげることができた。また年度末には年間の保育について相互評

価できた。 

次年度方向性 様々な機会で相互評価の場面を作ってはいるが、年度末がどうしても流れ

がちなので、そこを見通した仕組みづくりにも注力したい。 

 

 

〈６〉主体的な相互の学び 

1 計画・ねらい 主体的園内研修 

実践結果 自己選択したカテゴリでの園内研修を計画通り実施できた。チームの人数

が多いことで役割の量にムラがあったことが反省点だった。 

次年度方向性 分科会のような形で継続的な学びにつなげ、他園にも資料共有などできる

形に持っていくことでアウトプットを強め、知識を定着させていく。 

2 計画・ねらい 自主研修の実施 

実践結果 学園の森どろんこ保育園・馬場どろんこ保育園と合同リズム研修を実施で

きたことは大きな一歩だった。他園も巻き込んで学ぶことの意味を体感す

ることができた。 

次年度方向性 インプットしたことの定着は実践とアウトプットによりなされる。この理

解を深め、人前での講義に初めてチャレンジできたという職員を増やして

いきたい。 

3 計画・ねらい 隙間時間で学べる動画視聴による研修にチャレンジする。 
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実践結果 システムや情報管理の制約もあり、形にすることができなかった。またタ

イムリーに作成から配信を行うことの難しさを体感した。 

次年度方向性 学び事業部の動画コンテンツがラインナップされたので、それを使っての

研修や視聴の機会を作っていきたい。 

 

 

〈７〉サポーターズとの協働 

1 計画・ねらい 環境整備 

実践結果 サポーターズ企画による「小児応急救命」と二回の「クリーン作戦」が開

催された。保護者が園に対して自分たちも関係者だと感じていてくれるこ

とに感謝したい。 

次年度方向性 園がお願いする手伝いだけでなく、一緒に良い環境を考え取り組みにつな

げていきたい。環境が良く変化することは信頼関係にもつながり、また関

わりたくなるというサイクルにつながっていく。 

2 計画・ねらい 行事への参画・参加 

実践結果 どろんこ祭り・モリンピック・どろんこライフという基幹行事に携わって

もらえたことは良い結果だった。特に行事の性質上、どろんこ祭りは大き

なエネルギーとなってもらうことができた。 

次年度方向性 特定の保護者の協力に加え、少しでも多くの保護者に携わってもらえるよ

う、多くの保護者から新たな提案が出るよう働きかけていく。 

3 計画・ねらい 子ども観の可視化（園の発信力強化） 

実践結果 昨年度よりも発信の数は減ってしまった。しかし新たな取り組みが出来た

こと、質が高まったことはプラスの効果があった。それにより新たにつな

がる人がいたり関係性が深まったり、多く経験できた。 

次年度方向性 園の保育や特色を理解する人が増えてきたが、そこにかまけて発信を弱め

ぬようにしていきたい。何度でも繰り返し伝え、子どもの姿を語り合える

関係構築は休んではいけない。 

 

 

 

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 90人 90人 90人 60人 30人 420人 

年度後半： 90人 90人 90人 90人 72人 36人 468人 
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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 

33人 23人 47人 45人 38人 55人 52人 60人 69人 63人 78人 45人 608人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 1人 2人 0人 2人 2人 2人 0人 9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 

22人 22人 13人 15人 0人 2人 7人 9人 6人 4人 12人 10人 122人 

うち0

歳児 

3人 3人 1人 1人 0人 1人 6人 8人 6人 4人 9人 4人 46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 
施設長 1人 主任 1人     

保育士 15人 栄養士 3人 看護師 1人 子育て支援 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人 子育て支援 1人 用務 1人 嘱託医  2人 
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・行事などの進捗確認や決定事項共有 

・人権チェック 

・各期の保育実践振り返り 

給食運営会議 月1回 食育プロジェクトの取り組み決定と実践の振り返り 

事故防止委員会 月1回 自己記録・インシデント報告・ヒヤリハット報告の数値検証。

事故防止に関しての取り組みの決定。避難訓練の評価。 

ケース会議 月1回 ケース内容に関してのリフレーミングを参加者で行い、以降の

取り組みを明確にする。 

クラス会議 月1回 クラスごとの課題抽出と保育是正に向けての討議。 

リーダー会議 月1回 人材育成を視野に入れたマネジメントとリーダーシップに特化

した学び。中級レベル以上の決定事項の共有。 

 

 

〈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 

月1回 主任 

子育ての質を上げる会議 月1回 担当保育士 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

防火管理者 毎月の防災訓練の総括。保育の焚火活動時、消防署への書類提出。 

食品衛生責任者 
給食の仕入れから提供までの総括。食育プロジェクトのリーダ

ーシップ。 

環境チーム 
物的環境の充実。メンバーが多かったのも影響してか取り組み

が停滞する場面が多かった。 

研修チーム 研修情報の全体周知と参加数の管理を行ってきた。 

畑チーム 用務員と一緒に年間通じた農業計画の実施と記録。 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭りチーム 

今年度来場人数の設定や内容計画、サポーターズとの調整含め

開催までの総括を行った。大変盛り上がったことで次年度に向

けての課題も見えた。 

モリンピックチーム 

会場である小学校との調整と準備から開催当日までの各役割の

調整を行った。保護者も参加する場面を作ることで一緒に楽し

むことのできる機会としながら子どもの発達を伝えることが出

来た。 

どろんこライフチーム 

日常の保育を発展させた形での内容としたが、年度末を見据えて

保育を進めることや、準備段階での役割分担などはもっと早くて

も良かった。地域団体の協働などは日常の保育かつ園の姿勢を知

ってもらう機会になった。 

 

 

 

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 

・子どもの主体性とわがままについて 

・偏食に対しての対応 

・保育が就学後にどうつながっていくのか 

・インクルーシブ保育の効果について 
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保育参加 

4～3月まで 合計５名 が参加済み  （3月１日時点） 

・協力的な保護者が多い一方で参加者が増えない。日中の子どもたちの様子を知

ってもらう意図をもって、具体的数値を立ててアプローチしていきたい。 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計６４名 が参加済み  （3月１日時点） 

・多くの保護者が実施の希望をしてきた。少ない機会を大切にできるよう、事前

の準備からしていきたい。そして一回だけでなく回数を重ねることで本当の共育

ち共育てにつなげていきたい。 

 

 

〈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 食育プロジェクト 

実践結果 各クラスにメンバーを配置することでチーム強化へと繋げ、園内で運営す

ることができた。タイムラインの発信や食の座談会の実施により保護者へ

情報を共有した。 

次年度方向性 年間食育計画と照らし合わせた取り組みや家庭・地域へのアプローチを強

めていきたい。 

2 計画・ねらい 食の課題を生活全般との照らし合わせで考える。 

実践結果 野菜の下処理の充実と米とぎの習慣化により、食にまつわる活動を生活の

中に取り入れた。また、異年齢の関わりを深めるために食環境を整えるこ

とは今後の課題とする。 

次年度方向性 好きな場所・人・時間を広く選択できる食事を実現していく。 

3 計画・ねらい SDGｓを視野に入れた食の循環の学びと実践。 

実践結果 魚の解体や畑仕事を通じて食の循環を体験することができた。 

また、給食残渣に意識を向け、子どもとともに SDGsへの感心を高めるこ

とができた。 

次年度方向性 畑仕事の日常化と堆肥づくりに向けたコンポストの導入から、命の大切さ

や動植物への興味へ繋げる。学びと体験をつなげていきたい。 

 

 

〈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15日／12月14日に実施 



20221215版 

 

歯科検診 9月12日に園内にて実施 

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4.7日に自園にて手洗い指導を実施 

②5月11日に自園にて早寝早起き指導を実施 

③6月21日に自園にて歯磨き指導を実施 

④8月2.4日に自園にて熱中症予防指導を実施 

⑤10月6.7日に自園にて身体の仕組み指導を実施 

⑥12月13日に自園にて鼻のかみ方指導を実施 

流行した感染症 ①5月に新型コロナウイルスが園児15名・スタッフ3名蔓延し、行政

へ報告。6月3日に終息 

②8月に新型コロナウイルスが園児8名・スタッフ1名に蔓延し、行

政へ報告。8月18日に終息 

③8月に手足口病が園児13名に蔓延 

④12月に胃腸炎が園児5名に蔓延 

⑤1月に新型コロナウイルスが園児6名に蔓延し、行政へ報告。1月

23日に終息 

発作・痙攣等の対応 今年度保育中の熱性けいれん発作及びダイアップ使用なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・今年度エピペン研修未実施 

・本日時点で、在籍スタッフ27名のうち、１８名が使用可能 

その他保健に関する取組 ①熱中症・感染症等の予防方法を保護者へ発信 

②新型コロナウイルスおよび他ウイルス感染予防のため、感染予

防・うがい指導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底する 

 

 

〈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 
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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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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25日、10月25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15日、12月14日 

歯科健診 各年1回／９月12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15日、10月21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 環境改良プロジェクト 

実践結果 定期的な討議を行い改良に努めてきた。メンバーが多いことでスピード感

が遅くなることが多くあった。実行力が課題として浮き彫りになった。 

次年度方向性 環境についての管理と改良の両軸を回していかれるようスピード感をもっ

て、子どもの発達に合った是正を行っていく。 

2 計画・ねらい 子どもの参画による環境設定 

実践結果 遊具や家具の配置は子どもの様子や会話からデザインする場面はあった。

しかし話し合いの機会までは進めることが出来なかった。 

次年度方向性 子どもの環境設定参画を引き続き促し、その想像を法人ルール内でどう実

現していかれるか。そして実現を体感してもらえるかがポイントとなる。 

3 計画・ねらい 保護者との協働による環境整備 

実践結果 サポーターズ企画による「クリーン作戦」が二回開催された。保護者が園

環境に対して自分たちも当事者だと感じていてくれることに感謝したい。 

次年度方向性 園がお願いする手伝いだけでなく、一緒に良い環境を考え取り組みにつな

げていきたい。環境が良く変化することは信頼関係にもつながり、また関

わりたくなるというサイクルを作っていきたい。 
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3 計画・ねらい 環境を通しての保育 

実践結果 環境についてそれぞれのクラスにおいてのマイナーチェンジは行われた。

しかし専門性を発揮した環境検証や再構成は今一歩不足していた。 

次年度方向性 子どもの発達に鑑みた環境構成。そして再構成のサイクルを止めない様に

していく必要がある。遊ばせるのでなく遊びたくなる環境を創っていく。

保育者が環境を通しての保育の重要性を理解し、イニシアチブを取る職員

が出てくることに期待する。 

 

 

〈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 パーテーション 各保育室 毎日 異常なし 

2 名札入れ 玄関 毎日 異常なし 

3 小さなマイホーム 0歳児保育室 毎日 異常なし 

4 園庭デッキ 園庭 毎日 異常なし 

4 荷物掛け 各保育室 毎日 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 実践結果 年間計画に沿って、月１回の避難訓練を（年2回の書き込み訓練）実施し

た 

2 実践結果 事故防止チェックリストを活用し、定期的な安全管理ができた。 

3 実践結果 設備点検チェックリストを活用し、定期的な安全管理ができた。 

4 実践結果 毎月の法人事故防止員委員会における、施設長間での事故防止検討を行っ

た。 

5 実践結果 毎月の園内事故防止委員会における事故防止検討と実践（数値データによ

る分析）を行った。 

6 実践結果 法人内事故記録簿の共有を全職員で行った。 

7 実践結果 ハザードマップ作成及び見直しを行うことで活動計画の形骸化を防止し

た。 

８ 実践予定内容 毎日のインシデント・ヒヤリハット共有と対策検討を行った。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

開園二年目のということもあり、徐々に存在が認知されてきた。実習の申し込みも増えることで、

園としての積極的な受け入れの姿勢も伝える機会が増えた。子どもや職員にとっても将来保育の仲間

になる人との関りは大きな影響がある。保育者自身も実習を受けてもらった経験があって保育士にな

ったことを振り返り、その想いを時世代に紡いでいきたい。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

８月16～26日 帝京科学大学 1人 部分実習 

11月14～30日 
東京福祉大学短期大学通

信科子ども学科 
1人 部分・観察実習 

2月1～16日 彰栄保育福祉専門学校 1人 部分・観察実習 

2月1～22日 彰栄保育福祉専門学校 1人 部分・観察実習 

 

 

 

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 

15日 

26名 

20日 

26名 

17日 

26名 

15日 

26名 

19日 

26名 

16日 

26名 

21日 

26名 

18日 

26名 

16日 

26名 

20日 

24名 

17日 

25名 

5日 

26名 

園内研修 
15日 

24名 

20日 

24名 

17日 

24名 

15日 

24名 

19日 

24名 

16日 

24

名 

21日 

24名 

18日 

24名 

16日 

23名 

20日 

22名 
無し 無し 

 

 

 

〈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8日 
社会福祉法人どろんこ会 

学び事業部 

チームビルディングス 

（ファシリテーション） 
1名 有 

6月29日 
社会福祉法人どろんこ会 

学び事業部 

生きる力の強い子どもを育

てる 

1名 
有 
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10月6日 茨城県教育庁学校教育部 令和４年度園長等専門研修 1名 有 

11月30日 守谷市北園保育所 
令和４年度保育園保育士・

看護師合同研修 

1名 
有 

11月30日 茨城県竜ケ崎保健所 
令和４年度給食施設従事者

研修会 

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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

5日 

1名 

9日 

1名 

7日 

1名 

11日 

1名 

1日 

1名 
無し 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

5日 

1名 

9日 

1名 

7日 

1名 

11日 

1名 

1日 

1名 

16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） 

 

 

〈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 

園の存在の認知と信頼関係をもとに、新型コロナウイルス感染状況緩和も追い風になってい

る。ここから地域とのつながりは加速させていかれる部分でもあるので、積極的に関りを持って

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：ログハウス公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：守谷市役所、ヤマト運輸、守谷駅、GESELLE、小

菅農園直売所、守谷中央図書館、徳怡山長龍寺、カーセールス yacco、

守谷聖書教会等 
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世代間交流 11月16日に花きりんにてシニア交流を実施 

異年齢交流 2月10日にＷＥＢにて黒内小学校との交流を実施 

その他活動 12月23日に園内にてクリスマスコンサートを実施 

1月18日に園内にて味噌づくり交流を実施 

2月24日に園内にて「中国の文化を知ろう」を実施 

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 

新型コロナウイルスの影響もあり、小学校は直接交流に慎重な姿勢であった。アプローチを重ねていく

ことでWEB交流の機会を作ることができたことは、次年度以降の交流の形式の選択肢を広げることにつ

ながると考える。引き続きこちらから関りを持っていきたい。 

 

 

〈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 

5月11日 大野小学校 2名 大野小学校 職員間交流 

5月31日 黒内小学校 2名 黒内小学校 子ども間交流 

2月14日 黒内小学校 

1年生 

6名 WEB交流会 子ども間交流 

3月10日 守谷市内小学校 

保育所・幼稚園 

2名 新入学児童に係る引継ぎ 就学前申し送り 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

各園児の状況をもとに保護者との情報共有、療育機関との連携は円滑にできた。園内研修に参加い

ただいたり、療育の現場へ学びにいったり、相互の学び合いが出来たことも今後につながる。 

 

 

〈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：各回6名 
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該当の子どもの困っている部分に関してリフレーミングすることで対応を導き出す形を取った。そ

うすることで保護者との協力関係がスムーズになり子どもの成長につながっている。すぐに変化しな

い部分に関しても焦らずじっくり進めていきたい。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

児童要録を提出することに加え、地域小学校との連絡会で学校の担当職員に細かな情報共有を行う

ことができた。今後はさらに年度内の連携を深めていくことで、年度末だけでない情報共有を目指し

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 

50名 40名 78名 67名 71名 53名 63名 73名 85名 47名 57名 50名 734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２４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 

８名 ４名 14名 12名 13名 11名 15名 16名 21名 25名 23名 20名 182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１２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 2名 6名 3名 12名 7名 2名 2名 38名 0名 4名 10名 86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：ログハウス公園にて 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 

2名 2名 11名 6名 8名 6名 10名 8名 0名 0名 8名 10名 71名 
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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 

２０２３年３月１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：１３時５０分 

自己評価終了時刻：１４時３０分 

自己評価実施者：施設長、主任、ミドルリーダー、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：１７５％ 

 

（省察）昨年度対比でＮＰＳも上昇。そして何より回答率が高いことから保護者が園にメッセージを

送ってくれていることに感謝したい。その内容から対応や是正を職員間で話し実践できたことも良か

った。今後も職員一人ひとりが自分事として保護者との対話を大切にしていかれると良い。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：守谷どろんこ保育園 施設長 荒川 直志 
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２０２２年度メリー★ポピンズ 登戸ルーム 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～ 
 

自然に恵まれた環境を存分に生かし、季節ならではの遊びや野外体験を積極的に実践した。その中

でにんげん力を身につけ、〝自分で考え、行動する思考〟の育みに努められたと感じている。 

昨年度はコロナウィルスの影響でどろんこ会グループが基本としている日課の実践が難しいことも

あったが少しずつ緩和され、青空保育、商店街ツアー、銭湯の日を通して地域との関わりを増やすこ

とができた。また開園２年目となり、近隣の保育園にも周知され公園先での交流も増えてきたように

感じる。 

今年度は新たに保護者、地域の親子向けの『勝手かごバザー』を年３回開催した。 

 沢山の衣服を勝手かごに入れてくださる地域の方々への感謝も込めて園内のテラスを使って大々的

に行った。地域の親子から園に対する質問やお子様の成長について声をかけてくださることも多

く、継続して地域との繋がりを大切にしていきたい。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 全園児の成長を全職員で見守れる職員体制を作るため、職員同士の連携を

しっかり行う。 

実践結果 会議形態を見直し、全体の業務を日常の中で行えるように工夫することで

職員同士が話せる時間を作ることができた。リーダーとしての意識が高ま

り、施設長と一緒に園運営を考えていくことができた。 

次年度方向性 リーダーを中心とした会議形態とし、職員一人ひとりが最低２回園長大学

®保育士大学で学んだことをアウトプットできる機会を設ける。 

2 計画・ねらい 園内研修、外部研修の受講を積極的に行う 

実践結果 毎月の園会議の時間を使い、全職員でコンピテンシーの追求を行う。園

内・園外研修で学んだことは共有する時間をつくり、グループワークを中

心に学べる時間を作った。 

次年度方向性 コンピテンシーを継続して活用すること、職員がグループワークを通して

発言力を高めていく。 

3 

 

計画・ねらい 子どもの成長に合った環境設定を行う。 

実践結果 毎週のクラス会議の中で子どもの発達について話す時間をつくり、今の環

境が発達に合っているか考え担任が中心となって設定変更を行った。 

フロアごとの玩具の設置も子どもの姿に合わせて変えることができた。 

次年度方向性 クラス会議で話し合いの場を設け定期的に環境設定を変えていくことを継

続する。クラスを超えた話し合いができるようにリーダー同士で話し合え

る場を設ける。 
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〈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 お迎え対応で不信に思うことなく、子どもの成長が伝わり、感動するよう

な対応をする。 

実践結果 ３分間のお迎え対応でお子様の園での様子が分かるよう、丁寧に伝えてい

った。不安そうな保護者には保育参加や面談を積極的に提案し、落ち着い

た場所で話す機会をつくった。 

次年度方向性 保育参加や面談の機会をさらに増やしていく。保護者とゆっくり話をする

機会を増やし安心していただく。 

2 計画・ねらい うちのこアプリやタイムラインの活用法を考え、保護者と成長を共有する

場になる。 

実践結果 連絡帳やタイムラインを使ってお子様の情報を発信し、お迎え対応時には

園での様子を細かに伝え、成長を共有できる体制をつくった。 

次年度方向性 保育者として子どもをどのように見て、どのような対応をしているか、子

育てのヒントとなるような話し方を職員が学びながら実践していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

 実践結果 今年度から勝手籠のバザーを年３回開催した。地域の保護者が来訪した際

にはパンフレットを渡し、園児の様子を見てもらうことで園を知ってもら

えるきっかけとなった。 

次年度方向性 保育園の子どもも勝手籠バザーの手伝いをすることで地域のご家庭や子ど

もとの交流の機会を持つ。 

2 計画・ねらい 法人主催の地域公開子育て講座を紹介し、保護者や地域の親子、職員と一

緒に子どもについて考える場を提供する。 

実践結果 地域公開子育て講座のチラシを配布・掲示したが、なかなか周知されず参

加していただけることがなかった。青空保育や園に遊びに来てくださった

方たちと関係をつくり、参加しやすい雰囲気を作る必要があった。 

次年度方向性 寺親屋の開催の時には子育て相談の時間を設け、地域の子育て家庭の関係

をつなぐ役割を果たしていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい リーダースタッフが中心となり、園内研修を行う。 

実践結果 リーダースタッフが中心となり、園内研修を進めていく予定だったが全職

員が月ごとで研修に携わり、担当職員が責任感をもって進めることができ

た。リーダースタッフだけでなく、全職員のスキルを上げることができた

と感じる。 

次年度方向性 園長大学🄬保育士大学の研修を受講し、園会議で一人１回発表する場を設

ける。 
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2 計画・ねらい 向上心のあるスタッフ育成をする。 

実践結果 年２回以上全職員と面談をし、保育士としてのステップアップを一緒に考

えた。目標に到達するまでのアドバイス、経験すべき事柄を考え、向上心

に繋げられるようにした。 

次年度方向性 MBO目標の達成に向けて適時・的確に課題は自分が達成できる内容で行

を設定し 

3 計画・ねらい コンピテンシーの追求を全職員で行う。 

実践結果 毎月の園会議でコンピテンシーを実施。コンピテンシーの内容に沿ったク

ラスの強みと弱みを話し合った後、１か月のアクションプランを考え、１

か月間全職員で力を入れて取り組むことができた。 

次年度方向性 コンピテンシーが職員全員の目標になったり振り返りになったりできるよ

う今年度同様に行う。 

 

 

〈５〉大人も子どもも「にんげん力」を高める。 

1 計画・ねらい 子どもたちに必要な体験を積極的に提案・実践できる環境を作る。 

実践結果 職員の発想や話に耳を傾け、保育の中で試せるようにアドバイスをした。

チャレンジするときには施設長もその場に見に行き、困りごとができたら

一緒に考え、遊びの幅が広がるような声掛けを行った。自分で提案したこ

とが実現できた嬉しさからモチベーションに繋がった。 

次年度方向性 保育者やこどもと一緒に楽しむことを目標に必要な体験を考え実践する。 

うまくいかなかったことも含めて子どもと考え振り返る話し合いの場を増

やしていく。 

2 計画・ねらい 互いに学び合う気持ちを忘れずに、日々保育をする。 

実践結果 どの職員にも得意なこと・不得意なことがあることを理解し、得意な部分

を伸ばし、周りに教えていけるような環境や機会をつくることができた。 

職員同士の不満は不満のまま時が流れぬように、必要に応じて間に入りな

がらすぐに解決できるようにした。 

次年度方向性 不満や問題が起こった時には話を聞き、必要な提案を行う。子どもの姿を

どう見ているかを職員間でたくさん話せる場を設け、連携の方法を見直せ

るようにしていく。 

 

 

〈６〉選ばれる園をつくる 

1 計画・ねらい スタッフがやりがいをもち、働きやすい園をつくる。 

実践結果 自分のやりたいことを保育の中で実践し、成功体験を積むことで保育の面

白さや深さ、やりがいを感じられるようにした。施設長と主任が保育を見

て、フォローする機会をつくったことで保育の方向性を近づけ、自信をも
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ってスタッフが保育することができた。 

次年度方向性 自分の得意なことを生かし、自信をもって企画し、職員を巻き込んで全員

で楽しむ。 

2 計画・ねらい 地域を巻き込んだ活動を取り入れ、保護者・地域・自治体に広く知れ渡る

ようにする。 

実践結果 勝手籠のバザーを年３回開催。園主導で開催したが、好評だったため地域

の方と一緒に主催できるような取り組みがあってもよいと感じた。 

次年度方向性 青空保育での出張勝手籠や勝手籠バザーを引き続き開催する。年長児がバ

ザーの手伝いをする。 

3 計画・ねらい 園見学や来訪者に向けてオモテナシの心を持った対応をする。 

実践結果 地域の保護者が来訪した際にはパンフレットを渡し、園児の様子を見ても

らいながら、どろんこ会の説明をすることで園を知ってもらえるきっかけ

となった。小さい質問や電話での問い合わせもできるだけ施設長が対応す

るように心がけ、入園したいと思ってもらえるように丁寧に対応した。 

次年度方向性 いつでもどんなときも丁寧に説明をし、子どもの様子を見てもらい、通い

たい園と思ってもらえるような対応をする。 

 

 

〈７〉自園の強み・特徴を生かした子どもの姿を公開する 

1 計画・ねらい 保育の記録を振り返り、質の向上につなげる。 

実践結果 園会議や昼礼の時間を使い保育内容の振り返りを行ったが、新しく始めよ

うと決めたことが継続されないことが度々あった。職員間の連携や意識の

違いから次に繋がらないことがあったため、最後まで見届けられるように

するべきだった。 

次年度方向性 新しくはじめることや前年から変更したことは継続できるようにクラス会

議に参加し、必要な時には見守りながらアドバイスする。また、省察にコ

メントを入れていく。 

3 計画・ねらい 自園の強みと特徴をしっかりと理解し、発信方法を考え続ける。 

実践結果 保育経験の年数が様々なスタッフが在籍しているが、向上心があり何事に

もチャレンジすることができていた。会議で出た意見を実際に行動にうつ

し、子どもの成長が分かる作品の掲示やお迎え対応を実践し続けた。 

次年度方向性 行事の様子や作品の掲示で子どもの成長がわかるようにし、お迎え対応は

子どもの表情まで想像できるように様子を伝えられるようにする。 
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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 
6人 10人 12人 14人 14人 8人 64人 

年度後半：

10~3月 
6人 10人 12人 13人 13人 8人 62人 

 

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 

10人 12人 13人 13人 14人 15人 15人 15人 15人 15人 15人 15人 167人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 2人 2人 2人 2人 

 

2人 12人 

 

一時保育利用状況  一時利用実施なし 

 

 

〈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 

 

保育士 9人 看護師 0人 栄養士 1人 調理員等 2人 

パート職員 保育士 3人 事務 0人     
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

給食運営会議 月1回 喫食状況確認、配膳方法、献立振り返り 

事故防止委員会 月1回 インシデント、ヒヤリハット検証と分析 

クラス会議 週2回 保育計画の立案、振り返り、子どもの様子共有 

 

 

〈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4回 主任 

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 子どもたち及び職員の健康保持のために保健的環境の維持向上に努

めた。 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理、点検を定期的に行った。 
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防火管理者 災害を想定した訓練計画や消火設備点検、避難経路の確保と点検を

行った。 

食品衛生管理係 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応をした。 

畑係 年間を通した計画案の作成と実施、畑の管理をした。 

生き物係 命の尊さや自然事象への関心を広める機会を設定した。 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

地域支援係 青空保育の計画、地域との交流を積極的に行うことができた。 

 

 

 

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 

・子ども一人ひとりの気持ちを受け止めながら触れあいを多くもつことができ

た。 

・多様な経験を通して感じたことを伝えられる場を大切にした。 

・やりたいことを自分で選択し、好きな遊びを通して興味関心を深めていった。 

・子ども同士が話し合い、一つのものを創り上げる楽しさを知る機会を用意し

た。 

保育参加 4～3月まで 合計28名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計4名 が参加済み  （3月1日時点） 

運営委員会 該当なし 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 畑を最大限に活用する。 

実践結果 読売ランド前どろんこ保育園の里山にある畑を拡大し、最大限に利用でき

ている。1年を通して沢山の野菜を収穫することができた。 

次年度方向性 自園のプランターに年間を通して野菜が育つようにしていく。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環・環境への意識を身につけられる活動を実行する。 

実践結果 月に一回食育活動を行っていくことで「食」の時間を楽しみにし、興味を

もてるように工夫した。食育活動の中で食の循環に関わる話も交えてする

ことで、食に関する知識が身についたと思う。 

次年度方向性 コンポストの取り組みは子どもが楽しめる取り組みだったので継続し、種

を取って種をまく循環を学びながら行う。 

3 計画・ねらい 食事のマナー、食具の使い方を伝えていく。 

実践結果 給食の様子を調理師が積極的に見に行き、食器や食具の置き方を直接伝え

ることができた。食器の置き方を写真で掲示し、子どもたちが見て意識で

きるようにも工夫した。 

次年度方向性 給食スタッフが継続してバイキングや食事の時間に援助に入る仕組みづく

りを行う。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 ０.１歳児 年６回(各月) 2.3.4.5歳児 年3回(4ヵ月に1回) 

歯科検診 年1回(6月) 

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 

①   7月25日に「虫歯の話し」を実施 

②   10月17日に「手洗いうがいをしよう」を実施 

③   1月8日に「性教育」を実施 

④   1月16日「風邪の話をしよう」を実施 

流行した感染症 流行した感染症なし 
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発作・痙攣等の対応 対応なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月23日に保育園にてエピペン研修をスタッフ17名受講し習得済

み 

・本日時点で、在籍スタッフ17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） 

AED設置なし 

その他保健に関する取組 新型コロナウィルスおよび他ウィ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 

 

 

〈５〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 5･7･9･11･1･3月の25日に計6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･11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27日、10月27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  

０.１歳児 年６回(各月)  

2.3.4.5歳児 年3回(4ヵ月に1回) 

歯科健診 各年1回／6月18日 

運営管理 児童・保護者の人権に関す 年2回／4･10月の園会議 



20211215版 

 

るチェック ⇒4月15日、10月21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 過ごしやすく気持ちの良い環境を維持する。 

実践結果 掃除の仕組み改定を定期的に行い、保育室の隅々まで綺麗にできるように

心がけた。物が置いてあることに慣れないように、常に外部の人と同じ目

線で園舎内を見渡せるようにした。 

次年度方向性 定員どおりの人数になるため、部屋の使いか他の工夫が必要となる。その

ため掃除の仕組みを定期的に見直していく。 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

手作り遊具・家具一覧 

 

対象遊具・家具なし 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 消防計画に基づき自衛消防隊を編成し、避難訓練を毎月１回行った。ま

た、うちのこアプリにて災害時緊急連絡を使用し、園が情報発信などを行

い、安否・避難状況・避難先の情報を共有する体制をとることができた。 

2 実践結果 事故防止チェックを年４回、設備点検を年６回行い、ケガ事故防止に最善

を尽くした。 

3 実践結果 インシデント・ヒヤリハット報告書の運営を徹底し、事故防止委員会で検

証をしっかり行うことで事故を未然に防ぐことができた。 

4 実践結果 法人内の全園で事故防止委員会を月に１回行い、同グループ内で状況を共

有し、事故防止策を探っていった。 

5 実践結果 年２回不審者侵入訓練を実施した。また、訓練は避難経路確保・不審者撃

退・通報の訓練で全職員対象として行うことができた。 

6 実践結果 光化学スモックが発生しやすい気象条件・影響・注意報を把握し、発令が

あった場合は内容に合った看板や貼り紙等を掲示した。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度は１名の受入だった。オリエンテーションでは子どもとの関わり方や園での約束事、保育の楽

しさを丁寧に説明し、安心して実習に入れるように配慮した。 

実習が始まる前には、目標やねらいをもって参加できるように話をする時間を作り、次世代を担う人

材育成に貢献できるよう努めた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

12月13日～12月26日 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 1人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

・該当なし 

 

 

 

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 

21日 

14名 

19日

14名 

16日 

14名 

21日 

13名 

18日 

12名 

15日 

14名 

20日 

14名 

17日 

12名 

15日 

13名 

19日 

16名 

22日 

16名 

23日 

16名 

園内研修 21日 

14名 

19日

14名 

16日 

14名 

21日 

13名 

18日 

12名 

15日 

14名 

20日 

14名 

17日 

12名 

15日 

13名 

19日 

16名 

22日 

16名 

23日 

16名 

造形研修 

講師：花原幹

夫  

６月3日、10月28日、11月25日にウェブにて12名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師謝礼 66000円 講師謝礼費 66000円 

合計 66000円 合計 66000円 

見守る保育研

修 

講師：森口先

生  

6月18日、ウェブにて15名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師謝礼 60000円 講師謝礼 60000円 

合計 60000円 合計 60000円 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

10月～11月 
川崎市保育士等キャリアア

ップ研修 
乳児保育 1名 有 or無 

10月～11月 
川崎市保育士等キャリアア

ップ研修 
幼児保育 

1名 
有 or無 

10月～11月 
川崎市保育士等キャリアア

ップ研修 
食育・アレルギー対応 

1名 
有 or無 

10月～11月 
川崎市保育士等キャリアア

ップ研修 
保護者支援 

1名 
有 or無 

 

 

〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

全社員研修 10月に動画視聴にて全体研修を実施（全スタッフ対象） 

リーダー養成研修 出席者なし 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

施設長が年2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 

青空保育、商店街ツアー、園行事で地域と交流できる機会をつくれるように努めた。 

園の存在を理解していただけるように挨拶や交流は丁寧に行った。 

園開放の発信が少なかったためか地域の親子が遊びに来る機会は少なかったが、園独自で開催した年

３回の勝手籠バザーにはたくさんの地域の方が来てくれた。来年度も開催してほしいという声が上が
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っていたため、もっと地域との交流ができるように考えていきたい。 

 

 

〈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：登戸第一公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：登戸駅、登戸郵便局、フルリエ、登戸駅前交番、多

摩区役所、中光堂、太田生花店、多摩図書館、野村精肉店、新川菓子店

等 

世代間交流 新型コロナウィルスの影響で実施なし 

異年齢交流 1月4日にお世話になっている地域の方へ手作り年賀状の配布を実施 

その他活動 9月8日に保育園にてお囃子を実施 

銭湯でお風呂の日 毎月第３金曜日に各10名の少人数で実施 

 

 

 

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 

新型コロナウィルスの影響があり、十分な交流が出来なかった。その中でも事前に連絡をとり、校

庭で行っている体育の授業を見学させてもらうことで小学校に進級する楽しみを感じることができ

た。また避難訓練の際の小学校までの避難練習をする機会を作ることができ、職員も園児も災害時の

避難を想定することができた。 

 

 

〈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 

9月15日 登戸小学校 25名 避難訓練（登戸小校庭） 小学校見学 

10月31日 登戸小学校 8名 授業見学(登戸小校庭) 小学校見学 

1月4日 登戸小学校 

 

22名 年賀状を渡そう 小学校交流 
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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  

・今年度、対象園児なし 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

年間を通して計画的に幼保小の連携を進め、幼保小連絡協議会へ積極的に参加しながら実態を把握

できるよう努めた。新型コロナウィルスの影響で授業参観や小学校訪問はできなかったが、年長児の

就学前には保育所保育要録を小学校まで手渡しをし、情報の申し送りをすることができた。 

「学習指導要録」の学びが少なかったので、来年度継続して学べる機会を用意していく。 

 

 

 

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 

2名 2名 14名 2名 0名 20名 0名 4名 24名  4名  3名  名  64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1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 1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1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 1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 月1回   公園名：登戸第一公園 以下の日程にて実施 
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（支援セン

ター主催） 

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

2名 2名 4名 2名 0名 2名 0名 4名 4名 4名 3名 0名 27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 

２０２3年３月３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：１４時００分 

自己評価終了時刻：１６時００分 

自己評価実施者：穂坂晴美  

 

 

〈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：113％ 

 

 

 

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  

報告すべき内容なし。 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 9月29日 （内容） 

3歳児 下前歯4本脱臼骨折 

テラスのタイヤで転倒し、タイヤで下の歯を打つ 

 

（対応内容） 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 
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※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1日  作成者：メリー★ポピンズ 登戸ルーム 施設長 穂坂晴美 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ 川崎西口ルーム 

 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～ 
『心身ともに健康な子どもたちを育み、子どもたちが“生きる力”を身につける』 

 

“子どもの尊い命を預かっている”ということをスタッフ全員が意識し、園目標でもある「子どもど

真ん中」を常に意識し続けた2022年度だった。 

ただ、午睡時の SIDS チェックの際に、マニュアルは理解し、遵守していながらも、スタッフの意識

が薄れてしまう時期があったため、子どもの命を守るということがどういうことなのかを常に考え続

けるようにしていかなければいけない。 

 

目指すべき子どもの姿は、常にスタッフ全員が意識できるように、園会議などで取り上げるようにし

た。目指すべき子どもの姿にゴールはないため、常に、考え続け、常に求め続ける意識をもって進め

ていく。 

 

 

保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 生き物の世話、畑活動などを通して、食材や食の循環・環境への意識を身

につける。 

実践結果 畑活動は、南河原中学校を中心に行うようにし、南河原中学校と打ち合わ

せをしていきながら、下地を作ることができた。 

生き物の世話もカブトムシを飼育、移動保育先ではヤギやニワトリと関わ

る機会ができ、生き物に触れる機会を多く提供することができた。 

次年度方向性 2022年度で南河原中学校での畑活動を定着させることができたため、次

年度は計画的な畑活動を行うことを意識し、その中で中学生との関わりも

多く持てるようにすることで、異年齢での関わりも活発化させていく。ま

た、コンポストを活用するなど食の循環にもより意識を持ち、保育園とし

てのＳＤＧｓの活動とはどういうものなのかを試行錯誤していく。 

次年度、移動保育の回数を増やし、生き物に触れる機会を増やすことで、

生き物の世話による労働、命の循環、生死教育にもさらに力を入れてい

く。 

2 計画・ねらい ９時に散歩に出発することで戸外活動を充実させ、戸外に出ることで出会

うことのできる「Ｔｒｉａｌ＆Ｅｒｒｏｒの事象」の体験の場を多く提供

する。 

実践結果 戸外に出ることの重要性をスタッフ全員が意識し、戸外での活動時間を多

く確保するにはどうしたらよいか試行錯誤しながら進めることができた。 

また、戸外に出るだけでなく、常にねらいを持って、戸外活動を行うこと

を意識して進めることができた。 
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次年度方向性 次年度も引き続き、戸外での時間を多く確保し、後半に行った幼児組によ

る川崎大師への長距離散歩なども実施していく。 

また、戸外に出ることだけを目的とせず、どんなねらいを持って、戸外活

動を行うかを常に考え続けていく。 

3 計画・ねらい 異年齢の関わりの中で、他者との協働、感情コントロール、目標の達成と

いう３つの要素が求められる場面の環境を構成する。 

実践結果 次年度も継続し、保育園を“大きな家”として捉え、各部屋の鍵を閉める

ことなく、自由に異年齢の交流ができるよう、環境設定を行った。 

幼児クラスの子どもたち中心に自ら決め、行きたいクラスと一緒に戸外活

動を行った。昨年度との違いは、子どもたち自身が保育士数を気にし、

「今日は行けるのか、何人なら、一緒に散歩に行けるのか」を子どもたち

同士で相談し、決めることができるようになった。 

次年度方向性 次年度はさらに、子どもの人数が多くなるが、今年度行ってきた異年齢保

育を継続して行うことを意識していく。 

子どもの人数が増えることにより、人数把握が難しくなることが懸念され

るため、マニュアル遵守を基本とし、スタッフ間、クラス間の連携を強く

意識していく。 

4 計画・ねらい 地域の人との交流を目的にしながらも、自らお金を持ち、お金を払うこと

で、お金に対しての知識や意識を育むマネー教育に取り組む。 

実践結果 スーパー等への買い物などに行くことはできたが、そこからマネー教育に

つなげることができなかった。 

しかし、地域との交流は行うことができ、たくさんの商店、お店に足を運

ぶことで、道中、声をかけていただけることが多くなった。 

次年度方向性 買い物をすることだけでなく、日常の保育の中で、お金に対しての意識や

意識を育むマネー教育に取り組んでいく。 

5 計画・ねらい 就学までの見通しを持ち、各年齢の保育計画の作成、アプローチカリキュ

ラムの作成に取り組む。 

実践結果 園会議等で常に、就学までを逆算した上で、保育を組み立てるよう、伝え

ていった。 

区の年長児連絡会にも積極的に参加し、情報交換を行った。 

今年度末には、小学校との手紙の交換も行うことができ、卒園児の就学へ

の期待を膨らませながら、不安を少しでも解消できる活動を行った。 

次年度方向性 新型コロナウイルスも徐々に落ち着き、小学校との交流も活発になると予

想される。次年度は、手紙だけでなく、小学生との直接的な交流もできる

よう、計画していく。 

 

 

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 子どもたちの育ちを広め、遊びの中で子どもたちがどのようなことを学ん

でいるのかを伝える。 

実践結果 タイムラインやドキュメンテーション、SNS など様々な媒体を利用し、保

護者へ子どもたちの育ちを伝えることができた。 
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次年度方向性 次年度も継続して、各媒体を利用し、子どもたちの育ちを伝えていく。 

2 計画・ねらい 保護者との信頼関係の構築に努めるとともに、保護者とともに子育てを担

っていくものとして、保護者との子育て相談にも積極的に応答する。 

実践結果 接遇を意識した３分間対応をスタッフ全員が意識し、保護者の方の子育て

相談には、積極的に個別面談を促し、実施することができた。 

また、絵本の貸し出しも一年間継続して行うことができ、多くの保護者の

方に絵本を借りていただいた。 

次年度方向性 引き続き、保護者の方の子育て相談には積極的に個別面談を促し、保護者

とともに一緒に悩み、考えていけるようにしていく。 

また、絵本の貸し出しも継続的に行い、絵本の紹介を今年度のようにスタ

ッフが行う。時期をみて、絵本の紹介を保護者の方にもしていただくこと

で、より絵本に興味を持ち、借りていただける人が増えるのではと考え

る。 

3 計画・ねらい 行事や保育参加などへの積極的な参加を促し、子どもたちの育ちを一緒に

喜ぶ。 

実践結果 特に運動会や生活発表会では保護者も一緒に参加し、子どもの成長を感じ

てもらえるものを考え、実践していった。 

保育参加や個別面談も昨年度に比べ、大幅に増加し、ともに保育をするこ

とで保護者との信頼関係を強固にすることができた。 

次年度方向性 引き続き、保育参加、個別面談は声をかけ続け、タイムラインや SNS だ

けでなく、保育参加等を通して、直接的に子どもたちの成長を感じてもら

えたらと考える。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 駅前型保育園という立地を生かし、近隣の商業施設との連携を築く。 

実践結果 引き続き、各商業施設に子どもたちの製作等を展示させていただくことが

できた。地域の方からも各商業施設での製作の展示を見て、見学に来てい

ただいた方もいて、徐々に地域の保育園として、地域の方に認知していた

だいているのを実感している。 

次年度方向性 次年度は、さらに製作等の展示場所を増やし、地域に子育て支援拠点があ

ることを認知していただくようにする。 

2 計画・ねらい 地域の子育て支援世代に対し、必要とされる保育園となる。 

実践結果 広報活動を積極的に行ったことで、数こそ少ないが、ちきんえっぐの参加

者が増加した。 

次年度方向性 今年度、参加してくださった方の中で、次年度の入園を決めて下さった方

もいるので、引き続き、ちきんえっぐ活動を積極的に行っていく。 
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次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 自治体、法人の研修を各スタッフ個人に合わせ、大人の人間力 UP を目指

す。 

実践結果 自治体、法人等の研修を発信したが、研修を受講し、学びを深めるスタッ

フと研修を受講しないスタッフとで二極化してしまった。 

ただ、ぐうたら村への研修、デンマーク研修など学びを深めたいスタッフ

は大きな研修に積極的に参加し、アウトプットもしっかりと行うことがで

きた。 

次年度方向性 スタッフがどんなことを学んでいきたいかをしっかりとヒアリングし、ス

タッフとともに学びの計画を立てていくようにしていく。 

2 計画・ねらい 研修を受講したスタッフが学んだことを他スタッフにアウトプットするこ

とで研修での学びを深める。 

実践結果 園内研修等を利用し、スタッフのアウトプットの機会をできる限り多くと

るようにした。しかし、園会議の議題によっては、時間の確保が難しい時

もあった。 

次年度方向性 アウトプットするまでを研修とし、しっかりとスタッフ一人ひとりの研修

の PDCA サイクルが循環するよう、スタッフとともに考えていくようにす

る。 

 

 

ＳＤＧｓへの取り組み 

1 計画・ねらい 障害、国籍を越えた多様性への理解 

実践結果 点字への興味や国旗への興味など普段の保育の中で伝えることができた。 

絵本でも、点字の絵本を用意したりするなど物的環境も整えることができ

た。 

次年度方向性 次年度は、実際に、障害を持った方や様々な国籍の方と触れ合う機会を多

く作っていく。子どもたち自身の理解を深めていくことで、障害や国籍と

いった違いに出会った時もその違いを感じることなく、交流できるように

していく。 

2 計画・ねらい 地球にある資源を大切にし、自分たちの住む地球を大切にする。 

実践結果 自治体に許可を取り、実際に子どもたちの作成したごみ捨て防止のポスタ

ーを公園内に掲示することができた。子どもたちもポスターの作成をする

ことで、公園内などのごみのポイ捨てに興味を持ち、公園内にごみのポス

ターを掲示した後にごみのポイ捨ての量が減っているのを子どもたち自身

も感じることができていた。 

次年度方向性 ごみのポスターの効果が公園内のごみのポイ捨て減少に大きく貢献してい

るので、他公園にも掲示をしないか自治体と検討していく。 

また、ごみのポイ捨て防止ポスターをきっかけに他のエコ活動もないか子

どもたちと相談しながら、取り組んでいく。 
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必要なものしか置かない施設 

1 計画・ねらい 保護者、来訪者がいつ見ても、気持ちのよい施設にする。 

実践結果 常に景観を意識し、園運営を行う。 

園見学の方々からも常にお褒めの言葉をいただき、好印象を持っていただ

いている。 

次年度方向性 次年度も引き続き、客観的な視点を意識し、保育園の顔である玄関を中心

として、各クラスの棚の上等に至るまで美観を意識した環境設定を行う。 

2 計画・ねらい 常に客観的な視点を持ち、整理整頓されているのか、清潔なのかを意識す

るようにする。 

実践結果 倉庫内、事務所など年間通して、整理整頓を意識し、無駄な在庫を確保す

ることのないよう、整理整頓を意識した。 

しかし、子どもたちのロッカーは時折、整理できていない状況が見られ、

スタッフが意識することはもちろん、子どもたち自身にも自らのものは自

ら整理する意識を持つように意識づけする必要がある。 

次年度方向性 管理職だけでなく、スタッフ全員が整理整頓の意識を持つことで、常に清

潔で整理された保育環境を子どもたちに提供していく。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

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 
36人 60人 67人 77人 28人 18人 286人 

年度後半：

10~3月 
36人 60人 66人 78人 30人 24人 294人 

 

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 

137

人 

125

人 

163

人 

125

人 

123

人 

160

人 

174

人 

172

人 

183

人 

152

人 

139

人 

150

人 

1803

人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 20人 1人 1人 3人 1人 1人 1人 28人 
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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 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 0人 ０人 ０人 0人 ０人 

うち0

歳児 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

（解説）一時保育事業の実施なし 

 

 

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 8人 看護師 1人 栄養士 3人 調理員等 ０人 

パート 

スタッフ 

保育士 2人 補助 ０人 調理 0人 事務 １人 

 

 

 

3. 運営報告 
 

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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園運営に関わる報告及び検討・保育についてのディスカッシ

ョン・ロールプレイング 

給食運営会議 月1回 児童の健康・アレルギー・クッキング等 

事故防止委員会 月1回 子どもの事故、ケガを未然に防止することを目的とする。 

ケース会議 月1回 個別配慮を要する子どもについてディスカッションを行う。 

週案会議 週1回 クラスの子どもの情報を他クラスの担任と情報共有、ディスカ

ッション 
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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５回（5.9.11.1.2月） 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 

 

 

係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 看護師が主に担当。衛生用品の在庫管理、自治体と連携し、救

急救命講習の実施など多岐に渡り、活動。次年度は看護師だけ

でなく、主任や他スタッフも担っていくようする。 

安全対策係 主任が主に担当。クラス内での設備の安全管理はクラス担任が担

い、普段の子どもたちの姿、様子から危険な箇所はないか日頃から

確認するようにした。 

防火管理者 施設長が主に担当。避難訓練や不審者侵入訓練など保育園だけ

で行うのではなく、クライアントとも協力し、実施するように

した。 

また、避難訓練の際の責任者担当を施設長だけでなく、他スタ

ッフが担うことで、施設長が不在の時も対応できるよう、訓練

を行った。 

食品衛生管理係 栄養士が主に担当。マニュアルを基本とし、管理を徹底した。 

次年度はアレルギー児が増えることもあり、より徹底した食品

管理をしていく必要がある。 

畑係 保育士が主に担当。年間の畑計画に沿って、南河原中学校での

畑活動を行った。地域交流も含め、今年度からの南河原中学校
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の畑を使用しての畑活動だったため、試行錯誤しながら畑活動

を進めた。次年度は、畑の年間計画を基本とし、通年通しての

畑活動が持続されるようにしていく。 

生き物係 保育士が主に担当。カブトムシの飼育や鶴見どろんこ保育園で

の移動保育など生き物と通年通して、触れ合うことができた。

しかし、保育者の働きかけも少ないところもあり、継続した飼

育にはつながっていないため、次年度は、継続して飼育できる

ようにし、生き物をより身近で感じられるようにしていく。 

 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 開園し、初めての開催。感染症対策を実施しながらの開催だった

が、地域の方が110名参加して下さった。 

今年度は、保育園が中心で開催した祭りだったが、次年度は、ど

ろんこサポーターズとともに、どろんこ祭りを開催し、保護者も

一緒にできるようにしていく。 

 

 

 

4. 保育支援 
 

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 

・保育参加、個別面談の数が昨年度に比べ、大幅に増え、保育園としてどんな保

育をしているかということを知っていただくことができた。新型コロナウイルス

もあり、感染症を心配される保護者が一定数いるが、実際に保育園でどのような

保育が行われているのか知っていただくには、実際にみていただくのが一番だと

感じているので、次年度も変わらず、保育参加を促していくようにする。 

保育参加 4～3月まで 合計16名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計13名 が参加済み  （3月1日時点） 

運営委員会 実施なし 
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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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 自分たちが育てた食材を調理し、食べることで『食』への興味関心を広げ

る。 

実践結果 畑活動が継続的に行われず、畑の収穫が少なかった。そのため、食育活動

として食循環を行うことはできていない。 

しかし、子どもたちの「食」に対しての言葉かけにはスタッフ全員が意識

し、「食」への意識が失うことのないように意識した。 

次年度方向性 次年度は南河原中学校の畑を年間通じて稼働させ、育てた食材をもとに食

育活動を行なっていく。 

2 計画・ねらい 空腹感を感じ、食べたい時に食べたい場所で食べたいものを食べたい人と

食べたいだけ食べることのできる環境作り 

実践結果 常に『食べたい時に食べたい場所で食べたい人と食べたいだけ食べるこ

と』の環境作りを意識し、子どもたちも自ら選択し、食べたい場所で食べ

ていた一年だった。 

次年度方向性 次年度は、テラスでの縁側給食を継続的に行い、テラスでの縁側給食も子

どもたち自身で選ぶことができるようにしていく。 

3 計画・ねらい 日本、世界の郷土料理を知る。 

実践結果 献立の中にあった郷土料理については子どもたちに伝えていくことができ

たが、継続的な活動にはならなかった。 

次年度方向性 次年度は園全体として意識し、継続的な活動にしていくことで、自分たち

の住んでいるところ以外のところにも興味関心が持てるようにしていく。 

 

 

保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 0～1歳児：１回/２か月 ２～５歳児：４回/年 

歯科検診 6月3日に園にて実施 

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 

①6月24日に幼児クラスにて歯科指導を実施 

②9月30日に幼児クラスにて手洗い指導を実施 
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流行した感染症  2月にインフルエンザ、園児13名・スタッフ5名蔓延 

発作・痙攣等の対応 特になし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に園にてスタッフ13名受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ18名のうち、13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） 

ＡＥＤ設置なし 

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 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22日、10月11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 ０～１歳児：１回／２か月  

２～５歳児：１回／４か月 

歯科健診 各年1回／6月3日 
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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22日、10月28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 

 

 

実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 子どもたちの遊びの姿に合わせた環境作り 

実践結果 保育環境については、常にスタッフ全員が子どもの姿を基に“変化させ

る”ことを基本とし、試行錯誤して進めた。 

子どもたちの遊び、流行は常に変化するものであり、その遊びが継続され

るか、しないかは保育環境次第だということを園会議や昼礼を通して、伝

え続けた。 

次年度方向性 次年度も変わらず、保育環境に完成はないことを伝え、「昨年度もこの環

境だったから」ということは考えず、子どもの姿を見ながら、常に変化せ

ていくように伝えていく。 

2 計画・ねらい 保育者の声よりも子どもの声に溢れた保育園にする。 

実践結果 保育者の声が子どもの上を横断することのないように常にスタッフ全員が

意識していた。また、保育者の言葉かけの内容にも意識するようにスタッ

フに伝え、正しい日本語で話すよう、スタッフも意識できていた。 

次年度方向性 次年度も引き続き、保育者の声の大きさを意識し続け、保育者も人的環境

として、環境の一つだということを意識していく。 

 

 

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 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 実践結果 避難訓練を毎月、実施し、クライアント主催の商業ビル全体の避難訓練に

も参加した。不審者侵入訓練もクライアントと協力し、防災センターと連

携した訓練を行った。 

2 実践結果 ヒヤリハットの記載が少ないのが課題となっていたが、ヒヤリハットの記

載用紙を各クラスではなく、事務所に設置することで、ヒヤリハットの記

載件数がアップし、危機管理に生かすことができた。 
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3 実践結果 マニュアルの理解度が上がったことで、内部監査でも指摘項目が少なく、

自治体監査でも大きな指摘なく、終えることができた 

4 実践結果 川崎市メール配信システムに登録し、常に最新情報を手に入れることがで

きた。 

5 実践結果 自治体主催の救急救命講習を実施。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

今年度の振返り 

今年度、初めての実習生を受け入れた。 

スタッフも自園での初めての実習生への指導に戸惑いもあったが、自身の保育を実習生にアウトプ

ットする機会は、自らの保育を振り返る良い機会となり、スタッフにとっても、成長する機会となっ

た。 

また、畑をお借りしている南河原中学校の社会科見学も受け入れ、一人でも多く、保育の世界に興味

を持ってくれる中学生がいてくれたらうれしいので、今後も中学生を受け入れていく。 

 

 

実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月16日～29

日 
横浜こども専門学校 5人 観察実習 

 

 

中高生の受入 

日程 学校名 人数 

6月7日 川崎市立南河原中学校 5人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

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 

22日 

16名 

27日

16名 

24日 

16名 

22日 

16名 

26日 

16名 

30日 

15名 

28日 

14名 

25日 

14名 

23日 

15名 

27日 

15名 

22日 

15名 

24日 

15名 

園内研修 22日 

11名 

27日

13名 

24日 

11名 

22日 

9名 

26日 

12名 

30日 

10名 

28日 

10名 

25日 

8名 

23日 

10名 

27日 

10名 

22日 

11名 

24日 

11名 
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外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月16日 

～23日 

川崎市子ども未来局保育事

業部 

保育理念「いま本当に育て

たいこと」 
1名 有 

5月30日 

～６月6日 

川崎市こども未来局保育事

業部 
0，1，2歳児の保育 

1名 
有 

6月21日 
川崎市こども未来局保育事

業部 

園の深刻事故予防と事故後

対応：夏に向けて 

1名 
有 

6月27日 

～７月４日 

川崎市こども未来局保育事

業部 
人権研修 

1名 
有 

9月5日 

～9月12日 

川崎市こども未来局保育事

業部 
3，4，5歳児の保育 

1名 
有 

11月7日 

～14日 

川崎市こども未来局保育事

業部 
子どもの生きる力を育てる 

1名 
有 

 

 

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 

欠席 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17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11日に園にて3名（保育士）が出席 

第2回：7月6日に園にて3名（保育士）が出席 

第3回：9月7日に園にて3名（保育士）が出席 

第4回：11月9日に園にて3名（保育士）が出席 

第5回：1月11日に園にて2名（保育士）が出席 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 1月20日～2月2日に1名のスタッフがアスモンスミーネ保育園にて勤務 

 

 

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。 
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8. 地域交流 
 

今年度方針・テーマの振り返り 

今年度の方針 

地域での認知度を高め、数ある保育園の中から“選ばれるため”に自園で行っている保育を外部に

発信し続ける。 

 

 振り返り 

SNS を中心とし、外部へと自園が目指している保育を発信した。 

今年度、はじめての SNS 発信だったため、試行錯誤をしながらの発信だったが、日常の子ども

たちの姿を発信し、普段の遊びの中で、子どもたちはどのようなことを学び、成長しているかを

投稿し続けた。 

また、各商業施設での子どもたちの製作の展示や公園内にごみ捨て防止ポスターを掲示するなど

地域の方々が立ち寄るところに多く、展示することで、地域の方に自園を認知してもらえるよう

にした。 

 

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：西口さんかく公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：おむすび権兵衛、ユニディ、肉の不二家、三田青果

店、川崎幸市場、ライフ、さわみつ青果、アンデルセン、メゾンカイザ

ー、モンソーフルール、マッドマン、博多てんぷらやまみ等 

世代間交流 新型コロナウイルスの影響もあり、実施なし 

異年齢交流 8月に園にて小学生のミニ先生を実施 

その他活動 デルタ川崎にて5、8、10、２月に子どもたちの制作物を展示 

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 
 

今年度の振り返り 

新型コロナウイルスの影響もあり、子ども同士の交流はできなかった。 

しかし、Web を利用した教諭や保育者との話し合いや授業参観など昨年度は行うことができなかった

が、今年度は、職員間交流を行うことができた。 

 また、子ども同士直接的な交流はできなかったものの、就学児が小学校に向けて、就学に向けて不安なこ

とを手紙にして質問し、それに伴い、小学生に返事をもらう手紙の交換の活動を行うことができた。 

手紙を受け取る際も、校舎内に立ち入ることはできなかったが、校庭内は散策することができ、昨年度に比

べると、多くの交流を行うことができた。 

次年度は、昨年度の交流をきっかけに子ども同士の直接的な交流ができるようにしていく。 
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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 

5月18日 幸町小学校 1名 体育館利用調整 職員間交流 

11月29日 御幸小学校 1名 授業参観 職員間交流 

2月15日 御幸小学校 16名 手紙の交換 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

個別支援計画の作成・見直しの状況 

今年度、対象園児なし 

 

 

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：16名 

園会議の中で各クラスの子どもたちの報告を行い、担任だけでなく、園全体で各クラスの子どもた

ちについて話し合い、議論していくようにした。 

担任をそれぞれ置いているが、保育園の全園児を全員が担任をしている意識をもって、議論を重ねる

ことが出来た。 

 

 

進級引継、および小学校への引継状況 

今年度、4名の進級となる。 

児童要録を４名分作成し、小学校へ引き継ぎも完了。小学校との交流の一環として、子どもたち同

士の交流はできなかったが、手紙という媒介を通して、交流し、小学校への不安なこと、聞いてみた

いことを手紙にし、小学生に返事をもらうことができた。 

次年度は、直接的な交流を多く行っていきたい。 

 

 

 

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 0名 0名 0名 4名 0名 4名 0名 2名 2名 2名 0名 14名 
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実施項目 詳細 

園開放 （月）～（金）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（金）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）～（金）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：西口さんかく公園にて 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 0名 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２２年10月31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：12時00分 

自己評価終了時刻：14時00分 

自己評価実施者：施設長、主任 

 

 

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：100％ 
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（省察）全体として、大きなご意見は見られなかったが、玄関での混雑についての記載が何点か見ら

れた。保護者のお迎え時間のピークがどうしても決まっているため、混雑してしまうのは仕方ない

が、待っている間に、“待たされている感”をぬぐうために、「スタッフによる絵本の紹介」や「ド

キュメンテーションの掲示」など待っている間も、“待たされている感”を感じないような工夫を通

年通して行っていった。 

 

 

 

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。 

 

 

報告すべきご意見   

報告すべきご意見 0件 

 

 

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：メリー★ポピンズ 川崎西口ルーム施設長 岩本 亮 
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２０２２年度 八山田どろんこ保育園 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～ 
当園は地域の中での併設園で２年目を迎え併設園の在り方を模索しながら取り組んできた。小さな積

み重ねを大事に、検討を重ねてきた。今後も、より良い併設園の形を目指して進んでいくことが求め

られている。 

特に取り組んできたこととして、 

① 子どもの保障される権利を尊重し、自分も他者も大切にできる価値観を育み、子どもの人権を尊重

し気持ちに寄り添い、丁寧なまなざしを持って育んできた。 

② 基本としている異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操・散歩９時出発・畑仕

事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・青空保育を確実に実施した。 

③ 体験を重視し、子どもたちが人・自然・もの・出来事と様々に関わる暮らしの中で、豊かな感性が

育くみ、体験を通して探求の芽生えを育くんできた。 

④ 受容し安心して生活する場を保障し、自らの興味や関心に基づき主体性を大事にする保育を進めた

。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 法人の大事にしている基本活動を理解し、保育に従事する。 

実践結果 基本活動「日課」の意義を職員が理解し、子どもと取り組んだ。 

 

次年度方向性 日課に対しての日々の丁寧さを追求し、基本活動の大切さを伝えていく。 

2 計画・ねらい 遊び込む場を創っていく。 

実践結果 子どもの生活・遊びは学びであり「遊び」を通した子どもの育ちに気づ

き、何を学んでいるのか、何を支援すればよいのか環境や手立てを言語化

していった。 

次年度方向性 子どもが何に気づき、何を学んでいるのか、何を支援すればよいのか環境

や手立てを言語化し、来年度も継続して進めていく。 

3 計画・ねらい 養護的側面「一人の人として受け入れられる」教育的側面「資質・能力

」を生活・遊びを通して育くむ」の両側面から充実を図っていく。 

実践結果 接続期カリキュラム「学ぶ力」「関わる力」「生活する力」のカリキュラ

ムの再考をした。 

次年度方向性 語り合う文化を大事にしながら、子どもの面白い・子どもから教えられた

等を日々の中で伝え合う。 
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〈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 保育園と保護者の綿密な連携をする。 

実践結果 

 

・随時、育児不安解消を目的とした子育て等に関する様々な支援を行い

保護者が主体的に育児を行えるようにパートナーとして一緒に考え、

共に子育ての楽しさを共有していきながら、地域の様々な方と繋がっ

た。 

次年度方向性 今後も、保護者面談等での連携を図り、共に子育ての楽しさを共有して

いきながら、地域の様々な方と繋がった。 

 

2 計画・ねらい 子どもの成長を丁寧に伝えていく。 

実践予定内容 保育の過程や子どもの育ちの言語化・可視化し伝える機会をつくった。 

職員が日々３分間対応の中で様子を丁寧に伝えていった。 

 

次年度方向性 今後も継続して日々何かに向かって努力する姿や葛藤する姿を伝えたり、

家での様子も共有したりすることで、子どもが自ら育つ最善の環境を一緒

に考え合える関係性を作った。取り組んでいく。 

3 計画・ねらい 送り迎えの際、ほっとできる場の構築。 

実践予定内容 大人が癒される場をつくった。 

次年度方向性 保護者がほっとする場の構築を進める。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 

 
計画・ねらい 園庭を開放し地域の方の癒しの場にする。 

実践結果 

 

コロナ感染拡大予防のために、地域の方が利用するのが少なかった。 

次年度方向性 園庭を開放し、地域の方が地域の方と繋がる場を創生する。 

２ 

 

 

計画・ねらい 保育園の様子を外部に発信していく。 

実践結果 

 

ブログで保育園の様子を伝え、地域に開かれた子育て支援を行った。 

次年度方向性 来年度もよりブログでの発信を進めていく。 
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３ 計画・ねらい 園と家庭・地域が協働し、いつでも気軽に集える場として地域の方が保育

園を活用し、園が安心拠点として機能していく。 

実践結果 

 

子育て等に関する相談や援助をした。 

   

次年度方向性 併設園を活かして、支援していくようにする。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 園の風土として保育士だけではなく、携わる全てのスタッフ・併設のつむ

ぎスタッフと豊かな同僚性を育くむ。 

実践結果 保育に打ち込める環境、互いに認め合い尊重される関係性を基に働きやす

い職場環境を作った。 

次年度方向性 その上で、語り合う文化の定着を図る。今後も職員は日常的に保育を語

り、子どもを深く理解していくことを推進していく。 

2 計画・ねらい 保育所保育指針の理解を深める。 

実践結果 基本的な理解を再確認した。 

 

次年度方向性 「5領域」「指針」「環境構成」「養護」「教育」「接続期」「遊び込

む」をキーワードにし深く掘り下げていく。 

３ 計画・ねらい 学びを広げていく。 

実践結果 

 

自分の考えを積極的に表現した。 

育ちや学びを保証していく中で必要なことを考えた。 

 

次年度方向性 更に充実していくために環境構成の視点から今後も深掘りしていく。 

 

〈５〉インクルーシブ保育の実践 

1 計画・ねらい 多様性を子どもも大人も受け入れ、互いを認め合える保育と職員集団を作

っていく。 

実践結果 今までの保育の在り方や考えを一旦捨てて、子どもと向き合っていった。 

次年度方向性 その中でそこに携わる大人全てが一緒に保育を創り直す場を大事にした 

2 計画・ねらい 一人ひとりの良さと違いを理解し、子どもの一人ひとりの健やかな成長を

育くんでいく。 

実践結果 

 

「試行錯誤＝trial and error」ができる場を大事にしていった。 

次年度方向性 今後の継続し進めていく。 
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3 計画・ねらい 併設園の機能の充実を図る。 

実践結果 保育園・つむぎ両機能の充実を測り連携の拡充を図っていった。 

 

次年度方向性 保育園・つむぎ両機能の充実を測り連携の拡充を更に図っていく。 

 

 

〈６〉食の循環への直接体験 

1 

 

計画・ねらい 法人の食のこだわりを追求する。 

実践結果 

 

食育３大方針「調理・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる」「噛む力

を育て、素材を味わえる状態で提供」「子どもが自分たちで盛り付け・配

膳して食べる」ことの実践をしていった。 

 

次年度方向性 法人の食のこだわりを更に追求する。 

2 

 

計画・ねらい 豊かな食の体験の場の構築。 

実践結果 子ども達の試行錯誤の場面を大事に繋げていった。 

次年度方向性 様々な食育体験の中での活動の中での子どもの発想や想いを丁寧に繋げて

いった。 

 

３ 計画・ねらい SDGS を考える場をつくる。 

実践結果 子ども自らが食材や食の循環・環境への意識を身につける活動の実行を進

めていった。 

 次年度方向性 コンポストの運用活用を更に充実させていく。 

 

 

〈７〉子どもも大人も保護者も自分らしく活かされる場の構築 

1 

 

計画・ねらい 居心地の良い場所を創る。 

実践結果 子どもが自分らしさを発揮し、主体的に生活し居心地の良い場所を作っ

た。 

次年度方向性 個性が響き合い自分らしさが保証され職員・子ども・保護者全てが子ども

と共に語り合う風土を大事にし、自分らしく心弾ませ活かされていく場を

作っていく。 

2 

 

計画・ねらい 弱みも強みも活かされる集団づくり 
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実践結果 仲間の価値観、物事のとらえ方を知ることができた。 

 

実践予定内容 職員も保護者も子どもの出来事を通して共に喜び会う集団作りをする。 

 

 

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 
90人 90人 90人 89人 86人 55人 500人 

年度後半：

10~3月 
90人 90人 90人 90人 84人 63人 507人 

 

 

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 

159

人 

177

人 

242

人 

212

人 

209

人 

163

人 

235

人 

232

人 

177

人 

221

人 

127

人 

130

人 

2284

人 

うち0

歳児 

1人 4人 4人 4人 5人 6人 6人 5人 6人 6人 2人 3人 52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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 

 

〈２〉開所時間 

７時００分～２０時００分   

 



20221215 版 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 16人 看護師 0人 栄養士 3人 調理員等 0人 

        

パート 

スタッフ 

保育士 0人 補助 2人 調理 0人 事務 1人 

用務 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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・研修計画に基づき研修 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 危機管理・安全対策・検証・研修 

ケース会議 週1回 子どもの様子の共有 

クラス会議 週1回 月・ねらいの確認・様子の報告 

 

 

〈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 



20221215 版 

 

主任会議 

／法人本部 

年12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 グループ全体で園児健康管理業務改善を目指し、各園が園会議で検

討した事項をもとに開催する 

安全対策係 けが防止・危機管理マニュアル参照 

防火管理者 災害対策・避難訓練防災計画・自主点検 

食品衛生管理係 衛生点検・給食提供マニュアル参照 

畑係 畑管理 

 

 

〈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 地域の方・どろんこサポーターを中心に行った。 

 

 

 

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 

・園生活での様子や理解を深めることに注力した。 

・面談の形にはこだわらず、声をかけ、察知できるように心がけた。 

 

保育参加 
4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月1日時点） 

・希望する保護者が参加／保育参加アンケートにご記入いただく 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計54名 が参加済み  （3月1日時点） 

・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 
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〈２〉計画した年間行事の振返り 

 ・別紙「２０21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 心地よい空間作りをし、調理員・保育士・施設長とこどもと一緒に食べ

る。 

実践結果 四季を感じる気持ちの良い空間の中で食事をし、身近な人と食べて美味し

いと思う子を育んだ。 

 

次年度方向性 食の循環・SDGS を含め、子ども職員が一緒に考える食育にしていく。 

 

〈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16日／11月10日に実施 

歯科検診 6月14日に八山田どろんこ保育園にて実施 

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 

(ア)   6月4日に幼児室にてはみがき指導を実施 

(イ)   9月3日に幼児室にて手洗い、うがい指導を実施 

(ウ)   12月20日に幼児室にて性教育を実施 

流行した感染症 ９月に新型コロナ、郡山市保育課へ報告  10月1日に終息 

 

発作・痙攣等の対応 計１名に対し、計１回ダイアップ使用 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・４月５日に保育園会場にて保健研修を６名が新たに受講し習得済

み 

・本日時点で、在籍スタッフ24名のうち、24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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底した。 
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〈４〉各種点検 

危機管理 設備点検チェック 5･7･9･11･1･3月の25日に計6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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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9日、10月8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／7月1日、12月16日 

歯科健診 各年1回／6月18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16日、10月15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 

 

 

〈５〉実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 居心地の良い場を創っていく 

実践結果 安心でき居心地の良い空間から隣り合う空間(０歳から５歳)の行き来を大

切にできた。 

次年度方向性 環境の再構成を目標に良い環境を目指していく。 

2 計画・ねらい 試行錯誤をしながら遊びこむ環境を創っていく。 
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実践結果 「深く学ぶ」「深く観る」ことを大事に心ゆさぶられる環境を大事に保

育士も共に感じ、子どもと一緒に環境を創っていった。 

 

次年度方向性 興味・関心を基盤に「学びの芽生え」を大事に協働的な学びを生み出す場

を大事にできた。 

3 計画・ねらい 遊び込む場の見直しを図る。 

実践結果 夢中になる場・空間・時間・他者との共有を保障し、再構成できる職員の

育成ができた。 

次年度方向性 興味・関心を基盤に「学びの芽生え」を大事に協働的な学びを生み出す場

を大事にしていく。 

 

 

〈６〉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 パーテーション  毎日 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 実践結果 防災：消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施した

。震度５弱以上の際は、園が情報を発信安否・施設状況・避難先・を情報

共有する体制を作れた。また、帰宅困難者対策をふまえ災害に備えること

ができた。マニュアルの徹底を心掛けた。 

2 実践結果 ケガ事故防止 事故防止チェックリスト年４回、設備点検年４回を行い事

故防止の徹底を図った。また、マニュアルにある園外保育・遊具等の保育

士行動指針の徹底を図った。 

3 実践結果 インシデント・ヒヤリハット報告の分析をした。 

4 実践結果 グループ内で状況を共有し日々の保育の中で事故防止策を探った。 

5 実践結果 防犯：年２回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者訓練を実施

した。また、訓練は避難訓練確保・不審者撃退・通報の訓練で職員全員を

対象とした。 

6 実践結果 光化学スモッグ・光化学スモックが発生しやすい気象条件・影響・光化学

スモッグ注意報を把握し発令があった場合は、内容にあった看板・貼紙等

を提示するが発令はなかった。 

7 実践結果 リスク管理委員会によるリスクマネジメントをした。 
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６.実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

保育に携わりたい・子育てに興味を持ってもらう為に積極的に中学校・高校の受け入れを実施し

、学校単位・個人での参加を促していく。 

 

① 年間を通した小中高生の保育園体験ボランティア活動の受け入れ 

② 夏冬春休み期間中高生の職場体験ボランティア活動の受け入れ 

③ 一般および学生の各種ボランティアの受け入れ 

保育養成校の学生の受け入れは、次世代を担う保育・福祉の現場で活躍する人材を育成する

ために、積極的に受け入れる。 

④ 保育養成校の学生の実習受け入れ 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

2/13～2/27 郡山女子短期大学 2人 観察実習 

2/15～3/1 福島大学 2人 本実習 

 

 

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 

15日 

27名 

13日

26名 

10日 

25名 

8日 

24名 

19日 

18名 

9日 

21名 

14日 

22名 

11日 

23名 

9日 

22名 

13日 

22名 

18日 

23名 

18日 

23名 

スキルアップ

研修 

27日 

10名 
 

8日 

5名 
   

26日 

10名 

25日 

12名 
    

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月21日 安田式体育遊び研修会 基礎講座 3名 有 or 無 

7月28日 安田式体育遊び研修会 基礎講座 3名 有 or 無 

12月7日 キャリアアップ研修 乳児保育 2名 有 or 無 

12月11日 キャリアアップ研修 乳児教育 2名 有 or 無 



20221215 版 

 

1月12日 キャリアアップ研修 マネジメント 2名 有 or 無 

1月20日 キャリアアップ研修 組織目標 2名 有 or 無 

2月2日 キャリアアップ研修 幼児教育 2名 有 or 無 

 

 

〈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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16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） 

 

 

〈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 

核家族化や地域のつながりの希薄化、子育ての負担や不安、孤独感が高まっているため、保育園・地

域・家庭が一体となって、子ども子育て支援を行い、子どもの健やかな成長を保障できるよう取り組

む。地域の方が自由に園を利用し地域の相談しあえる仲間でいられるようにとの思いから、月１回「

ちきんえっぐ」を発行し、年間計画のもと地域交流を行う。 

 

 

〈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：八山田子ども広場にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ﾌﾙｰﾂﾋﾟｰｸｽ、ﾌﾞｲﾁｪｰﾝ、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ、東邦銀行、郡山

信用金庫、富田東郵便局、大東銀行、ﾐﾆｽﾄｯﾌ、ﾟ郡山北警察署、柏屋ﾐﾆｽﾄ

ｯﾌﾟ、ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ、ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸ、かんのや、ｶｲﾝｽﾞ、あひるのｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等 
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世代間交流 老人ホームとの交流を行った。 

異年齢交流 中止 

その他活動 11月9日・1/20保育園にて異文化交流（ﾓﾝｺﾞﾙ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）実施 

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 

２１世紀の教育の在り方が模索され「小学校学習指導要領」「保育所保育指針」が改訂された。

また、こどもの生活の連続性を踏まえ小学校と連携が円滑にいくように連携・接続していく。キ

ーワードになっている「主体的・対話的学び」とへの教育のありかたを具体的に小学校の教諭と

共に要領・指針の相互理解を図っていった。 

 

以下計画について、小学校と相談・協議を４月１日（土）より開始する。小学校との交流活動（小

学校見学・運動会未就園児プログラムへの参加）を通じて小学校との交流を図る。また、幼保小連

絡会議への参加を通じての情報交換を行う。また、小学校へのスムーズな接続を実現するために、

保育所保育要録送付児童情報申し送りの面談を実施した。 

 

 

〈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 

8月29日 大島小学校 

 

1名 ・書類提出 

・電話にて対応 

就学前連携 

2月27日 行徳小学校 

  

1名 ・電話にて対応 就学前連携 

２月1日 富田西小学校 

 

1名 ・電話にて対応 就学前連携 

 

 

 

１０.要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

【個別支援計画の作成・見直し】 

 支援児がいる場合作成した。 

 

【毎月のケース会議開催】４～３月に計１０回開催予定 参加者：１０名予定 
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【進級引継、および、小学校への引継】 

小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育所保育要録送付児童情報申し送りの面談を実施

した。 

 

〈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：98名 

日々の関わりを振り返りながら、毎月子どもの姿を共有し、今後についての見通しを持った計画を話

し合い、再検討を繰り返していった。 

担任以外の関わりの中で気づきを共有していくことで、多角的に見ていく中で状況を把握していっ

た。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

進級の引継ぎに関しては、経過記録等の把握、伝達を行っている。 

各小学校との接続に関してはスムーズに移行できるようアプローチカリキュラムを作成し小学校へ

の接続を意識したカリキュラム構成の中内容の充実を図った。また、小学校へのスムーズな接続を図

るために、保育所保育要録送付し個別に申し送りの伝達を行った。 

 
 

 

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 

7名 １0名 9名 20名 12名 21名 ２6名 2０名 4名 4名 3名 3名 139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２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24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 

5名 2名 8名 3名 2名 4名 2名 1名 1名 2名 2名 2名 34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6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 

2名 8名 1名 7名 10名 3名 3名 18名 4名 2名 1名 2名 61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 
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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 

２０２３年３月１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： ９時００分 

自己評価終了予定時刻：１２時００分 

自己評価実施予定者：真島里佳 
 

〈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：100％ 

 

戸外での活動等外遊びの充実等保育方針にある一定の理解を保護者の方から頂いている。雨の日の登

園時の預かりに関してはご意見を頂いたがスムーズに誘導できるように周知していくことで解決でき

ると考える。励ましの言葉を沢山いただき、職員も励みになっている。今後も安心して預けられる施

設を維持し、より質の向上も図っていきたい。 

 

 

 

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   

報告する案件なし 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

報告すべきケガなし 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：八山田どろんこ保育園 施設長 真島 里佳 
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２０２２年度 三筑どろんこ保育園 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～ 
どろんこ会における日課、さくらんぼリズム体操・座禅・雑巾がけ・鶏の世話・畑仕事・異年齢保育 

等に取り組む意味を考えながら、丁寧に取り組んだ。また子どもも保育者も Trial＆Error を楽しむ 

ために、好きな場所で好きな遊びを好きなだけ遊べる環境作りにも努めた。室内環境を整えていった 

ことで、子ども同士が混ざり合うようになり異年齢保育を深めていくことができた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 日課・基本活動の充実 

実践結果 さくらさくらんぼリズム体操・座禅・雑巾がけ・鶏の世話・畑仕事・散歩

9時出発まで､8時からの朝の流れを見直し0～5歳児全員で実施できるよう

取り組み、異年齢保育が深まった。 

次年度方向性 朝の流れは定着してきたが時間の見直しが必要かと思われるので、やるべ

きことは行いつつ多くの子どもが取り組めるよう改善を進めていく。 

2 計画・ねらい 異年齢・インクルーシブ保育の充実 

実践結果 法人の取り組み「大きな家」を念頭に、異年齢保育の実施を行うことが出

来た。室内環境を子どもの発達や興味に合わせて整えいくことで、子ども

が自然と混ざり合うようになり、それぞれの交友関係が広がっていった。 

次年度方向性 年上児への憧れや世話をしてあげたいという思いを大切にして、子ども自

ら友だちに関わり互いに成長できるような関係性を作っていく。また、職

員間のトレードも積極的に行うことで、それぞれが子どもの特性や様子を

把握し、園全体で子どもを見守る体制を強化していく。 

3 計画・ねらい 保育環境の充実 

実践結果 定期的な保育の振り返りと環境の見直しを行い、好きな場所で好きな遊び

を好きなだけ遊べる環境作りに努めた。 

次年度方向性 子どもの興味がどこに向いているか、どのような仕掛けを行うことで更に

力をつけていけるか等、見通しを持った活動の計画を立てられるようにし

ていく。 

 

 

〈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 保護者の心に入り込んだ接遇（安心できる保護者対応と情報発信） 

実践結果 受け入れ・お迎え対応時のロールプレイや、受け入れ・お迎えピーク時は

伝達ボード担当以外の職員も積極的に声をかけて対応した。また、利用者
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アンケートだけでなく行事後にアンケートを行ったりして、保護者様の声

を聞き、改善出来ることは改善していった。 

次年度方向性 保護者様の声を貴重なご意見として捉えるようにし、できるところは積極

的に改善を進めていけるようにする。 

2 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちが良い施設 

実践結果 園独自の園内の清掃・整理整頓のチェック表と法人指定のチェック表を使

用し、美的環境を保つよう心掛けた。 

次年度方向性 整理整頓と継続した掃除を行い、大人も子どもも過ごしやすく気持ちの良

い環境維持に努める。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた園になる 

実践結果 昨年度よりはちきんえっぐのイベントが実施できた。園開放で遊びに来て

下さった方と在園児の交流も出来て定期的にお越しになるようになった。 

次年度方向性 ちきんえっぐのイベント情報を積極的に発信し、来訪者を増やしていく。 

2 計画・ねらい 地域に根付く活動の充実 

実践結果 コロナ禍で止まっていた公民館、児童館、高齢者施設との交流を少しずつ

行えるようになったが、室内での交流は出来ずにいる。 

次年度方向性 新型コロナウイルスの状況を見ながら、できることを積極的に行い、情報

発信していく。 

3 計画・ねらい 青空保育の充実 

実践結果 公園で地域の方との出会うことがほとんどなく、散歩の道中に声をかけて

発信していった。 

次年度方向性 来訪者に青空保育にも参加してもらえるように声をかけ、掲示板で発信す

るなどして周知していく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 大人のにんげん力 UP  

実践結果 大人のＴｒａｉｌ＆Ｅｒｒｏｒを認め合い、失敗からの学びをどう生かし

ていくかを考え、繰り返し試していける若い職員が育ってきた。 

次年度方向性 子どもたちの成長をやりがいに繋げ、常にプラスの雰囲気づくりを意識す

る。 
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2 計画・ねらい コンピテンシーの追求 

実践結果 コンピテンシーの内容に沿ったクラスの強みと弱みを話し合い、１か月の

取組みを考え、クラス全職員で力を入れて取り組むことができた。 

次年度方向性 コンピテンシーが職員全員の目標になったり振り返りになったりできるよ

う今年度同様に行う。 

3 計画・ねらい 保育を語り、子どもを深く理解できる職員集団 

実践結果 若手職員も園内研修の講師を務める機会を作り、自分の考えを発信する力

を身につけるようにした。 

次年度方向性 子どものことを語り合う場を設けたり、園会議で事例報告を全職員にして

もらう等、自分の思いを伝えたり相手の思いを受け止める機会を増やして

いく。 

 

 

〈５〉食材・食の循環を学ぶ食育体験の充実 

1 計画・ねらい 畑仕事への意識を高め、失敗と成功を経験しながら取り組む。 

実践結果 夏野菜は種蒔きから、水やり・間引きなど一連の生長を子どもと見守り、

収穫する喜びを感じられたが、冬野菜は植え付けた後、鶏に食べられてし

まい収穫までに至らなかった。 

次年度方向性 鶏対策をしっかりと行い、今年度の失敗を繰り返さない計画を立てて、年

間を通して野菜に触れられるようにしていく。 

2 計画・ねらい 食材を加工して食す経験を充実させる。 

実践結果 梅干し・味噌作り等、食材の加工し手間をかけることで食べられるものや

長期保存できるものを知らせ、食の知識を学びながら食べることの大切さ

を学んでいった。 

次年度方向性 今年度できなかった干し柿、干し芋、切り干し大根などの干し野菜作りを

行っていく。 

 

 

〈６〉「指示をしない保育」「見守る保育 の実践」 

1 計画・ねらい 保育のＴｒａｉｌ＆Ｅｒｒｏｒの実践 

実践結果 子どもが自ら考え、主体的に行動し、Ｔｒａｉｌ＆Ｅｒｒｏｒを繰り返し

ながら、自分の力でやり遂げることを大切にしていった。また、言われて

からやるのではなく、自ら考え判断して行動できる「指示をしない保育」

に繋げていけるようにした。 

次年度方向性 自己を充分に発揮しながら生活できるようにすることで自信をつけ、自分

で考え行動できるように繋げていく。 
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2 計画・ねらい 乳児の育ちの理解と実践 

実践結果 子どもたちのありのままの姿を受け入れ、一人ひとりの個性や表現を大切

に丁寧に関わっていった。 

次年度方向性 養護と教育が一体となった保育を通して、健全で安心安全、且つ情緒の安

定が図れる保育環境を整えていく。 

 

 

〈７〉選ばれる園になる 

1 計画・ねらい また遊びに来たいと思える園づくり 

実践結果 園内の整理整頓を意識し、一日終えた後の片づけを日課にできるよう、継

続した呼びかけを行った。 

次年度方向性 園内の美観について担当者だけでなく、園全体で意識できるようなしくみ

作りを行っていく。 

2 計画・ねらい 地域一番園を目指す。 

実践結果 ・散歩先で地域の方への挨拶や声かけを気持ちよく出来るよう、職員ひと

りひとりが意識するようにした。 

・近隣の方への声かけを継続的に行うことで、子どもたちとの交流も増え

た。 

次年度方向性 ・地域の方との交流の中で、園にも来てもらえるような声かけを行ってい

く。 

・どろんこ祭前など近隣の方へ挨拶を行い、より多くの方に三筑どろんこ

保育園を知ってもらえるようにする。 

 

 

 

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 
70人 144人 144人 144人 144人 83人 729人 

年度後半：

10~3月 
72人 144人 144人 144人 144人 84人 732人 

 

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 
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利用総

人数 

94人 153

人 

187

人 

192

人 

214

人 

236

人 

231

人 

259

人 

264

人 

172

人 

1６9

人 

180

人 

2,351

人 

うち0

歳児 

3人 8人 5人 6人 6人 17人 14人 18人 21人 16人 13人 20人 147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 

12人 2人 ０人 2人 ２人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 １人 3人 22人 

うち0

歳児 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 １人 3人 4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 18人 看護師 1人 栄養士 2人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 1人 事務  1人     

用務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

 

給食運営会議 月1回 喫食状況確認、アレルギー児確認、離乳食進捗状況等の共有 
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事故防止委員会 月1回 事故事例をもとに再発防止策の検討やマニュアルの再確認 

ケース会議 月1回 要支援・気になる子について状況、対応など検討と共有 

週会議 週1回 各クラスの情報共有、行事の検討等 

週案会議 週1回 全クラスの保育計画の共有・連携・調整 

リーダー会議 随時 園長・主任・リーダーによる園全体の保育の振り返り、 

課題抽出、改善検討 

 

 

〈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 日々の園内清掃と新型コロナウイルス感染拡大防止のため徹底

した消毒・換気の確認、園内の衛生用品の管理 

安全対策係 事故防止委員会で毎月のヒヤリハット・インシデント集計結果

から原因分析、再発防止策の検討。ハザードマップの更新。 

防火管理者 避難訓練の消防署への届出、避難訓練後の訓練実施内容の確認

と振り返り。 

食品衛生管理係 食育会議への参加、園内給食運営会議の計画と実施。給食関係
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の食品衛生管理、食材残渣の確認と給食の実態把握。 

畑係 野菜苗の購入、季節の食物の栽培・収穫、畑の土作り 

生き物係 飼育動物(鶏・虫)の健康管理、飼育環境の整備・改善 

命の尊さや自然事象への関心を広める機会の設定 

 

 

〈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 係が中心となって準備を進め、どろんこスライダーに行列ができ

るくらい保護者様の参加が多く大成功だった。 

 

 

 

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 

・子どもの姿を伝えてお終いではなく、継続して成長の姿を共有していった。 

・保育参観への参加を積極的に呼びかけ、実際の様子を一緒に見ていただくこと

で安心感をもってもらえるよう努めた。 

・お迎え対応時だけでなく、すれ違った際等に言葉をかけるようにし、小さなコ

ミュニケーションを大切にするようにした。 

保育参加 4～3月まで 合計4名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計0名 が参加済み  （3月１日時点） 

 

 

〈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 実体験を通して食や食の循環について興味関心をもつ。 

実践結果 ・梅干し・味噌作り等、食材の加工し手間をかけることで食べられるもの

や長期保存できるものを知らせ、食の知識を学びながら食べることの大切
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さを学んでいった。 

・ミミズコンポストの作製に挑戦する。子どもと一緒にミミズを探し、土

を混ぜ、においを感じながら取り組むことができていた。 

次年度方向性 ・魚の解体を通して、食の循環をより近くで学べるようにしていく。 

・今年度に引き続きコンポストの作製を継続し、肥料として実用できるよ

うにする。 

2 計画・ねらい 食べる意欲を育てる。 

実践結果 ・子どもが給食室前で三食ボードの振り分けを行い、翌日のメニューや食

材に関心がもてるようにした。 

・野菜の皮むき等年齢に合った活動を取り入れ、その日の給食やおやつに

興味がもてるようにした。 

次年度方向性 ・給食がどんな風に作られているか、調理室を更に身近に感じられるよう

に工夫していく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 4月20日/10月20日に実施 

歯科検診 6月8日に実施 

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 

①  6月7日に自園にて歯磨き指導を実施 

②  10月20日に自園にてエプロンシアターで、からだの仕組み 

「食べてうんちになるまで」を実施 

③  1月11～12日に自園にて性教育を実施 

流行した感染症 ①  1月にｲンフルエンザ A、園児51名・スタッフ8名蔓延し、 

自治体へ報告 

②  2月にウイルス性胃腸炎、園児2名感染報告有り。 

2月28日に終息 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ使用 実施なし 

救急車要請 実施なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月15日に園会議にてアレルギー・エピペン研修を主任が行い、

計22名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ27名のうち､26名が使用可能 
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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1日1回の消毒･1時間毎に5分以上の換

気を徹底する。 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表/毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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4日､10月3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/4月20日､10月20日 

歯科健診 各年1回/6月8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15日､10月21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 どろ遊びの場の整備 

実践結果 畑を掘り起しての虫探しや田んぼでの泥遊びが定着し、新たにどろ遊び場

を作っていない。 
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次年度方向性 今年度は室内環境設定に力を入れたので、次年度は園庭環境の改善を進め

ていく。 

2 計画・ねらい 遊びの継続性の確保 

実践結果 作りかけの作品を置いておける場所を決めたことで、活動の切替えが出来

るようになってきた。 

次年度方向性 雑然と置くのではなく、完成までの経過を見ていただけるように「見せ

方」を考えて並べるようにする。 

3 計画・ねらい 発達に沿った室内環境の充実 

実践結果 発達に合わせたコーナー設定と定期的な環境の見直しは行えたが、文字や

数に触れることが出来る遊びの提供が少なかったように感じる。 

次年度方向性 子どもの気持ちに寄り添い、興味関心がどこに向いているのかを素早く把

握し、環境の改善を繰り返していく。 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 実践結果 消防経計画に基づき自衛消防隊を編成し、年間避難訓練に沿って毎月１回

避難訓練を行う。うちのこアプリの災害時緊急連絡を利用し、保護者へ情

報発信を行う通知訓練も合わせて行う。 

2 実践結果 毎月の事故防止委員会でヒヤリハット・インシデントを共有し、事故防止

に努める。 

3 実践結果 マニュアルの確認と保育者間の連携の強化に努める。 

4 実践結果 年2回の不審者侵入訓練を実施し、安全・防犯への意識づけを行う 

5 実践結果 ハザードマップの作成・共有をする。定期的な見直し、更新が不十分であ

った。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

実習を楽しむことを一番に心がけて受入れを行った。日々の疑問点について振り返りの時間を取り、

その日中に解決できるよう職員が配慮する姿が見られた。リクルーターの活躍もあり、実習生が安心

して実習期間を終えることができ採用に繋がることができたように思う。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 
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6月13～23日 中村学園大学 1人 責任実習 

8月８～12日 平岡栄養士専門学校 2人 調理実習 

8月16～26日 純真短期大学 1人 観察実習 

11月16～22日 平岡栄養士専門学校 1人 調理実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

 

新型コロナウイルス禍で実施なし 

 

 

 

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 

15日 

23名 

20日

23名 

17日 

25名 

15日 

25名 

19日 

25名 

16日 

25名 

21日 

27名 

18日 

27名 

16日 

27名 

20日 

27名 

22日 

25名 

23日 

27名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

4月20日 福岡市保育協会 園長･実務研修 1名 有 

5月17日 どろんこ会 

他園研修(おおはし保育園)

さくらさくらんぼリズム体

操 

3名 有 

6月3日 福岡市保育士会 主任保育士研修会 1名 有 

6月15日 福岡市保育協会 運営実務研修 1名 有 

8月19日 福岡市保育士会 主任保育士人権保育研修会 1名 有 

9月20日 福岡市保育協会 博多区人権保育研修① 1名 有 

2月20日 福岡市保育協会 博多区人権保育研修② 1名 有 
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〈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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17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） 

 

 

〈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 

地域の方へポスターにて案内を行った「どろんこ祭」は、沢山の地域の方の参加が見られた。定期的

なちきんえっぐだよりによる案内については、まだ発信力が足りない部分が課題として残る。散歩先

の公園だけでなく自園に招待する等の近隣園との交流ができるよう工夫していきたい。 

 

 

〈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:中尾公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：三筑公民館、エネオス、業務用スーパー、お茶の山

口園、コスモス、たこだより、長浜ラーメンめんめん、イトマンスイミ

ングスクール等 

世代間交流 新型コロナウイルス感染拡大防止の為実施なし 

銭湯でお風呂の日 今年度は実施なし 

 

 

 

9. 小学校との子ども間交流・職員間交流 
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〈１〉今年度の振り返り 

今年度も新型コロナウイルス禍ということで対面交流が出来ず、散歩コース上に小学校があるため、外から

校庭の体育の授業や休み時間に遊ぶ生徒を見学するのみだった。 

 

 

〈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 

6月4日 三筑小学校1年 10名 運動会見学 

（三筑小校庭） 

行事見学 

10～11月 三筑小学校 他6校 

 

14名 就学前健診 

 (各校体育館) 

子ども間交流 

1～2月 三筑小学校 他6校 14名 幼保小連絡会 

（各小教室） 

職員間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

毎月のケース会議で子どもの状況や発達の振り返り・共有を行い、計画の見直し、課題抽出を行った。

全職員への共有・連携が出来ていないため、次年度はケース会議を園会議内で行い、多くの職員の参加

で様々な角度から子どもを見ていけるように次年度は工夫していきたい。 

 

 

〈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：８名 

毎月の個々の様子を共有しながら理解を深め、支援方法の見直しを行い他の職員には議事録で共有

を行う。配慮の必要な子どもだけでなく、気になる子についても情報を共有し、一人ひとりに合わ

せた対応へと繋げていけるようにした。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

進学する小学校に児童要録や電話での詳細伝達を行う。 

 

 

 

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 

41名 38名 29名 21名 41名 35名 72名 101名 12名 17名 14名 16名 437名 
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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 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計３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 ２名 ２名 ０名 ０名 ０名 ０名 ４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２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 １名 ０名 ０名 ２名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 3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：中尾公園にて 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 

2名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 1名 0名 3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 

２０２３年２月28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：９時００分 

自己評価終了時刻：14時00分 

自己評価実施者：施設長、主任、園事務 

 

 

〈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：７６％ 
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送迎時、駐車場で会っても挨拶がない・雰囲気が暗い、職員が忙しそうで話しかけ辛いなどの御意見があ

ったが、職員への励ましやお褒めの声も多く有難く受け止める。保育士であり常に見られているというこ

とを意識するようにし、保護者の方々が安心して子どもを預けられるよう、保育の質とサービスの向上に

引き続き取り組んでいく。 

 

 

 

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   

  「報告すべきご意見 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：三筑どろんこ保育園 施設長 北原 由美 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ 南砂ルーム  

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～ 
当法人の基本方針である、にんげん力を育むために、戸外活動や沢山の機会や経験を用意できるよう

に努めた。 

 法人が基本としている日課や基本活動を、スタッフ一人ひとりが考え、理解を深めながら実践して

きた。保育士は子どもの「主体性」を第一に考え、発達にあった関りを充実させ「見守る」という姿

勢で何かをさせるのではなく、一人ひとりの個性や発達に向き合い、必要な環境設定等を充実させて

きた。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが、子どもの個性と発達を理解する 

スタッフ一人ひとりが子どもへの対応や環境等について、子どもの姿から

振り返り、課題を見つけ、保育をしていく。 

実践結果 毎日の昼礼や園会議にて活動の振り返りを行うことで、子どもの姿をスタ

ッフ間で共有してきた 

次年度方向性 引き続き昼礼の中で「子どもの話をする場」「保育を振り返る時間」を作

る。次年度は共有・振り返りに終わらず、そこから見えてくる子どもの成

長や必要な関り等をより詳しく話していきたい 

2 計画・ねらい 法人の日課や日々の保育について園の課題を見つけ、なぜそれをしている

のか等、意味を深めながら実施する。 

実践結果 園会議にて日課についての話し合いを通し、「日課をする目的」や、「必

要な関りや環境」について確認した 

次年度方向性 「日課の充実」にむけ、「子どもが自己選択すべきこと」「大人が教えね

ばならぬこと」を理解し、計画的に環境を用意していく 

 

 

〈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 保育園に安心して通っていただく為にも、笑顔で保育者の方を送り出し迎

え入れ、日々の様子の伝え合いを充実させながら信頼関係を築いていく 

実践結果 連絡帳やタイムラインを使ってお子様の様子を共有し、お迎え対応時には

園での様子を丁寧に伝え、成長を見守れる体制をつくった 

次年度方向性 日々の様子の伝え合いとして、3分間お迎え対応、連絡帳、タイムライン

を活用し「伝える」を意識して行う 

施設長は言葉遣いや、記入の仕方が適切に行えているか等を確認、指導す

る 
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2 計画・ねらい 園からの一方的なやりとりになららいように、スタッフは保護者が話しや

すい関係を作り、子育てに対する不安や悩みを共に考える 

実践結果 個人面談を年１回全家庭実施し、子どもの育ちを保護者と共有した。 

次年度方向性 引き続き個人面談や保育参加は随時実施 

園への理解を深めると共に、待たされたと思わせない仕掛けづくりとし

て、ポートフォリオ等で子どもたちの育ちを共有していく 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の子育て世帯が集いやすい保育園となる 

実践結果 毎月のちきんえっぐや月1回の青空保育の実施 

積極的な見学や子育て相談の受け入れをした 

次年度方向性 親子で参加したくなるような活動内容を取り入れ、地域へ発信していく 

引き続き積極的な見学や子育て相談の受け入れをする 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが子どもの事や、保育について語れる 

実践結果 園内研修ではインプットするだけでなく、様々な方法を用いながら、自分

の言葉で話をしたり、他のスタッフの話を聞いたりしながら、園の課題等

に対してして意見を出しあってきた。その結果、経験のあるスタッフ、新

卒のスタッフと立場関係なく話ができるようになってきている 

次年度方向性 アウトプットできるスタッフ集団を目指すべく、毎月の園内研修にて自身

の考えを発信できるよう、ディスカッションの機会を多く設ける 

また、園内研修では事前に担当を割り振り、スタッフでの運営を行い、経

験を積んでいく 

2 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが自身の強み弱みをわかったうえで、個人目標を設定

し、プロとしてのスキルアップを図る 

実践結果 施設長がスタッフとの個人面談を半年に1回は行い、進捗状況の確認やサ

ポートをしていった 

次年度方向性 定期的な話し合いや個人面談、研修への参加を実施し、自己成長につなげ

る 

3 計画・ねらい コンピテンシー「計画・実行する」「判断する」についての追求 

実践結果 毎月の園会議でコンピテンシーを実施。実施したあとに、コンピテンシー

の内容に沿った強みと弱み、次月のアクションプランを考え、実行に移し

た 

次年度方向性 アクションプランは実行できるものを考え、全スタッフが継続して意識し

ていけるようにする 
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〈５〉リスクマネジメント 

1 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが子どもの個性と発達を理解する 

実践結果 毎日の昼礼や園会議にて活動の振り返りを行うことで、子どもの姿をスタ

ッフ間で共有してきた 

次年度方向性 引き続き昼礼の中で「子どもの話をする場」「保育を振り返る時間」を作

り、まずは子どものありのままを理解していく 

2 計画・ねらい ヒヤリハット出しや事故防止委員会を通して、子どもの小さな変化・成長

に気づき、再発防止策等から日々の保育に活かす 

実践結果 日々の保育でのヒヤリハットの共有（昼礼）や、事故防止委員会でのイン

シデントからの考察をしていき、再発防止に努めた 

次年度方向性 ヒヤリハット出しや事故防止委員会を通して、子どもの小さな変化・成長

に気づき、再発防止策等から日々の保育に活かす 

 

 

 

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 
0人 10人 6人 6人 5人 1人 28人 

年度後半：

10~3月 
0人 10人 9人 6人 5人 1人 31人 

0歳児定員なし 

 

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 

29人 53 71人 50人 56人 55人 58人 71人 70人 48人 60人 66人 687人 

（解説）18時以降の延長保育利用者とする 

 

一時保育利用状況                      

実施なし 

 

 

〈２〉開所時間 

  

７時００分～２０時００分   
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〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 7人 栄養士 3人 

パート 

スタッフ 

保育士 2人 事務 1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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

給食運営会議 月1回 各クラスの食事状況確認、献立振り返り 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデントの検証と分析 

ケース会議 月1回 気になる子への関り方と対応について 

クラス会議 月1回 保育計画の立案、振り返り、子どもの様子共有 

 

 

〈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４回 施設長 
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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 園児及びスタッフの健康保持のために保健的環境の維持向上に努め

た 

安全対策係 施設内外の設備及び用具の安全管理、点検を設定 

防火管理者 災害を想定した訓練計画や消火設備点検等の実施 

食品衛生管理係 給食衛生管理マニュアルに基づいた対応 

畑係 年間を通した計画案の作成と実施、畑の管理 

生き物係 命の尊さや自然事象への関心を広める機会を設定した 

 

 

〈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 どろんこ祭りの計画、開催 

地域の方にもチラシを配り、参加を募った。 

 

 

 

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 

保育参加 4～3月まで 合計0名 が参加済み  （3月1日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計28名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 空腹を感じられる子ども、意欲的に食べる子どもが増えるように、遊びこ

む重要性を基に食事への関心を広げるようにする 

実践結果 毎月の給食会議にて子どもたちの喫食状況や、食への関心を把握し、振り

返りをした 

次年度方向性 空腹を感じられる子ども、意欲的に食べる子どもが増えるように、遊びこ

む重要性を基に食事への関心を広げるようにする 

2 計画・ねらい 意欲的に食べる子どもが増えるように給食以外でも子どもたちの食への関

心が深まるような活動を取り入れ 

実践結果 日々の食事の下処理等を栄養士や保育者と行った。また、畑仕事を積極的

に行い、収穫できた野菜はその日の給食に取り入れて食べた 

次年度方向性 旬の野菜を取り入れたクッキングや、畑で収穫した野菜の素材の味を活か

し子ども達に提供する 

 

 

〈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14日／11月22日に実施 

歯科検診 6月8日／11月2日に実施 

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 

①  8月30日に「手洗い指導」を実施 

②  9月5日に「ケガについて」を実施 

③  11月4日に「うがいの仕方」を実施 

④  12月2日に「性教育」を実施 

流行した感染症 ①  7月に手足口病、園児7名感染報告有り。月末に終息 

発作・痙攣等の対応 対応なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月25日に保育園にてエピペン研修をスタッフ名14名が新たに受

講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ14名のうち、14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） 

AED 設置なし 
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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 

 

 

〈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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

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21日、10月21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14日、11月2日 

歯科健診 各年2回／6月8日、11月22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14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 子どもが自ら遊びを見つけ意欲をもって遊びだし、遊びこめるような環境

になっているか、大人の思いや意図が先行することのない様、目の前の子

どもたちには何が必要なのかを観察し、必要な環境を整えていく。常に子

どもの発達にあった玩具を準備する 
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実践結果 園会議やクラス会議にて環境について振り返りや、子どもの姿から必要な

環境を考察し設定した 

次年度方向性 子どもの興味・関心から環境の課題を見つけ、子どもが自ら考えられるよ

うな関りと、遊びの続きがしたくなるような環境を目指していく 

2 計画・ねらい 子どもたちが気持ち良く自ら生活することを考えられるよう、保育者は清

潔な環境を整える意識を持つ 

実践結果 清掃分担チェック表や設備点検チェック表等を活用しながら、日々の清

掃・整理整頓等を行った 

次年度方向性 いつ誰が来ても気持ちの良い園を目指すべく、引き続き日々の清掃や整理

整頓を丁寧に行っていく 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

 手作り遊具・玩具なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 毎月の事故防止委員会にて、法人内の事故記録簿による検証や、自園のヒ

ヤリハット等から、園としての傾向を把握しスタッフ間で周知していった 

2 実践結果 光化学スモッグが発生しやすくなる前に、光化学スモッグについてや警報

が出た時の対応について事前確認を実施した 

3 実践結果 川の氾濫が起きた際の避難経路や対応の確認を実施 

4 実践結果 事故防止チェックリストを年4回、設備点検を年6回行い、怪我・事故防止

に努めた 

5 実践結果 様々なシミュレーションでの避難訓練を実施し、どのような場面、スタッ

フ体制でも対応できるように訓練した 

6 実践結果 実施した2回は園内での訓練だった為、振り返りの際に、戸外活動中に起

きた場合の対応の話し合いを行った 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

中高生の職場体験やボランティアを積極的に受け入れていき、保育の楽しさ、どろんこ会が行ってい

る保育の魅力を伝えられるようにしていきたい。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

実施なし 
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中高生の受入 

日程 学校名 人数 

7月29～8月12

日 
江東区第二砂町中学校 3人 

8月8日 広尾学園高等学校 1人 

2月2～8日 江戸川区立松江第四中学校 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 

14名 

13日

14名 

10日 

14名 

8日 

14名 

12日 

14名 

9日 

14名 

14日 

14名 

11日 

14名 

9日 

14名 

13日 

14名 

17日 

14名 

23日 

14名 

園内研修 8日 

14名 

13日

14名 

10日 

14名 

8日 

14名 

12日 

14名 

9日 

14名 

14日 

14名 

11日 

14名 

9日 

14名 

13日 

14名 

17日 

14名 

23日 

14名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

8月6,7日 東京都 キャリアアップ研修 1名 有 

8月20,21日 東京都 キャリアアップ研修 1名 有 

10 月 22,23

日 
東京都 キャリアアップ研修 

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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 
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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） 

 

 

〈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 

園見学に来た親子にちきんえっぐについてお知らせした事で、少しずつちきんえっぐの利用が増え

ていった。内容によっては在園の園児と一緒に活動し楽しむことができた。 

 

 

〈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：南砂三丁目公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：江東図書館、城東消防署、三和海産、魚久、南砂郵

便局、イオン等 

世代間交流 9月27日によっちゃん家にて高齢者との交流を実施 

異年齢交流 中学生、高校生職場体験実施 

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 

 ２月に子ども間交流を実施。１年生が学校内を案内したり、模擬授業をしたりと、交流しながら学

校の雰囲気を体験する事ができた。小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育所児童要録を

送付し、児童情報を共有した。 
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〈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 

2月8日 江東区第5砂小学校 

1年4組 

1名 授業体験（5砂小教室） 子ども間交流 

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

現在の子どもの様子を踏まえながら、日々の関りや支援の手立てを考えていった。 

 

 

〈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：５名 

日々の関りを振り返りながら毎月の子どもの姿を共有し、今後について見通しをもった計画を話し

合い、再検討を繰り返していった。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

 小学校へ保育所児童要録の送付をし、電話にて様子を丁寧に伝えた。 

 

 

 

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 0名 0名 4名 0名 0名 8名 2名 8名 2名 4名 0名 28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4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 8名 2名 6名 0名 0名 0名 16名 

どろんこ 

芸術学校 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計4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 
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どろんこ 

自然学校 
0名 0名 0名  4名 0名 0名 0名 0名 2名 2名 4名 0名 12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：南砂三丁目公園にて 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 4名 2名 0名 0名 0名 6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８月１２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：１４時００分 

自己評価終了時刻：１４時３０分 

自己評価実施者：全スタッフ 

 

 

〈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：９３％ 

 

子どもの育ちを保護者と共有できるよう日々の関係性の充実、園と家庭との連携を第一に

考え、引き続き園運営していく。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見０件 
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〈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：メリー★ポピンズ 南砂ルーム 施設長 仲宗根 冠 
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２０２２年度 メリー★ポピンズ 松山ルーム事業報告書 

（保育所における自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～２０２２年度の基本方針を受けて～ 
保育所保育指針並びに社会福祉法人どろんこ会の保育理念・保育方針に則り、保育実践しいくことを

意識し、子どもたちが安心して事故発揮できる環境づくりを行ってきた。開園初年度で、園児数も半

分でのスタートであったが、夏頃には園児数も増え、園舎内に活気と賑わいがあふれるようになっ

た。子どもたちの殆どが集団生活の未経験者であったが、日々一緒に暮らす中で少しずつ集団として

の土台が築かれていったように思う。次年度の子どもたちの成長ぶりに更なる期待が膨らむところで

ある。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 育てたい6つの力を意識した保育の実践 

実践結果 どろんこ会グループの日課・基本活動の実践を意識した活動を実践してき

た。さくらさくらんぼリズムに関しては、子どもたちも大好きで取り入れ

やすかったこともあり、充実した活動が出来た。雑巾がけ・座禅に関して

は、年度の後半になり、園生活に慣れてきたことで取り入れ始め、少しず

つ定着してきたように思う。 

次年度方向性 特に畑の活動については、子どもと一緒に「仕事」としての意識を持って

取り組むことが出来なかったので、次年度の課題としていきたい。 

2 計画・ねらい 子どもの発達を理解し、心情に寄り添い適切な環境を保証 

実践結果 全園児の殆どが、新入園児で集団生活未経験者ということもあり、発達面

に限らず経験不足の観点からも見ていく必要があった。園生活に慣れてき

たところで、発達面からの見直しを図り、参考文献などと照らし合わせな

がら、活動を設定しクラスの枠を超え、異年齢の活動を取り入れてみた。 

次年度方向性 心情に寄り添い適切な環境を保証するという点において、言葉かけ・適切

な環境・タイミングの点で、課題の発見があったので、次年度に繋げてい

きたい。 

3 計画・ねらい 食材や食の循環を知る直接体験 

実践結果 食材の加工（梅シロップ作り・夏野菜ピザ）、命をいただく（魚の解体見

学）に関しては、実践することができたが、食の循環を知る体験について

は、もう少し工夫ができたように思う。 

次年度方向性 食材や食の循環を知る直接体験について、子どもたちが取り組みやすい活

動を展開していきたい。 
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〈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 保護者との信頼関係の構築のため、日々真摯に丁寧に誠意ある対応を心掛

け、子どもの育ちを共有する 

実践結果 登降園時の挨拶、連絡帳、お迎え時の対応について、丁寧に対応すること

を常に心掛け、子どもの育ちの共有に努めた。 

次年度方向性 最低限の対応は出来ていたが、今年度に満足することなく、わかりやすく

端的にお伝え出来るように連絡帳・対応の精度をあげていきたい。 

2 計画・ねらい 子どもの育ちや、日々の保育の様子を解りやすくお伝えする 

実践結果 連絡帳、タイムライン、お迎え時の対応などで、丁寧にお伝えするように

努めた。 

次年度方向性 引き続き、連絡帳・タイムライン・3分間対応で丁寧にお伝えすることは

もちろん、ドキュメンテーションやポートフォリオなどを活用し、わかり

やすくお伝えする工夫をしていきたい。 

3 計画・ねらい 子どもの様子を伝えるだけではなく、保護者の様子にも配慮する 

実践結果 登降園時の様子や、連絡帳のコメントからみえる保護者の様子をスタッフ

間で共有し、必要に応じて対応するよう心掛けた。 

次年度方向性 引き続き、子どもだけではなく保護者の様子にも配慮できるよう心掛けて

いきたい。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた子育て支援の実践 

実践結果 園庭解放・子育てサロン・保育所体験には、少数ながら参加者があった

が、青空保育に関しては参加実績が無かった。 

次年度方向性 園庭解放・子育てサロン・保育所体験・青空保育について、対外的に広報

活動を充実させ、幅広く展開していけるよう努力していきたい。 

2 計画・ねらい 地域の拠点として地域の様々な人と繋がりながら子育てをしていくことを

目指す 

実践結果 世代間交流（シニア交流）は、実施出来ずに終わってしまった。異世代交

流（小中学生との交流）に関しては、小中学生のボランティアの数名受け

入れのみ。 

次年度方向性 地域の拠点として、地域の様々な人との繋がりが持てる活動を積極的に行

っていきたい。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育者自身のにんげん力 UP 

実践結果 接遇の追求に関しては、保護者・ご近隣の方々に対して気持ちの良い挨拶

を心掛けた。 

次年度方向性 感性に磨きをかける点に関しては、更なる向上心を持ち「感じる」「気付

く」心を大切にしていきたい。 

2 計画・ねらい リーダーの育成 

実践結果 各クラスリーダー・キャリアアップ研修受講者の部門別リーダー・主任に

対し、それぞれの立場に応じた指導を実践した。 

次年度方向性 各リーダーへの指示を具体的に提示し、結果が出せるよう指導方針を組み

立てていく。 

3 計画・ねらい コンピテンシーの追求 

実践結果 自ら目標設定し、効率よく無駄なく時間を使う意識を持つよう、毎月の園

会議にて振り返りを実施した。 

次年度方向性 目標を絞り、実現可能な目標設定をし、継続して実践できるようにしてい

く。 

 

 

〈５〉食材や食の循環を認知する直接体験 

1 計画・ねらい ３大食育方針の実践 

実践結果 コロナ禍ということで、調理員・保育者・施設長は子どもと一緒に食べ

る、子どもたちが自ら盛り付けるに関しては出来なかった。噛む力を育

て、素材を味わえるという点に関しては、調理スタッフと話し合い、提供

の仕方を工夫することで実践出来ていた。 

次年度方向性 自分で盛り付け・配膳して食べる事と、調理員・保育者・子どもが一緒に

食べる事を実現したい。 

 

 

〈６〉子ども・保護者・保育者が、自分らしく活かされる場の構築 

1 計画・ねらい 子ども・保護者・保育者が、自分らしく活かされる場の構築 

実践結果 子ども・保育者に関しては、個性が尊重され伸び伸びと過ごせていたよう

に思う。保護者アンケートの結果から、保護者に関しても園の方針等を受

け入れて下さっている感じで、送迎時や保護者懇談会に於いて意見交換す

る姿が見られた。 

次年度方向性 保育者同士は互いの存在を認め合い、物事をポジティブに捉える思考の習

慣化。保護者同士には、コミュニケーションを取れる場の提供をすること

で、子どもにとっても良い環境作りに繋がると考える。 
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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 
0人 3人 3人 ―人 ―人 ―人 6人 

年度後半：

10~3月 
9人 6人 15人 ―人 ―人 ―人 30人 

 

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 

13人 19人 10人 52人 58人 73人 95人 89人 80人 77人 97人 80人 743人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 1人 0人 14人 12人 16人 18人 29人 25人 115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 

0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 2人 2人 1人 2人 2人 10人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 １人 栄養士 2人 調理士 1人 

パート 

スタッフ 

保育士 4人 事務 1人 嘱託医  2人   
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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 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・園内研修 

・子どもの人権 

給食運営会議 月1回 ・食育 

・離乳食形態の確認 

・アレルギーの確認 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデント・自己記録簿の検証 

ケース会議   0回 要支援児の該当者無し 

クラスリーダー会議   月１回 各クラスからの報告、異年齢児活動の提案・立案 

週案会議 週１回 翌週の保育活動の共有・スタッフ配置の検討 

 

 

〈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4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 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 ・保育室内の温湿度管理 

・子どもの衛生面、保健に関する指導 

安全対策係 ・設備点検 

・ヒヤリハット、インシデント、自己記録簿の分析と振り返り 

防火管理者 ・避難訓練の監修 

食品衛生管理係 ・食品衛生に関する運営・管理 

・衛生点検の実施 

畑・生き物係 畑仕事に関する管理 

※生き物に関しては、飼育物無し 

備品係 保育材料・日用消耗品の発注と管理 

 

 

〈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 開園初年度ということもあり、園主催での開催とし保護者に一

部サポートして頂くかたちであった。次年度は、どろんこサポ

ーターズ主催で開催出来るようにしていきたい。 

 

 

 

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 

・新型コロナウイルス対策として消毒と換気の徹底を意識した。 

・開園当初は園児数が少なく（定員42名/19名）集団生活未経験の子どもが殆ど

であったため、ゆったりとした生活を心がけた。園児数も増え、園生活に慣れて

きたところで、異年齢の活動も取り入れるようにし、異年齢ならではの姿が見ら

れるようになった。 

保育参加 

4～3月まで 合計 １名が参加済み  （3月1日時点） 

・保育参加の存在をご存じない保護者もいらしたようなので、次年度は告知して

いく。 
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保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計 23家庭 が参加済み  （3月1日時点） 

・保護者懇談会後の12月、希望されるご家庭に保護者面談を実施 

 

 

〈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 ３大食育方針の実践 

実践結果 ・コロナ禍ということで、調理員・保育者・施設長は子どもと一緒に食べ

る、子どもたちが自ら盛り付けるに関しては出来なかった。噛む力を育

て、素材を味わえるという点に関しては、調理スタッフと話し合い、提供

の仕方を工夫することで実践出来ていた。 

次年度方向性 ・調理員・保育者・施設長は子どもと一緒に食べ、噛む力を育て、素材を

味わえる提供の仕方は継続していく。子どもたちが自分で盛り付けをし、

配膳して食べることに挑戦したい。 

2 計画・ねらい 畑・プランターで野菜を育てる 

実践結果 スタートは良かったが、途中の水やり・肥料の追肥などが上手くいかず、

思うように育たなかった。畑に植えたさつま芋は、焼き芋に出来るほど収

穫が出来た。 

次年度方向性 畑仕事の捉え方を全スタッフで共有し、収穫までの過程を子どもと共に味

わっていきたい。 

3 計画・ねらい 季節の行事食を味わう 

実践結果 七夕・十五夜・クリスマス・お正月・節分・ひな祭りなど、季節の行事を

意識した献立を味わうことができた。 

次年度方向性 次年度も是非継続していきたいという思いと、合わせて旬の食材について

も意識して子どもたちと語りながら食事を楽しみたい。 

4 計画・ねらい 食を営む力の基礎を育む 

実践結果 朝食の喫食状況をアンケート調査、送迎時、連絡帳などで保護者とやりと

りするなかで、関わり方・提供の仕方を工夫しながらすすめてきた。 

次年度方向性 次年度も引き続き、家庭・調理スタッフ・保育者が連携を取りながら楽し

みながら食に興味を持てるよう関わっていきたい。 
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〈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23日／11月24日に実施 

歯科検診 ６月2日にメリーポピンズ松山ルームにて実施 

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 

・ 2月10日にメリー★ポピンズ松山ルーム保育室にて手洗い指導を

実施 

流行した感染症 ① 12月にコロナウイルス、園児5名・スタッフ3名蔓延し、清瀬市

へ報告 

②  12月にノロウイルス、園児6名感染報告有り。年末年始休暇に終

息 

発作・痙攣等の対応 発作・痙攣等の対応無し 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月8日に園会議にてエピペン研修を全スタッフ17名が受講し習得

済み 

・本日時点で、在籍スタッフ18名のうち、17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） 

・5月13日にメリーポピンズ松山ルームにて AED 研修をスタッフ17

名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ18名のうち、17名が使用可能 

手洗い指導 ・1月に1・2歳児対象で手洗い指導を実施 

 

 

〈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 
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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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０日 

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月末日、10月末日に実施済み 

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23日、11月24日 

歯科健診 各年１回／６月2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14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 常に気持ちの良い環境で、衛生的に整備された施設のもと、心地よく過ご

すことが出来るよう施設内の美化に努める 

実践結果 掃除チェック表を作成し、管理することができた 

次年度方向性 引き続き、保育室内外の美化に努めていきたい 

2 計画・ねらい 子どもたちの成長・発達に必要な物・事を常に意識し、保育環境の整備に

つとめる 

実践結果 子どもたちの成長・発達への意識は向いていたものの、具体的な行動に及

ばなかった 

次年度方向性 子どもたちの成長・発達に見合った保育室内外の環境整備を具体化させる 

 

 

〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

 

手作り遊具・家具一覧 

 手作り遊具・家具無し 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 防災 

消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施 

2 実践結果 ケガ事故防止 

事故防止チェックリスト年4回、設備点検年6回実施し、事故防止の徹底を

図った 

3 実践結果 事故防止委員会によるリスクマネジメント 

インシデント・ヒヤリハット報告の分析・共有、改善案を実施した 

4 実践結果 防犯 

年2回防犯チェックリストに従い確認し、合わせて不審者侵入訓練を実施

した 

5 実践結果 光化学スモッグ注意報の発令があった場合は、内容にあった看板・貼紙等

を提示するとしていたが、実施には及ばなかった 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈1〉今年度の振返り 

今年度は中高生の実習希望が少なかったので、次年度は積極的に受け入れを行っていきたい 

 

 

〈２〉実習生の受入 

保育士育成機関からの実習生の受け入れ無し 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

11月7～9日 清瀬市立第4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 

19名 

13日

18名 

10日 

19名 

8日 

19名 

12日 

18名 

9日 

18名 

14日 

18名 

11日 

19名 

9日 

19名 

13日 

19名 

22日 

18名 

5日 

18名 

園内研修 8日 

19名 

13日

18名 

10日 

19名 

8日 

19名 

12日 

18名 

9日 

18名 

14日 

18名 

11日 

19名 

9日 

19名 

13日 

19名 

22日 

18名 

5日 

18名 
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６月・１月 

「おはなしか

ご」 

開催を予定していたが、保留のため開催無し 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師料 40000円 講師料 （40000円） 

合計 40000円 合計 （40000円） 

「発達の視点

から子どもを

理解する」 

 

講師：田中伸

介先生 

3月25日（土）に Zoom にて18名のスタッフが出席 

収支報告 

事業計画にて計上した予算 実際の支出 

講師謝礼 8000円 講師謝礼 8000円 

合計 8000円 合計 8000円 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

11月15日 園長大学 
園舎設計のプロから学ぶ こど

もがこどもらしくいられる空間 
1名 有 or 無 

9月28日 園長大学 

「100のことばより一回」いっ

かいの体験で本物をつかむ

保育とは？ 

1名 

有 or 無 

6月8日 どろんこ会本部 
チームビルディングス（ファシリ

テーション）研修 

1名 
有 or 無 

 

 

〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

28日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

28日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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：11月29日に zoom にて1名（保育士）が出席 
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ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 該当者無し 

 

 

〈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 

「選ばれる園をつくる」をテーマに保護者・地域・自治体の方から愛され、広く周知される園と

なるよう努めてきた。広報活動に消極的であったので、次年度は様々な面で知って頂く努力をし

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：松山公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：清瀬市消防署竹丘出張所、肉の大丸、魚三久、吉池

精肉店、みんなのたこ公園、丸栄ベーカリー、清瀬梅園郵便局、清瀬駅

前交番、トモズ、小糸うどん、フードピアたけし、ジンマート等 

異年齢交流 1月～3月にメリーポピンズ松山ルームにて「おはなし会」を実施 

育児講座・育児と仕事両

立支援事業 

1月～3月にメリーポピンズ松山ルームにて「ベビーマッサージ」を実施 

出産応援プロジェクト 3月2日～23日にメリーポピンズ松山ルームにて「離乳食体験」を実施 

銭湯でお風呂の日 対象児無し 
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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 

小学校との子ども間交流・職員間交流 実施無し 

 

 

〈２〉具体的な連携 

具体的な連携無し 

 

 

 

10. 要支援児  
今年度、対象園児無し 

 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

対象園児無し 

 

 

〈２〉毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計5回開催 参加者：20名 

 要支援児の対象園児は無しであるが、気になる園児について対応の共有を行った。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

該当なし 

 

 

 

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 0名 0名 0名 0名 0名 7名 2名 2名 4名 2名 2名 1９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件相談無し 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計３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 1名 0名 1名 0名 1名 0名 3名 
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どろんこ 

芸術学校 

どろんこ 

自然学校 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計2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 3名 0名 1名 0名 0名 0名 4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 
月1回   公園名：松山公園にて 以下日程にて実施 

毎月第3火曜日 

 

 

 

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6月1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：9時30分 

自己評価終了時刻：12時30分 

自己評価実施者：施設長、主任、各クラスリーダー、 

 

 

〈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：100％ 

 

（省察） 

開園初年度としては、良い評価を頂けたので、スタッフ一同今後もより良い園となるよう 

努力していきたい。 

 

 

 

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。 
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〈１〉報告すべきご意見   

報告すべきご意見 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１日  作成者：メリー★ポピンズ 松山ルーム 施設長 相沢 由美 
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２０２２年度 篠栗どろんこ保育園 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～ 
保育理念「にんげん力。育てます。」および、法人保育方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人コ

ミュニケーション」に鑑み、乳幼児・保護者・職員・地域が相互的かつ協働的にかかわりあえるよう

にし、それぞれ一人ひとりの自主性を重んじ、篠栗町の地域に密着した福祉施設を目指した。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 新規開園に際しては、子ども一人ひとりの姿に応じた養護をきめ細やかに

し、実質的な体験を大切にしながら毎日の保育内容を丁寧に実践する。 

実践結果 環境を活かしながら四季を感じられる戸外活動や趣のある乳幼児の生活を

送れるようにした。 

次年度方向性 引き続き日常の生活に彩りや趣、文化を感じられるような生活作りをす

る。 

2 計画・ねらい 園内にとどまらず、様々な環境（ひと・もの・とき）に慣れ親しみ、子ど

もも大人も豊かな経験をする。 

実践結果 保育園周辺への近隣さんぽ、公園の利用、世代間交流など行った。 

次年度方向性 さらに活動範囲の幅が広がり、地域交流も盛んになるようにする。 

3 計画・ねらい 温かい言葉、温かい食事といった、子どもにとってうれしい人と温かい心

配りに囲まれる、深い愛情を基本とした生活を送る。 

実践結果 かわいい歌、楽しいリズム運動、微笑みあふれる食育、心安らぐ触れ合い

遊びなどを楽しんだ。 

次年度方向性 引き続き日常のうた・音・リズムに親しみ、彩りあふれる食育、文化を感

じられるような生活作りをする。 

 

 

〈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 新規開園に際し、保育内容や保育目標、保育理念についての説明を丁寧に

し、不安なく利用してもらえるように特に気を配る。 

実践結果 日々の会話を大切にしながら連絡帳アプリの活用、ヴィジブルに伝える工

夫をした。 

次年度方向性 篠栗どろんこ保育園のポートフォリオをスタートする。 

2 計画・ねらい 幼保連携型認定こども園への移行期間として、養護と教育が一体となった

低年齢児の生活を丁寧に担保しながら、保護者と篠栗幼稚園職員と共有し

ていく。 
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実践結果 事業者間協議や三者協議会の開催、合同避難訓練を行った。 

次年度方向性 幼保連携型認定こども園として、保育所及び幼稚園部の児童の保育及び教

育を保護者・保育教諭・地域と連携して充実させていく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開かれた子育て支援を実現すべく、保育園や園庭を活用した支援活

動を行う。 

実践結果 園庭や保育室の解放を行った。 

次年度方向性 より具体的な地域子育て支援事業を行う。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 乳幼児の発達の道すじや連続性をとらえ、生活や遊びを明るく楽しく穏や

かに展開しながら、子ども一人ひとりを大切にできる保育者として成長し

ていく。 

実践結果 教育的な教育だけでなく、養護の懇切（温かい心配り）を教育として捉え

た日々の丁寧な生活を行い、保護者懇談会ではヴィジブルな保育評価を行

った。 

次年度方向性 引き続き、根底には養護があり相まって教育が行われる環境を工夫し、そ

の上で篠栗どろんこ保育園なりのヴィジブルな保育評価を行う。 

 

 

〈５〉インタープリテーションを通したアプローチ 

1 計画・ねらい 保育事業および子育て支援事業の両方を通し、篠栗どろんこ保育園の環境

そのものが地域における総合的な学びの場、相互的な育ちの場になること

を目指す。 

農作物や草花、樹木に囲まれ、子どももおとなも自主的に生活し、自発的

に繋がりあっていける、そのような生き生きとした温かく美しい潤いのあ

る園（その）となっていく。 

実践結果 体験や文化、地域性を重視した、楽しくて意義のある教育的なコミュニケ

ーションの場・育ちの場作りの礎となるよう開園初年度はゆったりと実施

した。 

次年度方向性 具体的なインタープリテーションを通した保育及び教育を展開する。 
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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 

6人 24人 30人 － － － 60人 

年度後半：

10~3月 

6人 24人 30人 － － － 60人 

 

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 

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

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0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 4人 調理員 1人     

パート 

スタッフ 

保育補助 １人       
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3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

施設内会議名 頻度 会議内容 

園会議 月1回120分 保育内容の充実を図る検討、園として取り組むべき課題への研

修 

給食運営会議 月1回 乳児の離乳食進行検討、乳幼児の喫食状況検討 

事故防止委員会 月1回 園内外におけるヒヤリハットやインシデント事例に鑑み、事故

予防と防止の具体的施策に係る検討 

ケース会議 週1回 児童処遇改善個別ケース検討（0～2歳児は全員対象） 

 

 

〈２〉出席した施設外会議（Web参加含む） 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 法人本部よりの伝達事項、運営

状況の報告、検討事項 

施設長勉強会 月1回 園運営に係る相互学習や検討、

各種マニュアル等の改訂検討 

食育会議 年4回 給食提供および食育に係る検

討、各種マニュアル等の改訂 

保健会議 年4回 園全体の保健に係る検討、各種

マニュアル等の改訂 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育の内容や質の向上に係る相

互学習や検討を行った上での実

践的な業務改善アクションプラ

ン作成とその実施 

篠栗町内保育所施設長会議 新型コロナ感染用対策のため年

２回 

近況報告・研修内容検討・喫緊

の課題解決に向けて 

要保護児童対策地域協議会 

（特定妊婦・未就学児部会） 

月１回 要保護児童等の対策協議 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 児童保健衛生に係る身体測定・定期健康診断の実施と保護者との連

携、施設の清掃と衛生管理、衛生管理に係る消耗品および備品の管

理、感染症予防対策の管理点検、園内外の環境整備状況の管理、備

品の点検と補充を行った。 

安全対策係 避難訓練及び消火訓練の実施、防災自主点検の実施管理、消防署と

の連携窓口業務、施設内外の設備点検および事故防止点検の実施を

行った。 

防火管理者 施設の火元の管理、消防計画の作成と届出、防火・消火についての

毎月1回の職員訓練と日常的な啓蒙を行った 

食品衛生管理係 給食食材および提供食材の衛生管理と在庫状況の管理を行った。 

畑係 畑状況の管理、道具類の維持補充、乳幼児や職員の畑活動の把握や

課題検討におけるイニシアチブをとった 

 

 

〈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 保護者と協働的に準備・進行を行った 

 

 

 

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 

・望ましい生活リズムの安定を図り、生活、遊び、食育を通して生きる力の基礎

を培った。 

・保育者との安定した信頼関係を基礎にして自己肯定感を育て、自分の気持ちを

素直に表現できるようにした。 

・様々な行動や欲求に適切に応え、特定のおとなとの情緒的な絆を形成できるよ

うにした。 

・活発な探索活動を楽しみながら、様々な感覚が育つよう促した。 

生活の中の様々なあそびや人との関わりを通して、自我が芽生え拡大し充実でき

るよう工夫した。 

・リズム遊び、運動遊び、戸外活動を積極的に行いながら丈夫な体を作れるよう

にした。 

・豊かな環境の中、子どもが主体的に活動する中で好奇心や探究心や考える力が
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育つよう促した。 

・身近な大人や異年齢児と遊ぶ楽しさを経験する中で、人への関心や優しさ、思

いやりの心を育つよう促した。 

・絵本、お話、音楽、自然にふれる中で、豊かな感性や表現力を育み創造性の芽

を培った。 

・毎日の生活やあそびの中で、基本的生活習慣や運動が心地よい感覚として身に

つくよう促した。 

・友だちとの関わりを通し、自分の気持ちを言葉や行動で表現し、熱中して遊べ

るよう促した。 

・家庭との連携をとり、子育てのパートナーとしての信頼関係を作っていった。 

保育参加 4～3月まで 合計０名 が参加済み  （3月１日時点） 

保護者面談およ

び発達相談 
4～3月まで 合計０名 が参加済み  （3月１日時点） 

 

 

〈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 どろんこ会の食育方針（(1)調理員・保育士・施設長はこどもと一緒に食べ

る (2)噛む力を育て素材の味を味わえる状態で提供する (3)子どもが自分

たちで盛付・配膳して食べる を基本として食欲と意欲を育てる）を基本

として食欲と意欲を育てる。 

実践結果 子どもの成長発達に即した食育を推進した。 

次年度方向性 畑仕事を中心とした食にまつわる体験や活動を積極的に行う。 

2 計画・ねらい 日常の生活に密着した楽しい食育を充実させる。 

分かち合う事の素晴らしさや大切さを感じられるよう工夫する。 

実践結果 大人も子どもも一緒に卓を囲む食事風景を目指したが実現しなかった。 

次年度方向性 新型コロナ感染症の対策が緩和されていく事を前提に、実践に結び付くよ

う計画的に行う。 

3 計画・ねらい １年を通して安心できる環境のもと、縁側や戸外で気持ちよく食べる。 

友だちや身近なおとなと親しみを持って、楽しく食べる。 

実践結果 季節の花を飾った食卓、文化としての食事を楽しんだ。 
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次年度方向性 年長児や新園児が入園し認定こども園へ移行することで園全体の規模感が

大きくなるが、引き続き些細な楽しみやかわいさ、美しい文化にこだわっ

ていく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

園児健康診断 12月22日に実施 

歯科検診 今年度は実施無し 

保健だより 毎月25日にアプリ配信 

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 

日々の保育の中で歯磨きの際の安全な歯ブラシの取り扱いや所作を

伝達した。 

流行した感染症 ①  8～9月にかけ新型コロナ感染症、園児１名が罹患し、篠栗町役

場へ報告 

②  12月1日に新型コロナ感染症､園児6名および保護者が罹患し12

月14日に終息、篠栗町役場へ報告 

発作・痙攣等の対応 ・なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・本日時点で、在籍スタッフ6名のうち、1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、0～2歳児の

み在籍だが特に手洗いは入念に行えるよう丁寧に行った。また消

毒・換気を徹底した。 

 

 

〈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 
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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３０日、10月３０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 年1回/12月22日 

歯科健診 今年度は実施無し 

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  

⇒4月15日、10月21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 子どもたち自身の生活やあそびは子どもたち自身でまかなう事ができるよ

う、乳幼児の育ちをとらえ児童処遇を考察し、環境設定や環境構成を具体

的かつ意図的に整え、継続的に点検と整備、改善を具体的に行う。 

 

実践結果 特に認定こども園への移行期間の工事個所について安全確保をしながら進

めてきた。 

次年度方向性 こども園に移行するにあたり、縁側デッキや給湯設備の増設、老朽化した

遊具の撤去、畑の整備など年間を通じて行っている。 

2 計画・ねらい 新型コロナウイルスに係る外出自粛要請などの特別な措置が講じられた場

合、活動内容の縮小や制限により子どもの育ちや学びが大きく阻害されな

いよう特に配慮し、新たな工夫や構想を以て健全な成長発達に確実に寄与

していく。 

実践結果 園庭など戸外での活動を主とした感染しない環境と体作りをした。 

次年度方向性 戸外で大いに活動し、ダイナミックに体を動かして遊ぶ中で丈夫な体作り

とケガをしない所作を身に付けられるようにする。 
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〈７〉手作り遊具・家具安全点検結果 

手作り遊具・家具一覧 現在、園において手作り遊具なし。 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
1 防災 危機管理マニュアル№3の災害対策（P.12～）に則り、消防訓練・避難訓

練・避難訓練開催通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継

続）手続き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・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い、災害発生時には対応フロー

チャートに従うようにした。 

また、大規模災害や広域惨害に備え、備蓄品の入れ替えや補充といった施

設機能強化を継続して行った。 

2 ケガ事故防止 危機管理マニュアル№3のけが事故防止策・安全点検と保全（P.14～）に

則り、事故防止チェックおよび設備点検チェックの実施、安全教育、SIDS

防止策を行い、けが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№3の不審者対策（P.20～）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い、

不審者侵入時にはフローチャートに従うようにした。 

4 光化学スモッグ 危機管理マニュアル№３の光化学スモッグ対策（P.21～）に則り、光化学

スモッグの知識を身につけ、注意報発令の把握を行いながら、発生時には

光化学スモッグ発生時対応および行政連絡に従って対応するようにした。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

次世代育成の観点から、実習生や研修生、地域ボランティア受け入れを積極的に行い、その一人ひと

りの様子に合わせて具体的かつ家庭的に援助や指導を行う。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

今年度は受け入れ無し。 

 

 

〈３〉中高生の受入 

今年度は受け入れ無し。 
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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 

15日 

５名 

20日

４名 

 17日 

５名 

15日 

５名 

19日 

５名 

16日 

５名 

21日 

５名 

18日 

５名 

16日 

５名 

20日 

６名 

22日 

６名 

５日 

５名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

２月１日 園長大学©保育士大学 

「わからない」から「やっ

てみたい」に変える実践か

ら学ぶ、インクルーシブ保

育 

１名 無 

２月９日 園長大学©保育士大学 

初代プレーワーカーに学ぶ

「遊び」解体新書③冒険遊

び場誕生の物語 

１名 無 

 

 

〈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 

18日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20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 

18日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17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） 

 

 

〈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 
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〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

法人理念における保育方針「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」にある通り、

園外に出かけ近隣住民や身近な人と様々なかかわりを経験し、子どもたち一人ひとりが地域に愛され

る存在になるよう計画し実践した。 

 

 

〈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：健康広場公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：アイアイささぐり、篠栗交番、篠栗町立図書館、県

立社会教育総合センター等 

世代間交流 ３月２日に近隣畑にて野菜（かつお菜）の収穫を実施 

異年齢交流 10月12日に園庭にて篠栗町立幼稚園児との砂場遊びを実施 

その他活動 10月24日に園にて保育士体験交流を実施 

 

 

 

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 

新型コロナ感染症対策のため、今年度は実施なし 

 

 

 

10. 要支援児  
今年度、対象園児なし 

 

 

 

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 １名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 １名 １名 １名 ０名 ４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3件相談実施済み 

自然食堂 毎週（水）10:00～12:00   ⇒計12回実施済み 
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親子ランチ

交流 

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１２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：健康広場公園にて 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 １名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 １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９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：１０時３０分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：平山 

 

 

〈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：１００％ 

（省察）保育内容や日々のコミュニケーションについては小規模の保育園運営という事もあり、概ね

良い評価を頂けた。入園前の説明にやや分かりにくさが感じられたり、写真販売日の遅延が発生した

りといった保育内容以外の事務手続きやサービス内容に満足度の低さが垣間見られたため、より一層

工夫を施す必要がある。 

 

 

 

13. 苦情解決・ケガのうち報告すべき事項  
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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   

特になし 

 

 

〈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：篠栗どろんこ保育園  施設長：平山 靖 



20221215 版 

 

２０２２年度 発達支援つむぎ 荻窪ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
「にんげん力。育てます」の理念に基づき、子どもが主体的に活動を選択し、思考すること、体験

すること、表現することを引き出す支援を基本方針とした。また、乳幼児期から就学後の姿を連続し

たものをして捉え、就学後も途切れない支援を行うことを目指した。 

支援内容は、法人が大切にする座禅、異年齢保育、雑巾がけ、裸足保育、畑仕事、生き物との関わ

りについて更に深めていくことを目標とした。特に畑仕事に関しては、これまで蓄積した記録やノウ

ハウをもとに、水まき、草取り、収穫などの動作から、一人ひとりの課題を抽出し、別の活動におい

ても効果的な支援に繋げることができた。年間を通じて畑仕事を行うことで、土づくりから収穫を

し、そして収穫した野菜を調理して食べるなど、身体機能面だけでなく、生活リズムや食育などの面

から支援を捉え、子どもに様々な経験を提供することができた。 

感染症予防による欠席が増えた際には、支援が途切れないよう保護者と継続的に連絡を取り、電

話、オンライン、或いは教材の送付などで外出できない子どもに少しでも自宅で楽しんでもらえるよ

う、一人ひとりに合わせた支援を提供することができた。 

開園９年目にあたり、園内の設備や備品等を見直し、本当に必要な物を厳選しながら整理整頓を心

掛け、子ども、保護者、地域、自治体の方など来所したすべての方にとって安心し落ち着ける場所を

目指した。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 年間を通じた畑仕事を通じて、実体験の中から様々な感触、運動を経験す

る（健康な心と体、思考力、数量や図形などへの関心） 

実践結果 土の手入れ、種まき、草取り、収穫、調理、肥料づくりなど、大人が育て

た野菜を単に収穫するだけでなく、畑仕事に必要なサイクルを一貫して体

験することができた。戸外で季節を感じながら、子ども自身が主体的に作

物の成長に関わり、ときには他者と協力しながら、思考し行動する経験を

提供した。 

畑仕事では、種を撒くことや作物を間引く際に、数や量の概念を自然に体

感することができた。また、思うように育たなかったり、歪な形になった

りと困難な場面で、どうすれば上手くいくのか、失敗を含めて経験する機

会を提供した 

当初、野菜以外の植物（綿、ひょうたん等）も育てる計画であったが、野

菜の成長が想定よりも遅かったため、育てる野菜を限定して取り組むこと

となった。 

次年度方向性 年間を通じて子どもたちと一緒に畑仕事を取り組むことができた。 

土づくりから収穫、収穫した野菜の調理など身体機能、生活リズム、食育

など様々な面で子どもの支援に活用することができていた。 
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畑が遠いため、年長グループを中心に支援に取り入れていたが、小さい子

でもできる作業には積極的にお誘いして、様々な方に支援を提供できるよ

う検討していきたい。 

2 計画・ねらい 生き物の飼育を通して生死を知る。命への理解、大切さや重みについて知

り、思いやりの心を育てる（道徳性、共感性、責任感） 

実践結果 小さな生き物の観察や世話をすることは、子どもの豊かな心の成長を促す

ことができるため、カブトムシの土交換、メダカの餌あげ、飼育環境の掃

除など、支援の中で実際に友達と協力しながら、責任感や仲間意識が芽生

えるように支援を提供した。 

生き物が卵から幼虫へ、幼虫から成虫へと変化を見届け、ときには死に立

ち会う経験から、命の尊さや大切さについて学ぶ機会を提供した。 

もともと生き物に興味を持つ子は、来所してすぐにカブトムシの様子やメ

ダカの餌あげなどを積極的に行ってくれた。また、グループで土交換をす

る際には友達と順番を守ったり、道具を共有したりと自然と友達意識が芽

生えていることを実感できた。 

次年度方向性 引き続き生き物の飼育を続けていく。 

現在、カブトムシ、メダカ、かたつむりの３種であるが、飼育スペースを

拡張し、戸外活動の際に子どもが捕まえた生き物を自由に飼育できるスペ

ースを確保していきたい。 

3 計画・ねらい 協働でひとつの物を創り上げる経験（協同性、達成感、豊かな感性と表

現） 

実践結果 支援中はスタッフが必要以上に介助したり、完成させたりすることを目的

にせず、その過程で子どもがどのように考えたか、子どもが表現しようと

しているものは何かを見極めるよう支援し、一人ひとりの表現を大切にし

ながら関わった。 

園入口やカフェの壁面を子どもたちが作った製作物で飾り付け、展示する

ことで、共通の目的の実現に向けて考えたり、工夫したり、協力したり、

諦めずにやり遂げた達成感や充実感を得られるよう支援することができ

た。年間を通して季節を感じることができる製作物が飾られていたため、

来所頂いた方に楽しんでもらうことができていた。 

次年度方向性 来年度も子どもたちの表現を大切にし、スタッフの押し付けにならないよ

う子どもたちが活動を選択する環境を用意していく。 

装飾に関しても継続して展示できるスペースを確保していく。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 事業所内相談支援を活用し、子育てに関する相談や助言、支援方法につい

てアドバイスを随時行う 

実践結果 事業所内相談支援について契約時、または契約後も適宜保護者へ説明を行

った。「就学について」「病院受診について」のテーマで、有益な情報発

信を座談会形式で実施した。 

次年度方向性 年度途中で契約された方に対しても適宜情報発信を行っていたが、個別で

行うことが中心だったため、契約状況なども踏まえて適宜座談会を計画、

実行する。 
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2 計画・ねらい 卒園児の保護者 を招いた座談会を開催し、情報交換の場を提供する 

実践結果 実際に保護者を招くことはできなかったが、過去に普通級、特別支援学級

や特別支援学校へ進学した事例をもとに、それぞれの役割の違いや就学に

向けて準備しておくことを情報交換することができた。 

次年度方向性 卒園する保護者に協力を仰ぎ、翌年度以降に座談会に協力いただけるよう

お願いする。座談会自体は継続して行う 

3 計画・ねらい 当法人で行われている子育てスキル講座について、保護者や地域へ情報発

信し参加を促す 

実践結果 法人の子育てスキル講座については、毎回チラシを掲示し保護者に声掛け

をしながら参加を促してきた。徐々に講座自体の認知が拡がり、内容につ

いて聞かれるなど保護者からの反響もあった。 

次年度方向性 園長大学®・保育士大学で扱われる講座を保護者へも周知していく 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 園との連携を強化する。保護者と相談しながら園訪問の時期を検討し、支

援に活用していく 

実践結果 つむぎでの様子だけでなく、実際に子どもの所属園に訪問し、生活の場面

で課題や困り事を確認することができた。その結果、必要に応じて個別支

援計画を更新し、支援の質を高めることができた。訪問時には、園の先生

と具体的な支援の手立てについて共有するだけでなく、園の雰囲気や大切

にしていることなど、園の特徴についても把握することを心掛けた。 

所属園の先生につむぎに来所してもらうなど、双方の情報交換を積極的に

行った。 

次年度方向性 引き続き、園との連携を強化していく。つむぎに通っている子どもを生活

の場面で評価することで支援に活用していく。 

2 計画・ねらい 日帰りショートステイ事業を活用し、子どもや保護者にとってつむぎが安

心できる場所になる 

実践結果 杉並区の児童通所受給者証を取得した子どもを対象に、日帰りショートス

テイ事業のサービス提供を行った。杉並区内の子どもが対象なため、積極

的に契約時に周知を行った。 

児童発達支援事業だけなく、保護者のレスパイトやきょうだい児の病院受

診等、支援以外の部分でも保護者の要望に応えられるようにし、子どもに

とってもつむぎが楽しい場所、また行きたいと思えるような安心する場所

になることを目指した。 

次年度方向性 つむぎ阿佐ヶ谷ルームや杉並区子ども発達センターと連携し、ショートス

テイを利用している子どもへの周知を行う。 

3 計画・ねらい 自治体、所属園、他事業所等、関係機関との連携を強化する 

実践結果 関係機関と情報共有を行い、直接の訪問や来所、オンラインや電話での聞

き取りを実施した。 
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次年度方向性 所属園や杉並区、その他関係機関との連携を強化し、オンライン等も活用

しながら情報交換をしていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 社内社外問わず、参加したい研修には積極的に参加を促す 

実践結果 スタッフの自己実現のため、可能な限り研修に参加できるよう心掛けた。

シフト調整や業務分担を適宜行いながら園全体で研修に送り出せるよう配

慮した。また、得た知識は毎回必ず園会議で共有し、アウトプットするこ

とで知識の理解度を高め、スタッフの人前で話す力、表現する力を養うこ

とができた 

次年度方向性 引き続き運営に必要な外部研修には参加させ、園長大学®・保育士大学の

講義を事業所内研修に活用していく。 

2 計画・ねらい 戸外活動でのスタッフの関わり方について、子どもの最善の利益を考慮

し、スタッフ同士、共通見解を持ちながら支援の質を高めていく 

実践結果 戸外活動（畑仕事、公園遊び等）において、関わり方、見守りの仕方につ

いてスタッフ毎に差が見受けられたため、動作分析におけるデータの蓄積

によって知識を深め、全員で子どもの最善の利益を考慮し共通見解を持ち

ながら支援の質を高めていくよう工夫した。 

定期的に勉強会にて事例検討を行い、スタッフの支援の質向上に努めた。 

次年度方向性 ケース会議等で、戸外がもたらす効果をスタッフ間で共有する時間を定期

的に確保する。 

 

 

生き物（虫）との触れ合いの機会を増やす 

1 計画・ねらい 虫を飼育することは、幼児に「命への理解や思い」「思いやり」を育む効

果があると言われている。また、飼育を通して他児と関わることで「仲間

関係を育む」ことも期待できる(生命尊重) 

実践結果 夏季は限定的に飼育する生き物の種類を増やしながら、様々な生き物との

触れ合いを提供することができた。興味関心を引き出しながら、生と死に

ついて考える機会を提供することができた。グループ支援の中で実際に生

き物に触れ、世話をしながら、変化を他児と共有し、土交換や餌あげなど

定期的に作業できる環境を用意することができた。 

次年度方向性 継続的に世話ができる生き物が少ないため、新しい生き物の飼育も検討し

ていく 

2 計画・ねらい 生き物に触れる力をコントロールすることで、自分の身体の使い方を知る 

 

実践結果 乳幼児期に力加減を誤ってしまったり、あるいは興味から意図的に乱暴に

扱ったりと、生き物を弱らせてしまうことなどを飼育するうえで、さまざ

ま経験を提供する。自分より小さな命を扱う上で「そっと」「優しく」

「ゆっくり」など、子どもが自身の行動と合わせて考える状況を飼育下で

作り出し、力をコントロールする経験を提供した 
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次年度方向性 関われる子どもが限定的なので、どの子どもでも関わりを増やせるように

生き物の種類を増やすことを検討する 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

205

人 

212

人 

231

人 

226

人 

225

人 

236

人 

251

人 

253

人 

247

人 

233

人 

228

人 

240 

人 

2787

人 

登録児

数 

47人 49人 49人 52人 52人 55人 56人 57人 59人 61人 61人 62人 660人 

（解説）３月利用総人数は予測人数を記載 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分 

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士3名 

 機能訓練担当3名（言語聴覚士1名、作業療法士1名（兼任）、理学療法士1名） 

 児童指導員1名 

 公認心理師・臨床心理士2名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議  月1回90分  ・法人内の情報共有  
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・児童発達支援管理責任者、各専門士による支援技術の共有  

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食など）を設け、資料を

使った研修を実施  

・つむぎ内外から講師を招いた研修の実施  

事故防止委員会  

（施設内会議にて実

施）  

月1回  ・施設内で発生したヒヤリハット、インシデント、事故の分

析と再発防止について共有  

・他園で発生した事故について共有  

・全国で発生した事故について事例検討  

支援計画策定会議  適宜  ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整  

・個別支援／グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理者が必ず参加し実施  

ケース会議  適宜  ・個別／グループ支援での課題の抽出、スタッフの認識のす

り合わせ、適切な支援内容の検討  

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

食育会議／法人本部 年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

保健会議／法人本部 年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

杉並区情報交換会 年2回 施設長、児発管 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係  毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導  

安全対策係  事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策  

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起  

防火管理者  防災計画の立案、月１回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近
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隣施設との連携の推進  

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食品

サンプルの管理  

畑係  計画的な畑仕事の立案、畑の管理  

生き物係  めだかやカブトムシ等生き物の飼育管理、ビオトープ作成の指揮、

動物や植物に触れる機会の検討立案  

体験学習係  活動の立案、計画書／報告書の作成、必要備品の準備、当日の運

営、（ハザードマップ外の場合）園外保育計画書の作成  

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

体験学習係  活動の立案、計画書／報告書の作成、必要備品の準備、当日の運

営、（ハザードマップ外の場合）園外保育計画書の作成  

地域連絡会係  近隣の他事業所との情報交換会への参加、商店や公共施設との関

係づくり  

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

グループ支援 

・畑仕事で農具の操作を通して、力加減や身体の動かし方を知る  

・水や土、温かい、冷たいなど様々な感覚に触れる  

・野菜を育てる過程でそっと触れたり、並べて植えたり、水を全体に撒いたり

と、力をコントロールする経験から、左右の手、上下肢、目と手など協調運動

の力を養う  

・収穫した野菜の調理や加工を通して食への関心を高める  

・子どものたち自らが計画立て、手段を選び、協働で完成させる体験をする  

・散歩の距離を徐々に伸ばしていく 

親子グループ 

・友達とのやり取りを楽しむ  

・視覚や触覚など五感で体験する  

・表現する楽しさを知る  

・見守りを中心とした干渉しすぎない支援を心掛ける  

・保護者同士の関わりを持てる場所になる  
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個別支援 

・個別支援計画に基づき、子どもに合わせた支援を実施する  

・活動は原則戸外で実施するが、子どもの希望によって臨機応変に室内活動も

実施できるよう環境を用意する  

・活動内容は子どもが主体的に選択し、スタッフはその手助けを行う関わりを

心掛ける  

・子どもの意欲を高める活動を提供し、「できた」という達成感を感じられる

支援を目指す  

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計６４名 が参加済み  （3月１日時点） 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 

・「相談支援記録」 

保護者面談 

発達相談 

・ 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  

関係機関との連携 

4～3月まで 合計２０名 が参加済み  （3月１日時点） 

・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 

・所属している保育園・幼稚園との連携し、自施設における支援内容の調整を

行う 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 子どもに合わせた食事形態、食具（手づかみ食べ）について、定期的に支

援を行う 

実践結果 保護者様からの相談をもとにした食塊形成や食具の支援を行いながら、子

ども自身が食べる意欲を持てるよう支援を実施した。今年度は機能的に食

事の難しさがあった子どもはいなかったが、ショートステイで持参するお

弁当については、その日の振り返りと合わせて助言しながら家族支援を行

うことができた 

次年度方向性 引き続き食事の支援を行っていくが、特に「食らう力」を引き出す支援を

目指していきたい 

2 計画・ねらい 子どもたちが育てた野菜を収穫しその場で食べたり、加工・調理を行い提

供したりすることで、食への興味関心を育んでいく 

実践結果 子どもの「食」の興味関心を拡げるため、実際に育てた野菜を食べるだけ

でなく、自分が育てた野菜をソースに加工して食べたり、保護者に食べて

もらったりといった体験を通して、食物を育てて食べる・食べてもらう喜

びから自信や食への意欲に繋げていくことができた。偏食のある子どもも

自分が育てた野菜を調理し食べることができていた 
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次年度方向性 畑仕事は通年通して行い、本年度以上に調理や加工の支援を充実させてい

く 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 報告すべき感染症はなし 

発作・痙攣等の対応 実施なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・5月25日の園会議にてエピペン・ダイアップ研修を土居歌子、鈴

木文香、伊藤圭佑 計3名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ全員が使用可能 

AED 使用できるスタッフの

状況（AED 設置施設のみ） 

・5月25日に園会議にて AED 研修を実施し、土居歌子、鈴木文香、

伊藤圭佑 計3名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ全員が使用可能 

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、うがい指

導・手洗い指導を実施。また消毒・換気を徹底した 

 

 

〈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 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 衛生点検チェックリスト 食育活動開始前：【食育活動】活動別チェックリスト 

都度実施 ⇒ 実施していない日 0日 

検便・細菌検査 毎月１日／５日／全スタッフ実施済み 

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月の施設内会議時  

⇒4月27日、10月26日に実施済み 
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虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 子どもが主体的に活動を選択する 

実践結果 可能な限り、子ども自身がやりたいことを選択できるよう配慮した。子ど

も自らがどの公園にいくか、グループ支援では次回のどうするかなど子ど

も同士で話合い、主体性を大事にしなから、その中で子どもの成長を促せ

る関わりを提供することができた 

次年度方向性 戸外でできる支援は必ず戸外で行うようにし、ただ戸外に行くだけでな

く、どのような効果が得られるかを考えながら支援していく 

2 計画・ねらい 年間を通して畑仕事の実施 

実践結果 いつ行っても畑仕事を行えるよう、計画的に作物の育成を行うことができ

た。収穫だけでなく、土づくり、種まき、堆肥づくり、間引きなど、畑が

現在どのような状況で、どんな作業が残っているかをスタッフ全員で把握

しながら管理していくことができた 

次年度方向性 年間通じて畑仕事が支援に取り入れられるよう計画的に進めていく。真夏

の時期に畑まで通うリスクを考慮し、敷地内で育てられる植物も検討する 

3 計画・ねらい 園の整理整頓 

実践結果 園内には様々な備品があるが、その備品をいま一度見直し、必要な物しか

置かないよう備品管理を徹底することができた。必要な物はしっかりと揃

え、日々のメンテナンスを徹底することができた 

次年度方向性 日々のメンテナンスを行いながら、経年劣化しているものは適宜更新し、

いつでも安全で過ごしやすい環境を用意する 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

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 スクーターボード グループルーム 都度 異常なし 
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5. 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（P6～）に則り、消防訓練・避難

訓練再開通知・自衛消防訓練通知・上級救急救命資格取得（継続）手引

き・防災自主点検・危機管理マニュアルの整備・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い・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Ｎｏ．3（P8～）のケガ事故防止策・安全点検と保全

事故防止チェック及び設備点検チェックの実施、安全教育を行い、ケガ発

生時には対応フローチャートに従う 

3 不審者対策 危機管理マニュアルＮｏ．3の不審者対策（P14）に則り、不審者侵入訓

練・笛の携帯・代理の送迎者の把握・不審者情報の収集と共有を行いなが

ら、不審者侵入時に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（Ｐ15～）に則り、光

化学スモッグの知識を身に着け、注意報発令の把握を行いながら、発生時

には光化学スモッグ発生時の対応及び行政連絡に従って対応する 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度は実習生の受け入れはなかったため、次年度は積極的に受け入れていきたい。 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

27日 

5名 

25日

6名 

22日 

6名 

27日 

6名 

24日 

5名 

20日 

6名 

26日 

6名 

30日 

6名 

14日 

6名 

25日 

6名 

22日 

5名 

22日 

6名 

園内研修 27日 

5名 

25日

6名 

22日 

6名 

27日 

6名 

24日 

5名 

20日 

6名 

26日 

6名 

30日 

6名 

14日 

6名 

25日 

6名 

22日 

5名 

22日 

6名 

虐待防止研修      21日 

６名 

   

 

25日 

6名 

 

 

 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月２６日 杉並区こども家庭センター 児童虐待対応基礎研修 1名 有 
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6月3日 杉並区こども家庭センター 
療育に関わるスタッフの心

構え 

1名 
有 

7月2日 杉並区こども発達センター 
不器用なこどもの理解と支

援 

1名 
有 

7月19日～２

８日 

社会福祉法人 睦月会 東京都強度行動障害支援者

陽性研修（基礎研修） 

1名 有 

１１月５日 社会福祉法人 正夢の会 
相談支援知識力向上研修 

合理的配慮について 他 

1名 
有 

１１月１９日 明治安田こころの健康財団 
自閉症・発達障害児者にお

けるハイブリッド支援 

１名 
有 

１月２８日 社会福祉法人 正夢の会 
相談支援知識力向上研修 

大人の発達障害 他 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

25日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

25日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 10月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

〈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 

今年度は利用児の所属する幼稚園、保育園、こども園に積極的に出向き、特徴や教育理念を把握し



20221215 版 

 

ながら、実際に子どもたちが生活の中で必要なスキルを獲得することを目指し計画を行った。実際に

園と連携し、園訪問、サービス担当者会議等、自治体や園の先生たちと情報交換しながら、訪問や電

話での交流を多く行うことができた。しかし、小学校との連携を取ることはできなかったため、次年

度は学校開放等を利用しながら就学後の子どもの生活を知るうえで連携を強化していきたい。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   読書の森公園にて 

杉並区情報交換会 11月8日、3月7日に杉並区役所にて人材育成等の情報交換会を実施 

杉並区実践報告会 12月18日に東京女子大学にてポスター発表を実施 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

利用児の母体園の園訪問や電話での情報共有を積極的に行い、大人の関わり方や環境調整なども含

め連携を行った。生活の場面も観察することでつむぎでの支援方法の参考とし、生活の中で具体的に

どのような困り感があるか知るきっかけとなった。園訪問後は保護者と共有し、家庭でできる支援方

法や今後の支援計画に反映させ、より良い支援に繋げることができた。 

必要に応じて、近隣の医療機関を紹介し、就学後も医療と繋がることで、いざという時の相談先を

確保するよう保護者支援も行うことができた。 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

新規利用児及び個別支援計画書更新の際に、保護者の希望や子ども自身が「やってみたい事」を丁

寧に聞き取り、モニタリングを実施した。担当者と児発管を中心に策定会議を実施し、スタッフ間で

必要な支援について見直しを行い、個別支援計画書の作成を行った。今後も子どもの自信につながる

よう目標を設定し、点ではなく生活という線で支援を行うべく個別支援計画書の作成に努める 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

小学校への進学に向けて就学支援シートを作成し、小学校や特別支援学校と引継ぎを行った。具体

的な支援方法や配慮事項などを中心に文書作成を行った。 
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11. 子育て支援事業 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:00～17:00 にて実施 

子育て相談 適宜 

青空保育

（支援セン

ター主催） 

月1回   読書の森公園にて 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 2名 3名 0名 0名 0名 6名 0名 0名 0名 3名 5名 19名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年７月２８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：１０時００分 

自己評価終了時刻：１２時００分 

自己評価実施者：森谷太郎、田中誠 

 

 

〈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：９８％ 

 

５段階評価のうちほぼすべての設問で4.５以上と高評価であった。唯一、「連携」に関する項目が

4.0と他の項目と比べて低かったため、児童発達支援及びショートステイ事業で出来る連携について

は、次年度以降も保護者へ丁寧に周知し、電話、訪問、文書による連携など積極的に行っていく。 

 

 

 

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。 
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〈１〉報告すべきご意見   

なし 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

なし 

 

※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：発達支援つむぎ 荻窪ルーム施設長 井坂 僚 



20221215版 

 

２０２２年度 発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
「子育て支援原点」の方針のもと、地域の中における「共育て」を意識しながら「ホンモノの経験」

や自ら発信する経験を積み重ねてきた。具体的な活動として近隣の公園や商店街等を活用した戸外活

動、青空保育や公園での植樹や花壇管理、カフェスペースを利用したおはなし会や事業所内相談支援

などのコミュニケーションを通じて、改めて子育てを土台にしながら支援や活動を展開することがで

きた。次年度は地域の交流の幅も広げていくと共に、さらに愛され選ばれる施設でありつづけるため

に子どもたちが興味関心を抱いた物事に対してじっくり関わり・向き合える環境を整える。また、子

どもたちが将来意欲を持って働く大人となる姿から逆算し、今必要な経験を大人が背中を見せて一緒

に行っていく。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「ホンモノの経験」を積み重ねる 

実践結果 ・畑仕事を通じて収穫したての野菜を食べることや、ほうきを作りお寺の

境内を掃除するなど様々な「ホンモノの経験」を行った。 

・焼き芋作りを通じて火と関わる経験から、子どもたちが火に対してどの

ように関わると良いかを自ら考え実行する機会を設けた。 

・畑仕事や公園等で土に触れる機会においては、季節や天候等によって土

の様子が変化することを知ることができた。 

・水と関わる経験においては、カメやえびの水槽掃除や氷、マーブリング

やスライム等水の柔軟な変化と子どもたちの「こうしたらどうなる？」と

いった試行錯誤をじっくり味わうことができた。 

次年度方向性 引き続き年間で火土水と関わる経験を定期的に設け、子どもたちが「ホン

モノの経験」を繰り返し取り組めるよう活動や環境を設定する。 

2 計画・ねらい 畑仕事を通じて食の循環を知る 

実践結果 ・昨年度とはまた異なる野菜を植え、インゲンやトウモロコシは支援で調

理加工し野菜の変化や成り立ちを学んだ。 

・調理加工の工程だけでなく、インゲンの花やトウモロコシの種類を調べ

る等事前に調理する野菜を調べ、知識を深めてから調理に取り組むことで

食の循環を意識することにつなげた。 

次年度方向性 食の循環を幅広く経験できるよう、調理加工し体のなかでどう消化吸収さ

れるのかを学ぶことや、食物残渣や堆肥化される環境の循環においても経

験できる環境を設定する。 

3 計画・ねらい 自ら発信する経験し、双方向コミュニケーションの重要性を共に学ぶ。 
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実践結果 ・子どもたちに自ら発信する機会を繰り返し設け、発信する経験や選択、

方法について一緒に取り組んだり、見守ったりする環境を設定した。 

・生き物に興味があり、そこから発信する力につなげることや、言葉だけ

では発信しきれない気持ちを絵に描いて表現してみること、遊びの幅がひ

ろがり感情を体で表現することができる等様々な発信を得て子どもたちの

成長を見守った。 

次年度方向性 子どもたちが発信したいと思う気持ちを丁寧にくみ取り、双方向コミュニ

ケーションや発信の幅をひろげていくことにつなげていく。 

4 計画・ねらい 社会資源を活用した地域ぐるみの子育て支援 

実践結果 ・武蔵野中央公園にて引き続き青空保育を行い、子どもたちが作った作品

を青空保育に参加した子どもたちに渡すなど、地域の子どもたちとの交流

やつながりを持つことができた。 

・七夕の笹や境内での掃除を地域の寺院で行ったり、図書館へ行きみんな

で読む絵本を借りたり、自分の読みたい本を検索機で調べる等身近な場所

で社会とのつながりや情報に触れる機会を設けた。 

 次年度方向性 さらに多くの地域資源とつながる機会をもち、地域に見守られ愛される施

設を築く。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 事業所内相談支援の強化 

実践結果 ・事業所内相談支援についての理解や利用促進のため、施設内に掲示や保

護者への資料配付・説明を行った。 

・スタッフと保護者が話している際に、事業所内相談支援を活用したい内

容と思われる際は、保護者に説明了承を得た上で利用できるよう促した。 

・定期的に事業所内相談支援を利用する方も昨年と比較し増加し、相談の

敷居が下がってきている様子がある。 

次年度方向性 次年度よりスタッフから保護者に事業所内相談支援の理解や活用について

説明し、保護者に対する支援や相談の場としての利用促進を強化してい

く。 

2 計画・ねらい ルーム内外を対象にしたおはなし会や懇談会の実施 

実践結果 ・月1回施設内を利用し「おはなしの会」を実施している。9月頃より地域

の方々にも発信し、気軽に話ができる場を定期的に設けた。 

・施設に見学に来られた方や、利用を待機している方の利用もあり、実際

の活動にイメージをもつきっかけ作りともなっている。 

次年度方向性 引き続き定期的に機会を設ける。時折テーマを決めたり、感染症の状況を

みながら飲食を交えたりするなど多様な開催方法を検討する。 

3 計画・ねらい 就学に関する保護者会等の開催 

実践結果 ・就学に向けた保護者懇談会を年3回実施した。 

・就学相談の流れや卒所した保護者からの話やスタートカリキュラムにつ

いて保護者同士で話し合う機会を設けた。 
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次年度方向性 「小学校1年生」をスタッフが見て知り、逆算した保育・支援の遂行から

アプローチカリキュラムやスタートカリキュラムについて保護者へ説明で

きるよう学びを深める。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 保育所・幼稚園へのアウトリーチ強化 

実践結果 ・社内報やブログ等を用い、施設への理解と情報発信を定期的に行った。 

・園訪問を通じて、地域の保育園や幼稚園との定期的な連携や子どもの支

援方針等について共有する機会を設けた。 

・10月頃より三鷹どろんこ保育園と連携し、スタッフ同士の園と施設の行

き来や情報交換、双方参加の研修や会議に参加することで子どもたちの生

活の場を知り、支援へ活かすことができた。 

次年度方向性 今後も定期的な連携を行うと同時に、様々な保育園、幼稚園を知っていく

ことで子どもたちの学びや育ちに反映する。 

2 計画・ねらい これからの地域を地域の方々と共につくりあげる 

実践結果 ・武蔵野中央公園での「子ども管理人」としての活動を通じ、季節に応じ

た花を植えることや、掃除や環境整備等から地域で育つことや貢献できた

気持ちを味わうことができた。 

・月窓寺との定期的なつながりや掃除を行うことで、身近な環境への意識

や他者との関わりを学ぶことができた。 

次年度方向性 今年度積み重ねた関わりから、活動の幅や地域をひろげていき、より強く

地域社会とのつながりをもてるよう環境設定する。 

3 計画・ねらい 子どもたちの学齢期以降の人生を見据えた支援のあり方を深化 

実践結果 ・武蔵野市立第三小学校にて8月に学校探検を実施し、学校の仕組みや様

子を知る機会を設けた。 

・就労支援つむぎの開設に伴い、実際の見学を通じて就労支援や学齢期、

青年期の支援について知る機会を設けた。 

次年度方向性 「途切れない支援」のあり方について知る機会を活かし実際の支援や活動

に取り入れ逆算した保育・支援を行っていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 新人事評価制度を活用したスタッフのキャリアアップ 

実践結果 ・スタッフそれぞれの「なりたい姿」をイメージし、逆算し今何をすべき

かを共に考え、目標設定を行った。 

・2～3ヶ月に1回程度面談等で話し合い、目標達成の進捗や状況について

話し合った。 

次年度方向性 スタッフが義務感や責任感だけで目標設定をするのではなく、自己実現や

成長でワクワクできるような目標設定をサポートする。 



20221215版 

 

2 計画・ねらい 保護者の心に入り込んだ接遇・保護者支援 

実践結果 ・今年度の内部監査の指摘事項は3個であった。 

・月1回清掃チェック表を用い、定期的な清掃と整理整頓を行った。 

・保護者の悩みや相談事においては、初回相談時に施設長もしくは児童発

達支援管理責任者が同席し、スタッフ全員が適切に対応できるよう指導を

行った。 

次年度方向性 人や環境に対する気づきを高め、接遇について日々高めていけるよう定期

的に話し合う機会を持ち、実行する。 

3 計画・ねらい アプローチカリキュラムの理解と意識した支援の実施 

実践結果 ・保育所保育指針「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を日々の支援

や活動を振り返りながら理解を深め、小学校就学時の具体的な姿を学び合

った。 

・子どもそれぞれの姿と発達を見極め、個別支援計画に目標と具体的な手

立てについて記載することができた。 

次年度方向性 支援と振り返りを繰り返す中で「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」

についてさらに深く理解すると同時に、より分かりやすく保護者や地域等

に説明する機会を設ける。 

4 計画・ねらい スタッフ全員のアウトプット力向上 

実践結果 ・園会議や空き時間を利用し、スタッフそれぞれが学んだことについてア

ウトプットを行った。 

・社内会議や社内報、ブログ、カフェの掲示等で自園の取り組みや強みを

定期的にアウトプットし、評価や感想をいただくことができた。 

次年度方向性 スタッフのそれぞれの学びについて研修企画し、学び続ける文化の醸成を

図る。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

208

人 

217

人 

226

人 

214

人 

206

人 

220

人 

221

人 

223

人 

227

人 

212

人 

206

人 

230

人 

2610

人 

登録児

数 

61人 64人 67人 67人 67人 67人 67人 65人 66人 64人 66人 70人 791人 

（解説）利用総人数には新型コロナウイルス感染症に関連した代替的サービスの提供記録を含む 
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〈２〉開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士１名 

 機能訓練担当２名（公認心理師2名） 

 児童指導員１名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・研修報告やその内容に関するディスカッション 

・ケース検討 

・衛生管理手順の確認 

事故防止委員会 月1回 

・前月の施設内インシデントおよびヒヤリハット事案の確認

および再発防止策に関する話し合い 

・他園事故報告書の内容共有 

支援計画策定会議 適宜 

・支援計画の新規・更新および変更作成が生じる場合に開催 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理責任者が必ず参加する。 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 
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食育会議／法人本部 年4回 

（5.8.11.2月） 

施設長 

スタッフ 

保健会議／法人本部 年4回 

（5.8.11.2月） 

施設長 

スタッフ 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 毎日の消毒・換気の点検、感染対策の検討と提案、手洗い支援を法

人の方針や感染状況に応じて定期的に行った。 

安全対策係 事業所内または周辺の安全管理や清掃、危険箇所の点検や対策、定

期的な安全点検の実施、利用者への注意喚起を行った。 

防火管理者 月1回の防災訓練の計画立案および実施、消防計画の見直し、備蓄

品の確認および補充を行った。 

食品衛生管理係 飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食品

サンプルの管理を行った。 

畑係 種まきや苗の選定や買い付け、畑仕事の計画と立案、収穫時期の検

討や日々の畑の様子をカフェに掲示した。 

生き物係 アクアリウム（えび）の飼育管理、ミスジドロガメの世話、カブト

ムシの幼虫の世話、動物や植物の管理においての計画策定および実

施を行った。 

体験学習係 年4回の計画立案、打ち合わせ、チラシや必要物品の作成と調達、

安全な計画の実施と振り返りを行った。 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

吉南まつり係 規模を縮小しての実施のため、大人神輿を支援時にて見学した。 

地域連携係 地域資源の利用や情報の収集と連携を行った。 
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4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

異年齢グループ 

・新しい友達や環境で安心して活動できる支援を実施した。 

・ゾーン保育を活用し、一人ひとりの好きなことを見極めて主体的な取り組み

を促した。 

・異年齢での活動から他者や年上・年下との関わりや協調性・思いやりの心を

育めるよう環境設定を行った。 

・実体験から五感を使った表現や豊かな感性を引き出せるよう意識して支援を

行った。 

・畑仕事や生き物の世話や清掃を定期的に行い、生命の尊さや生きるために必

要なことを共に学ぶ機会を作った。 

・商店街にて買い物やウォークラリーを実施し、自分の地域を知ることやお店

の方々とのコミュニケーションを促した。 

・たき火や土に触れる活動、色水遊び等火・土・水に関わる活動を行い、自然

の反応や気づきについて共に学びを深めた。 

・保護者へ活動の意図やねらいを丁寧に説明し、身につけたい力や子どもの成

長について相談の時間を設けた。 

親子グループ 

・新しい友達や環境で安心して活動できる支援を実施した。 

・保護者との関わり遊びを通じて、スキンシップや情緒の安定を図った。 

・規則正しい生活サイクルを身につけ、元気に活動できるよう時間設定を行っ

た。 

・子どもたち同士の関わりに必要以上に介入せず見守ることで、感情のコント

ロールやコミュニケーションのやり取りを促した。 

・保護者との対話を繰り返し、共に子育てを考える時間を設けた。 

個別支援 

・活動を選択し、興味関心から主体的に活動に取り組めるよう環境を設定し

た。 

・素材を戸外で調達後に製作に使用する等活動の連続性を意識した取り組みを

行った。 

・子どもたちが納得いくまで試行錯誤できるよう見守る時間を意識して支援を

行った。 

・「できた」経験を積み重ね、子どもの達成感や自信につながりやすい支援を

設定し、実施した。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計47名 が参加済み  （3月1日時点） 

・園訪問の事前共有や報告を行った。 

・日々の支援についての確認や子どもの様子について話し合った。 

・就学・就園についての相談や情報整理を行った。 

・子どもを取り巻く家族やその関係機関を含めた情報整理や関係機関連携を行

った。 

・すべての支援に対し「相談支援記録」の保管を行った。 
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保護者面談 

発達相談 

・支援の振り返りやカフェでのやり取り、上記「事業所内相談支援」において

適宜相談を実施した。 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計10名 が参加済み  （3月1日時点） 

・就学や就園に関する各関係機関との連絡調整を実施した。 

・保育園・幼稚園等と連携し、自施設における支援内容の調整を行った。 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 畑仕事を通じた食材と食の始まりを経験する 

実践結果 ・種や苗植えから定期的な雑草抜きや水やり、間引きといった世話につい

て子どもたちと取り組んだ。 

・収穫した野菜の一部は調理加工し、収穫時との姿の変化や味の違い、仕

組みについて学び、食の連続性を知ることができた。 

次年度方向性 さらに食のつながりや循環を深く知るため、食物残渣や肥料への変換およ

び体に入った後の食の消化吸収等についても学ぶ。 

2 計画・ねらい 収穫した野菜の加工を行う 

実践結果 ・とうもろこしをポップコーンに加工し食す経験をした。 

・インゲンを調理し、胡麻和えにして食す経験をした。 

・それぞれの調理活動前には該当の野菜についても調べ、知識も共にイン

プットしてから調理活動を行った。 

次年度方向性 食の加工や調理の回数を増やし、形や味の変化や過程を幅広く楽しみなが

ら知る環境を設定する。 

3 計画・ねらい 季節の行事と連携した調理活動 

実践結果 ・さつまいもを収穫した秋にはたき火で焼き芋を行った。 

・クリスマスにはそれぞれのグループごとに話し合い、ケーキ作りを行っ

た。 

次年度方向性 食を通じて四季を意識できるような活動を継続的に設定する。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

スタッフ健康診断 年1回実施 
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スタッフ検便 毎月1回（全スタッフ対象） 

流行した感染症 新型コロナウイルス感染報告あり 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・本日時点で、在籍スタッフ6名のうち、6名が使用可能 

ルーム内研修にて共有した。 

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。 

 

 

〈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 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 

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月の施設内会議時  

⇒4月13日、10月21日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 素材から自由な発想を育む経験をする 

実践結果 ・季節の花や葉、枝、実等を利用し、製作や活動において用いることがで

きた。 

・牛乳パックや段ボール、ラップの芯といった廃材も利用し、試行錯誤し

ながらイメージを形にする喜びを味わった。 

次年度方向性 利用児と素材をどこから調達するかも共に考えながら、作ることへの意欲

や多様性へとつなげていく。 

2 計画・ねらい 「調べる」経験をする 
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実践結果 ・活動の前後において「調べる」ことや「検証」の時間を設け、活動にお

ける興味関心を高めた。 

・図鑑や本だけでなく、検索機といった ICTも活用し、多様な方法にて

「調べる」ことへの取り組みを行った。 

次年度方向性 引き続き活動の前後において「調べる」ことを取り入れながら、調べたこ

とや経験したことをアウトプットすることへつなげていく。 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践結果 武蔵野市からの防犯・防災メールを随時確認し、その他注意報や警報の発

令を意識しながら戸外活動をすすめた。 

2 実践結果 防犯を含めた避難訓練を実施し、スタッフの勤務体制にかかわらず、緊急

時に誰でも最善の対応ができるよう努めた。スタッフ全員が避難場所、避

難経路、避難方法および AED設置場所についても定期的に共有してい

る。 

3 実践結果 全スタッフがケガや事故に対して常に危機感を持ちつつ指導した。起きた

ケガや事故に対しては原因の究明を怠らず、再発防止に務めた。また、未

然に防げることへの気づきを忘れず、常にケガや事故の起こりにくい環境

設定を行った。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度は受け入れがなかったが、引き続き積極的に受け入れる体制をつくり、次の世代を担う保

育・福祉の現場で活躍する人材育成を担えるようにする。 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

7名 

11日

6名 

1日 

6名 

6日 

6名 

3日 

6名 

9日 

7名 

5日 

7名 

9日 

6名 

9日 

6名 

11日 

6名 

2日 

6名 

1日 

6名 

エピペン研修            23日 

7名 

嘔吐処理研修  19日

5名 

       19日 

5名 

 23日 

7名 
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虐待防止研修          25日 

4名 

 23日 

2名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

 東京都 
令和4年度虐待防止・身体

拘束適正化に関する研修 
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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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 

活動を通じて地域との関係性を深めていくことをテーマに地域交流を行った。新しい店の方々との

交流が始まったり、相手からこちらに声をかけてくれたりすることが増えてきた。さらに地域ととも

に歩む施設であるよう連携と交流を深めていく。 
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〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   武蔵野中央公園にて 

商店街ツアー 随時 買い物やウォークラリー等を通じて関係性を深める。 

小学校探検 8月30日に武蔵野市内の小学校にて学校内探検を実施 

その他活動 7月および1月に月窓寺にて七夕飾りと境内清掃を実施 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

 就学や就園および幼稚園・保育園等での子どもたちの姿をとらえて支援に活かすために定期的に複

数回行った。また10月からは三鷹どろんこ保育園との定期的な連携を開始し、生活の場での支援や活

動、子育てについて共に学び合った。 

 

 

〈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 

通年 該当児が通う幼稚

園・保育園 

原則1名 

各幼稚園・保育園 行動観察 

担当者と支援について

の話し合い 

必要に応じて個別支援

計画書の変更 

8月30日 武蔵野市立第三小学

校  
4名 

武蔵野市立第三小学校 学校探検 

副校長先生からのお話 

毎月 三鷹どろんこ保育園 

各回1～2

名 

三鷹どろんこ保育園 

つむぎ吉祥寺ルーム 

行動観察 

連携内容についての話

し合い 

発達障害における勉強

会 

さくらさくらんぼリズ

ム勉強会 
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10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

児童発達支援管理責任者が、保護者の意向、子どもの適性、特性を踏まえ、提供するサービスの適

切な支援内容等について検討し作成した。おおよそ提示2ヶ月前に保護者へモニタリングを実施し、子

どもの家庭や園での様子、保護者のニーズ等について把握し、1ヶ月前には児童発達支援管理責任者を

中心とした策定会議を行い、多角的に子どもの発達をとらえ、適切な支援を考えた。 

また子どもの成長や状況の変化等に柔軟に対応し、必要に応じて6ヶ月以下での個別支援計画の見直

しと作成を行った。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

10月頃より、保護者と相談の上、就学支援シートの作成を行った。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

子育て相談 随時実施した 

勝手籠設置 （月）～（土）9:00～17:00 にて実施 

青空保育 

月1回   公園名：武蔵野中央公園にて 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 

25名 中止 20名 中止 12名 15名 15名 26名 26名 17名 18名 20名 194名 

おはなしの

会 

月1回   実施場所：つむぎ吉祥寺ルームにて 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 

4名 4名 2名 3名 3名 2名 0名 5名 2名 2名 3名 4名 34名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２月８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：９時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：森谷 太郎 
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〈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：９７％ 

 

誰もが気持ちよく過ごせる空間を意識して環境整備を行った。スタッフ全員が保護者対応および相談

支援ができる体制を整え、気軽に何度でも相談できる仕組みを作り上げた。利用者アンケートでは子

どもがいつもきらきらした目で楽しんでいる、スタッフ誰一人違和感なくルームにいてくれていると

いったご意見もいただき、大人も子どもも楽しんで活動しながら学び、育つことへの大切さを実感し

た。 

 

 

 

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   

 報告なし 

 

 

〈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：発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム施設長 石井 友貴 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
①子どもの姿を捉えた保育計画(個別支援計画)・アプローチカリキュラム作成 

 個別支援計画作成時や更新時には、保護者からじっくりとモニタリングを行うと共に、保護者の

ニーズや保護者と支援者が見ている子どもの姿の擦り合わせを丁寧に行った。そのうえで、子どもの

特性や課題にあった個別支援計画書を作成し、質の高い支援を展開していくことに努めた。 

小学校への訪問を全スタッフが行い、就学を見据えたアプローチカリキュラムを支援に取り入れ

た。また、スタッフが知り得た就学後の情報を保護者に丁寧に伝えるよう意識し、保護者と足並みを

揃えて子どもの就学に向けた支援を展開した。 

②自園の強み・特性を生かした園や子どもの姿の記録と公開 

記録作成の際の子どもの様子、支援者の見立てについてスタッフに説明を行うと共に、支援の様子

を写真や動画で残して振り返りを行うことで、子どもの姿やにんげん力を育てるために必要な支援を

行った 

様々な体験学習を実施し、子どもが楽しむ様子だけでなく、療育的視点から子どもに育まれている

力なども発信をし、利用者だけでなく地域の方からも必要とされる情報を発信することに努めた。 

③食材や食の循環を学ぶ直接体験 

区民農園を利用し、年間を通じた畑仕事を展開した。子どもと土づくり、畝づくり、種まき、水や

り、草むしり、収穫を行い、その場で野菜をかじって食べたり、ルームに持ち帰って調理したりし

た。普段野菜をあまり食べない子どもも、収穫したその場で自ら野菜をかじって食べる姿が見られ

た。近隣の公園にある田んぼでの田植えを実施したことで、米が何からできているか、どのような場

所で出来ているかなど、身近な食べ物のルーツを知る機会も提供した。 

④選ばれる園を作る 

他事業所との事例検討会への参加、自治体が主催する情報交換会への参加等を行い、自ルームでの

取り組みを地域や関係者に発信をした。自治体からの理解や信頼を得ることで、保護者だけでなく自

治体からも選ばれる施設を作ることに努めた。 

誰もが気持ちよく感じる環境を整備するために、スタッフ全員で整理・整頓・清掃を行った。ま

た、スタッフがやりがいをもち働きやすい雰囲気作りに努め、子どもや保護者から頼られ、安心して

過ごせる環境を築くことに尽力した。利用者アンケートについて、回収率は90％から９７％に、NPS

は9.17から9.3に向上したことで、少しずつではあるが保護者から必要とされる施設になっていると

考えている。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 支援内容の充実 

実践結果 ・就学後の支援について、全スタッフが小学校の見学に行き、実際の授業

風景や内容を確認した。また、卒所児の保護者を招いて同窓会を行い、
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様々な小学校の宿題や授業の内容、保護者の悩みや子どもの様子を聴取し

た。それらの情報をもとに、就学を見据えた支援や利用している保護者へ

の助言や支援を行った。 

・子どもが主体的に活動に取り組めるよう、今その子が何を楽しんでいる

のかをキャッチして支援に取り入れた。子どもの意欲や主体性を引き出し

つつ、発達段階に合った支援を提供することに努めた。 

・グループ支援では、協働の活動ができる環境設定やプログラムを用意

し、子ども同士での話し合いや、役割をもって協力する経験を重ね、皆で

一つのモノを創り上げる経験が積めるよう努めた。 

・専門職や様々な経験があるスタッフによる勉強会を実施し、ルームスタ

ッフ全員の支援の質が向上するように努めた。 

 

・買うものを相談して商店街の買い物を行った。 

・親子グループは、今のその子が何を楽しんでいるのかをキャッチして支

援に取り入れ、児が主体的に参加できるよう支援した。 

保護者から児がはまっていることを聞いて取り組んだ。 

・体験学習では、ボディペイントを2カ月連続で行たったが、主体的に行

えた。 

・自分でピタゴラスイッチを作る支援道具。子どもが主体的に作る姿が見

られた。 

・個別支援で買い物や公園に行く機会が増えた。 

 

次年度方向性 ・子ども一人ひとりに合わせ、主体性や最善の利益を考慮して充実した支

援内容を展開していく。 

 

2 計画・ねらい 支援の質の向上 

実践結果 ・他ルームとのケース検討会議、杉並区の事例検討会への事例提出と参加

を行い、その内容をルームスタッフに共有することで、スタッフ全員の質

の向上に努めた。 

・保育の質を上げる会議に参加しているスタッフより、内容の共有とスタ

ッフ全員で取り組む課題を設定し、保育所保育指針や幼児期の終わりまで

に育ってほしい10の姿の理解が深まるように努めた。実際に行っている支

援が幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿のどの項目に該当している

か、スタッフが行うべき環境設定や関わりは何かなどを話し合い、必要と

思われる支援を展開した。 

次年度方向性 ・スタッフ同士の陪席は継続していく。 

・定期的な勉強会やケースの共有を行い、スタッフのアウトプットの場を

設けていく。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者に信用される 
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実践結果 ・お出迎え、見送りはスタッフ全員で徹底して行った。 

・保護者の要望があった際や、悩みを抱えていそうな保護者にはスタッフ

から事業所内相談支援を提案して場を設け、保護者の話をじっくり聞き、

子どもにとって必要な支援や関わりについてお伝えした。保護者の不安や

負担の軽減、一緒に子育てをするという意識で話をすることで、保護者か

らの信頼を得ることに努めた。 

次年度方向性 ・事業所内相談支援の個別や集団は定期的に実施していく。保護者サロン

や対面で集まって話し合う機会も設けていく。 

2 計画・ねらい 誰が利用しても気持ちよく過ごせる環境 

実践結果 ・ルーム内ミーティングの時間に、全員で整理整頓、掃除をする機会を設

けた。また、全員がルームの美観を意識するように努め、保護者目線で適

時整理・整頓・清掃を行うよう努めた。 

次年度方向性 ・片付いている状態の認識について、スタッフによって価値観の違いが身

らえるため、整理・整頓・清潔の明確なルールを設ける。また、掃除箇所

や掃除をする時間や日にちを明確に設定する。 

3 計画・ねらい 保護者同士・子ども同士の繋がりを作る。 

実践結果 ・保護者座談会が２回、卒所児の保護者の同窓会が１回行った。 

・ペア活動や異年齢グループの支援は昨年度よりも多く行うことができ

た。ペア活動や異年齢グループは、実施した後に保護者からまた参加した

いとの要望があったため、次年度に繋げていく。 

次年度方向性 ・ペア活動、異年齢グループを定期的に実施していく。 

・保護者向け勉強会や懇親会を平日の午前中などにも実施する。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 他事業所との連携、情報交換 

実践結果 ・杉並区が主催する事例検討会にケースを提出し、ケース検討を行った。 

・小学校の学校公開に合わせ、全スタッフが見学に行くことはできた。ま

た、見学した内容や様子をルーム会議で共有し、全員が小学校の現在を知

ることに努め、フィードバックなどで保護者に発信をした。 

次年度方向性 他事業所との連携や情報交換をする機会を増やしていく。 

2 計画・ねらい 地域に向けた発信 

実践結果 ・利用する児が所属する保育園からの見学は３件あった。園訪問は２３箇

所に行き、支援内容だけでなく、法人のパンフレットなどをお渡して説明

も行った。 

・自ルームでの支援や取り組みを、ブログで毎月発信した。 

・地域の方がカフェを利用された際は、児童発達支援や法人についての説

明を丁寧に行った。 
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次年度方向性 ・ブログでは体験学習だけでなく、地域で育児をする方に必要とされる内

容を精査して発信していく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい ケース検討会議 

実践結果 ・ルームミーティングだけでなく普段の業務の中で、担当するケースにつ

いて随時相談をするように努めた。 

次年度方向性 ・ケース検討会議は定期的に実施していく。 

・担当するケースについて、困ったり悩んだりすることがあれば、会議を

待たずに適時スタッフ間で話し合いをするように努める。 

2 計画・ねらい 勉強会の開催 

実践結果 ・ルームミーディングにてスタッフ同士で勉強会を実施した。 

 

次年度方向性 園長大学®保育士大学の動画を研修に利用していく。 

 

 

連携強化（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 小学校との連携 

実践結果 ・特別支援学級や通常学級の見学に全スタッフが行くことができた。ま

た、校長先生と話す機会も設定していただき、現在の小学校の様子、児童

発達支援に求めるものなどの意見交換をすることができた。 

次年度方向性 ・小学校の教員と情報交換をする場を設けていく。近隣の小学校だけでな

く、スタッフの知り合いから学校の先生の知り合いを呼ぶなど、コネクシ

ョンを広げていく。 

2 計画・ねらい 法人内保育園へ訪問や近隣の他事業所との情報交換 

実践結果 ・他ルームの支援に陪席することはできた。 

・杉並区主催の事例検討会議や情報交換会に参加をし、杉並区の動向の把

握や他事業所との情報交換を行った。 

次年度方向性 ・法人内保育園への訪問、他事業所との情報交換を継続していく。 

3 計画・ねらい 家庭訪問 

実践結果 家庭訪問については保護者からのが要望がなく未実施となった。 

次年度方向性 保護者からの要望があれば家庭訪問を実施する。 
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2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

221

人 

215

人 

235

人 

222

人 

229

人 

227

人 

215

人 

221

人 

214

人 

216

人 

209

人 

220

人 

2424

人 

登録児

数 

55人 59人 61人 61人 62人 62人 61人 61人 61人 61人 62人 62

人 

62人 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

 保育士2名 

 機能訓練担当3名（言語聴覚士1名、作業療法士1名、心理士1名） 

 児童指導員1名 

  

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月4回 

 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・ケース検討 

・全スタッフで環境整備 

事故防止委員会 月1回 

自ルームや他園のインシデントやヒヤリハットの振り返りを

行い、対応策を改めて共通認識することで事故防止への意識

向上に努める。 

支援計画策定会議 適時 
子どもの姿、保護者のニーズ、支援の様子をスタッフと児発

管で話し合い、子どもにとって最善の支援をもとに計画を作
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成した。 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

（施設長への確認ナビゲーション）項目は施設の状況に応じて追加・削除（以上のナビゲーションは、

本事業計画書を入力する際に削除してください。） 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 嘔吐処理研修、毎月の掃除計画と実施。 

安全対策係 防災関連の備蓄品の管理、避難訓練などの実施。 

防火管理者 消防計画、帰宅困難者リスト作成。 

避難訓練実施の確認。 

食品衛生管理係 飲料水の管理、冷蔵庫掃除の管理、カフェの新型コロナウイルス対

策や季節性の感染症対策の思案と実行。 

畑係 畑グループの立案と実施、利用児やスタッフの畑仕事の把握、収穫

した作物の調理と実食の計画と実施。 

生き物係 ザリガニ、エビ、カブトムシの健康・環境管理。生き物の飼育を支

援プログラムに取り入れるようスタッフへの提言と実施。 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

親子グループ 

・年度途中での退会や新規利用児の参加が複数あった。保護者や子どもが安心

して活動に参加できるよう、子どもが楽しめるプログラムの実施やフィードバ

ックの際に保護者の話を丁寧に聞くことに努めた。 

・畑で収穫した枝豆を茹でて食べる活動を行い、乳児期から食に対する興味関
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心が高まるよう支援を行った。 

・子ども同士のやり取りが生まれるような環境設定やプログラムの立案を行

い、子ども同士の関りを見守る中で必要な声掛けや支援を担当スタッフが意識

して関わった。 

キッズグループ 

・皆で一つのモノを作りあげる活動設定を行い、子ども同士が主体的に相談や

協力をするよう支援を展開した。また、見通しや興味・意欲をもって取り組め

るよう、ひとり一人の発達に合わせた説明や言葉かけを行い、子どもが中心と

なって活動が展開してくよう努めた。 

・畑仕事、戸外活動、木工等の様々な活動を行い、子どもが常に興味や意欲を

もって活動に取り組めるよう留意した。初めて体験する活動も多かったが、主

体的に活動に参加する姿が多く見られた。 

個別支援 

・決まったプログラムを行うのでなく、子どもの現在の姿や気持ちを大切にし

て支援を展開していった。子どもが楽しく、主体的に取り組めるプログラムを

計画し、その中で子どもが得意な分野、苦手な分野、支援が必要な課題に意欲

的に取り組んで達成感や満足感を経験できるよう努めた。子どもや保護者は、

つむぎ阿佐ヶ谷ルームに通うことを楽しみにして来所される方が多く見られ

た。 

・フィードバックの際には、保護者から子どもの家庭や園での姿、保護者が困

っていることや悩んでいること、ニーズ等を丁寧に聞き取り、適時助言等を行

っていった。保護者からは事業所内相談支援を利用したいという要望も多く聞

かれた。 

事業所内相談支援 
4～3月まで 合計71名 が参加済み  （3月1日時点） 

関係機関との連携 
4～3月まで 合計23名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 食材や食の循環を認知する直接体験 

実践結果 ・畑仕事として、土作り・畝作りを子どもと一緒に行う。種を子どもと一

緒に買いに行き、定期的に水やりや草むしりなどの畑仕事を実施した。収

穫した枝豆を茹でて食べることや、畑で収穫したその場で野菜をかじって

食べることも実施した。 

・収穫した野菜をカフェスペースに置き、保護者に提供することで畑仕事

へのニーズや興味が出る保護者や子どもの姿が見られた。 
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次年度方向性 ・年間を通した畑仕事を継続していく。 

 

2 計画・ねらい 保護者へ食に関する助言を行う 

実践結果 ・ショートステイで食事の動画を撮影し、嚥下機能や咀嚼に関する説明を

保護者に行った。また、発達段階に合った食具の使い方についてのアドバ

イスも適時行った。 

次年度方向性 食に対する悩みを抱く保護者は多くいるため、適時助言等を行っていく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 

その他実施した児童への保健

指導、又は、取組等 

来所持にうがい・手洗いの徹底。 

支援後のアルコール消毒・換気の徹底。 

流行した感染症 新型コロナウイルスが流行し、利用児童やその保護者、通っている

園での感染者や濃厚接触者が確認される。 

胃腸炎、インフルエンザ等の季節性の感染症に罹る利用児もいた

が、ルームで感染が広がることはなかった。 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ使用なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

本日時点で、在籍スタッフ7名のうち、全員が使用可能 

その他保健に関する取組 新型コロナウイルスおよび感染症予防のため、うがい・手洗いの言

葉がけを行う。また、使用した道具の消毒や部屋の換気を徹底す

る。 

 

 

〈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 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 
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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 

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月の施設内会議時  

⇒4月11日、10月3日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 気持ちの良い環境つくり 

実践結果 ・定期的に全スタッフで整理・整頓・清掃を行う機会を設け、全員で保護

者や利用児が気持ちよく過ごせる環境の整備に努めた。 

・他ルームのスタッフが応援で来所した際は、気になる箇所などがないか

確認をしてもらい、第三者の視点で美観を意識することに努めた。 

・不要な物、時間が経っている掲示物等を処分すると共に、事務所内の整

理整頓にも努めた。 

次年度方向性 ・美観を意識し、全員で整理、整頓、清掃を行っていく。 

2 計画・ねらい 戸外での支援の展開と発展 

実践結果 ・戸外への活動の幅を広げていくことにより、公園にある自然物・昆虫等

の生き物・信号や車等の人工物と触れ合い、子どもの興味や関心を広げる

よう努めた。それらをプログラムに取り入れ、子どもが意欲をもって主体

性に行動できる環境を設定した。 

次年度方向性 ・戸外への支援の充実を、全スタッフで取り組んでいく。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

 

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 看板 カフェスペース 毎日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災 非常災害に備えて消火設備などを点検するとともに、年間防災計画に沿っ

て訓練を行い、避難経路や消防署への通報方法、災害緊急掲示板への書き

込み方法の確認を行う。や関係機関・団体への通報及び連絡体制を確認す

る。また、避難訓練に子どもや保護者も参加してもらうことで、スタッフ

や利用者の防災に対する意識が高まるよう努める。 

2 ケガ事故防止 支援の提供中に起きる事故やケガを防止するため、室内や屋外の環境の安

全性について毎日点検する。また、月に一度全スタッフでルーム内の危険

個所について見回りを行い、補修や破損した玩具の排除を行い、危険がな

い環境整備に努める。 

ルーム内や他園で発生した事故や事故につながりそうな事例の情報を収集

し、スタッフ間で共有して事故予防への意識向上に努める。 

3 不審者対策 外部からの不審者の侵入を含め、子どもが犯罪に巻き込まれないように事

業所として防犯マニュアルを定期的に確認するとともに、年間計画に沿っ

て不審者訓練を行い、対処法について全スタッフで適切な行動をとれるよ

うに努める。 

4 光化学スモッグ 行政や自治体からの情報に基づき、必要に応じて注意喚起を行う。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 

 

今年度の受け入れなし。 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

11日 

8名 

16日

8名 

13日 

8名 

11日 

7名 

15日 

7名 

12日 

7名 

17日 

7名 

14日 

7名 

12日 

7名 

16日 

7名 

13日 

7名 

16日 

7名 

研修   3名        2名  
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〈２〉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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

17日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

17日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 1月21日～２月２日に1名のスタッフがサスモンスミネ保育園で勤務 

 

 

〈３〉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、助言などを行った。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

今まで交流があった場所だけでなく、新規で交流を持てる場を模索し、近隣の公園にある田んぼを

管理する団体と連絡を取り、田植えを実施することができた。阿佐ヶ谷七夕祭りは今年度も中止とな

ってしまったが、アセスメントなどで来所された方に、地域に魅力や行事について発信をした。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

商店街ツアー 保育材料や活動で使う食材などを、地域の商店街に子どもたちと一緒に

買い物に行く。 

世代間交流 交流があったデイサービスが閉所しており、新規交流場所を開拓でき

ず、今年度実施なし。 

異年齢交流 毎月一回体験学習で異年齢が交流できるよう実施した。 
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9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

利用児が所属する園への訪問を全スタッフが実施した。園での生活の様子を見たうえで、担任の先

生と情報共有や策定会議を行い、つむぎ以外の生活の場での支援について協議することができた。ま

た、園との連携内容を保護者に説明し、つむぎ・園・家庭で共通認識をもって子どもに関わる意識を

もてるよう努めた。 

小学校との連携については、卒所児の保護者に座談会に参加してもらい、小学校の現状や就学まで

の流れ等の実体験を、現利用児の保護者に話してもらう場を設けた。小学校の情報については各スタ

ッフが情報収集をしてルーム内会議にて共有し、それらの情報をもとに就学に向けた支援を展開し

た。 

 

 

〈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 

11月14日 杉並第二小学校 

全クラス 
6名 

全クラスを見学 校長先生の案内で全ク

ラスを見学する。ま

た、意見交換をする時

間も設ける。 

10月3日 馬橋小学校  

特別支援学級 
1名 

学校公開 特別支援学級の見学を

行う 

9月20日 天沼小学校  

特別支援学級 
1名 

学校公開 特別支援学級の見学を

行う 

9月28日 高井戸第二小学校  

特別支援学級 
1名 

学校公開 特別支援学級の見学を

行う 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

個別支援計画を6か月に一度見直し、モニタリング・策定会議・個別支援計画の立案をスタッフと行

う。また、園訪問に行った際や子どもの環境や課題が変化した際には、都度モニタリング・策定会議

を行い、子どもの状況や現在の姿に合わせて必要な支援を提供できるよう、個別支援計画書を適時更

新するよう努めた。 

児童発達支援管理責任者会議で個別支援計画書の作成方法や活用方法について提言があった際は、

ルームのスタッフに情報を共有し、記録と個別支援計画書の書式を同一にする、モニタリングを丁寧

に聞き取る方法を練習すること等の取り組みを全員で行い、個別支援計画書の質の向上に努めた。 

個別支援計画書を提示する際は、専門用語を使わずに保護者が説明を聞いて理解と納得をして承諾

をもらえるよう配慮した。 
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11. 子育て支援事業 

実施項目 詳細 

つむぎカフ

ェ 

支援後にカフェを利用し、親子の時間をゆっくり楽しむ姿が見られた。また、グループ利用

児は、グループ支援後に子ども・保護者同士で談話を楽しむ姿も見られた。 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

今年度受審なし 

 

〈１〉施設による自己評価の実施 

２０２２年８月１６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：９時００分 

自己評価終了時刻：１８時００分 

自己評価実施者：内部監査室(田中誠) 

 

 

〈２〉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：97％ 

 

 

 

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   

報告すべき意見：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：発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム施設長 中村 大輔 
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２０２2年度 発達支援つむぎ 駒沢ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
２０２２年度のつむぎ駒沢ルームは、子育て目標を【子どものやりたいことを、積極的に叶える関

わりを大人がしていくことで、自己表現の力と意欲を伸ばし、自己決定力を育てる】と定め、活動を

展開してきた。この目標に向け、子どもだけでなく大人も全力で遊びに取り組み、子どもが「今日は

これがやりたい」「来週も続きがしたい」など、子どもが自分のやりたいことを言える場作りや、そ

の気持ちを叶えるように努めた。 

結果、子どもからが自分たちでどんな風に過ごすかを決め、その気持ちを言葉で伝え合う様子が増

えたと感じている。通所している保護者様からも、「他の療育では経験できない体験型の療育になっ

ていて良い」など嬉しい言葉をいただくことができた1年でもあった。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 【生き物を通した関わりを深める】 

・生き物を捕まえるだけでなく、みんなで育て、生死を知る経験をする。 

実践結果 ・捕まえた虫を子どもたちで育てる体験だけでなく、死んでしまったヤモ

リを公園に埋めに行くなど、図鑑を見るだけでは分からない、ホンモノの

生き物を通しての生死を知る体験ができた。 

次年度方向性 ・引き続き、生き物を通しての子ども同士の関わり合いの変化を追ってい

き、エビデンスを残していく。 

2 計画・ねらい 【食材や食の循環を認知する直接体験(畑活動の充実)  

・土作りから畑仕事を行っていくことで、どのように作物が育っていくか

を学ぶ。  

・実際に収穫した作物で調理体験をすることで、自分たちで育て、食べる 

経験に繋げていき、食への興味関心を広げていく。 

実践結果 ・カブや大根を食べられなかった子どもが、自分たちで育て、調理する経

験を通して食べることができた。 

・ベランダでプランターを活用したことで、畑に行けない日もルームにて

種から作物になる変化を目にすることができた。 

次年度方向性 ・年間を通じて作物を植えたり収穫したりするスケジュールを決め、グル

ープごとに何を植えるか、調理するかを、子どもたちが決める。 

3 計画・ねらい 【自己決定力を育むことができる環境設定】  

・自己決定力を育んでいく為に、公園などの行き先を大人が決めるのでは 

なく、子どもが自分で行きたい場所、遊びたいものを決めていく。 

実践結果 ・子どもから「今日はこれがしたい」「次はこれをやりたい」などの意見

が出る機会が増え、子ども達で話し合ってなにをして遊ぶか決める姿が見

られるようになった。 
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次年度方向性 ・引き続き、子ども達が自分たちでどんな風に過ごすかを決め、その気持

ちを言葉で伝え合えるよう、子どもの主体性と自主性を尊重する。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 【園、他事業所の訪問の実施】  

・他機関と連携し、全員で子どもを育てる。 

実践結果 ・10月に保育園訪問を行い、11月に保育園のスタッフの方々に駒沢ルー

ムを見学していただき、子どもについて情報共有を行い、保育と支援の質

を高めるよう意見交換を行った。 

次年度方向性 ・今年度は新型コロナウィルスの影響もあり、思うように訪問ができなか

った。２０２３年度は園や他事業所訪問をより多く実施していきたいと考

える。 

2 計画・ねらい 【保護者同士の交流を深める】  

・地域の情報共有。  

・就学に対しての不安を少しでも和らげる時間を設ける為に、つむぎを卒

所した保護者を招聘し、実際の学校生活の様子を聞ける機会を設け、保護 

者同士の繋がりが持てる場を提供する。 

実践結果 ・開催無し 

今年度は新型コロナウィルスの影響もあり、思うように開催ができなかっ

た。 

次年度方向性 ２０２３年度は保護者支援に力を入れていき、保育園等の訪問、茶話会の

実施の実現に力を入れていきたいと考える。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育の実施 

実践結果 ・月1回、深沢２丁目緑地にて実施し、公園を利用されている保護者様に

趣旨をご説明し、活動にご参加いただけた。 

次年度方向性 ・今年度に引き続き、地域に向けた子育て支援の一環として力を入れてい

きたいと考える。 

2 計画・ねらい 就学相談に向けての説明会の実施 

実践結果 ・開催無し 

今年度は新型コロナウィルスの影響もあり開催ができず、個別に保護者様

へご説明をし、ご質問に対応する形となった。 

次年度方向性 ２０２3年度は保護者支援の一環として就学相談について力を入れてい

き、保育園等の訪問や、つむぎを卒業した保護者を招聘しての茶話会の実

施実現に力を入れていきたいと考える。 
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次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 【学びに対する姿勢の変化】  

・スキル講座や、各自専門職について学んだことをアウトプットし、スタ

ッフ全体の学びに繋げる。  

・保育園のスタッフも招き、知識や共通理解を深める。 

実践結果 ・スタッフ全員がスキル講座に参加。 

・ルーム内会議にて、各スタッフの専門分野の勉強会を開催。 

次年度方向性 ・保育士大学園長大学の公開講座をスタッフ全員で視聴、各自専門職につ

いて学んだことをアウトプットし、スタッフ全体の学びに繋げる。 

・保育園の職員も招き、知識や共通理解を深める。 

2 計画・ねらい 【大人のにんげん力 UP】  

・大人も子ども同様に「主体性」を持ち行動ができるようにする。 

 ・各自がルーム、法人の理念達成の為にやりたいこと、学びたいことを決 

め、目標達成に努めていく。 

実践結果 ・毎朝の朝礼にて、打ち合わせの実施。 

・毎回活動後に振り返りの実施。 

次年度方向性 ・引き続き、子どもの様子を全スタッフが把握できるよう、朝礼終礼にて

子どもの様子や目標の打ち合わせを実施していく。 

3 計画・ねらい  【コンピテンシーの追及】  

・No３．４の繰り返し実施することで、ルーム全体の意識向上を目指す。 

実践結果 ・ルーム会議で各スタッフが目標や振り返りを行うことで、意識の向上や

それぞれの目標や取り組みを共有することができた。 

次年度方向性 ・引き続き、個人の取り組みだけでなく全体で共有することで、ルーム全

体の意識の向上を図っていく。 

4 計画・ねらい  【選ばれる園を作る】  

・保護者、来訪者がいつ見ても、どこを見ても整理整頓されており、気持

ちの良い施設をつくる。  

・安心してお子さまを通わせることができる施設になる。 

実践結果 ・定期的な清掃だけでなく、気が付いたときに気が付いたスタッフが清掃

や整頓を行うことで、職員全体の目でルームを清潔に保つことができた。 

次年度方向性 ・引き続き、保護者や来訪者だけでなく、スタッフ自身が気持ちよく過ご

せる環境作りをスタッフ全員で行っていく。 

 

 

保育園と共に過ごす時間を深めていく（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 【チーム力の向上(互いを知り、頼り、高め合う)】  

・日々の業務の中で、子どもの様子、感動したこと、悩んだこと、発見な

ど、些細なことを語り、共有する。  

・相手のことを知る姿勢を持ち、互いの特技、不得意なことを補い合い、 

支え合う。  

・ルーム会議にて策定会議の実施やルームの質について話し合う時間、コ 

ミュニケーションをとる時間を設ける。 

 ・ケース検討会を実施し、お子さまへの理解を深め、支援の質の向上を目 
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指す。 

実践結果 ・朝礼終礼や振り返りの時間だけなく、業務の中において頻繁に子どもに

ついての話をすることで、情報共有だけでなくスタッフ間のコミュニケー

ションを深めることができた。 

次年度方向性 次年度も新たなメンバーを加わったえた上で、子どもを中心としたスタッ

フ間のコミュニケーションを深めていく。 

2 計画・ねらい  【インクルージョンを目指す】  

・業種、専門職分け隔てなく、互いを知り、理解を深める。  

・「駒沢スタッフ全員」で「駒沢」に通うお子さまの子育てをする。 

 ・活動の中で互いに助け合い、些細なことでも共有し、コミュニケーショ 

ンを図る。 

 ・つむぎから発信(研修、ケース会議への参加の促し)をしていき、園スタ

ッフがつむぎの理解を深める。 

実践結果 ・園会議への参加(毎月第４金曜日) 

・クラス会議への参加(都度必要に応じて開催) 

・策定会議の実施(２月、３月に１回ずつ) 

・管理者による話し合い(都度必要に応じて開催) 

次年度方向性 次年度は、新たなメンバーにより再度一からのスタートとなる。その為、

今現在の環境や関係性を見直す良い機会とし、必要、不必要なことを見直

しさらにコミュニケーションがとりやすい環境にしていく。 

また、リーダー同士話し合う場を設けていくことで、園長、施設長以外で

も語り合う頻度を増やしていき、併設園としてより良い環境を目指してい

く。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

164 

人 

166

人 

193

人 

169

人 

180

人 

195

人 

212

人 

225

人 

221

人 

217

人 

201

人 

220

人 

2363

人 

登録児

数 

40人 43人 43人 44人 45人 48人 48人 49人 49人 48人 47人 47人 47人 

（解説） 

4月から９月にかけては職員の体制が整わず利用総人数が２００人を下回る結果となったが、それ以

降は振替や個別提案なども行え、定期的にご来所いただけるようになった。 

 今後は新型コロナウィルスが５類に移行してゆくことで、より多くのご家庭が支援を継続して受け

られるようにしていきたいと考える。 
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開所時間 

 

 ９時００分～１７時００分 

 

スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士１名 

 機能訓練担当１名（心理士３名） 

 社会福祉士０名 

 児童指導員２名 

 その他指導員０名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・ケース検討会 

・自園事故防止委員会 

事故防止委員会 月1回 ・事故、ヒヤリハット、インシデントの共有 

支援計画策定会議 月４回 ・支援目標の見直し、決定 

 

 

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／Web 月1回 施設長 

施設長勉強会／Web 月1回 施設長 

児発管会議／Web 月1回 児発管 

併設園会議／Web 年4回（5.8.11.1月） 施設長 

食育会議／Web 年4回（5.7.11.2月） 施設長 
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保健会議／Web 年4回（5.7.11.2月） 施設長 

若手会議／Web 年5回（5.7.9.11.1月） 施設長 

子育ての質を上げる会議／Web 月1回 スタッフ 

 

 

係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 新型コロナウィルスの対策としてはもちろん、利用者、来所者に気

持ちよくご利用いただける施設となるよう、整理整頓・清潔清掃に

努めた。 

安全対策係 ヒヤリハットの共有、インシデント、事故の再発防止策をみんなで

話し合うことで、職員が一丸となって安全対策に努めることができ

た。 

防火管理者 保育園と合同で避難訓練を実施するようになった。火災時や不審者

が現れた際の共有の方法など課題点は多くあるので、引き続き合同

で行っていき課題を埋めていく。 

食品衛生管理係 新型コロナウィルスの対策として、紙コップの使用やカフェの消毒

に努めた。また、冷蔵庫の賞味期限切れのものを排除した。 

畑係 月に1回の畑活動を行い、子ども達が自分たちで育て、収穫した野

菜を自ら調理して食べるという食育活動を行うことができた。 

生き物係 戸外活動にて虫を捕まえる、ヤモリカブトムシの幼虫の世話をする

など、日常的に興味を持って生き物に触れ合える機会を設けた。 

体験学習係 今年度は新型コロナウィルスの影響により思うように実施すること

が難しい状況であった。 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

どろんこ祭り係 新型コロナウィルスの影響により夏開催は中止となったが、12月

に開催することができた。久しぶりの開催に多くの子ども達、保

護者様にご参加いただけ盛況であった。 

 

 

 

 



20211215 版 

 

4. 支援・処遇 
 

保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 
・週４回駒沢どろんこ保育園と活動を共にした。長距離散歩、給食を実施し

た。 

キッズグループ 
・戸外活動を多く実施したことで、保護者様からは「自然体験ができて良い」

「のびのび遊べていて楽しそう」などのご意見をいただいた。 

個別支援 

・室内だけに留まらず、キッズグループ同様戸外活動を多く取り入れた。 

また、新型コロナウィルスの影響により、オンライン支援の希望もあった為、

５月からオンラインで支援にも取り組んだ。 

事業所内相談支援 
4～3月まで 合計１名 が参加済み  （3月１日時点） 

保護者面談 

発達相談 

・半月に１回モニタリングを実施 

関係機関との連携 
4～3月まで 合計２名 が参加済み  （3月１日時点） 

・保育園訪問２件実施 

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 【「食」を楽しいと感じられるように、子どもと職員とで一緒に食卓を囲

み、和やかな雰囲気のもと食べる経験をする】 

実践結果 ・毎回のマンスリー時に給食を提供。 

新型コロナウィルスの影響により職員は一緒に食べることができなかった

が、子ども同士で一緒に食卓を囲んで食べることで、食への興味が乏しか

った子どもも少しずつ興味が出たように感じる。 

次年度方向性 ・引き続き、子ども同士で食卓を囲み、みんなで一緒に食べる経験を積ん

でいく。 

2 計画・ねらい 【空腹感を味わった上で、自然と「食べたい」という気持ちになるよう

に、戸外・室内での活動を充実させていく】 

実践結果 ・マンスリー活動中に１日２時間程度じっくり戸外活動を実施すること

で、空腹感を感じ、食べる意欲を育むことができた。 

次年度方向性 ・引き続き戸外活動を充実させていき、空腹感を味わい食べる意欲を育ん

でいく。 
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3 計画・ねらい 【食に対しての興味・関心を高める為に、自らが畑で育てたものを収穫・

調理・食べる経験をする】 

実践結果 ・月に１回畑活動の実施。 

・調理活動の実施。 

次年度方向性 ・引き続き、自分たちの手で育て、食べる経験をする。 

 

 

保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 ①  8月に新型コロナウィルス、スタッフ１名感染し、世田谷区障害

福祉課へ報告する 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・本日時点で、在籍スタッフ８名のうち、８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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また、消毒・換気を徹底した。 

 

 

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 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･11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 
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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月の施設内会議時  

⇒４月２８日、１０月２７日に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 実施済み 

施設内虐待防止委員会 1回／2月に実施 

利用者アンケート調査 8月12日～9月5日に実施済み 

 

 

実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 【マンスリー活動の充実】 

・駒沢どろんこ保育園の子どもたちと一緒に生活していくことで、お互い

の個性を認め合たり、尊重し合ったりする経験を積んでいく。 

・午前中にしっかりと身体を動かすことで、「お腹が空いた」と感じた

り、土の感触や太陽を浴びて自然の中でしっかりと遊んだりする経験を積

む。 

実践結果 ・週に４回、マンスリー活動を実施。 

・活動当初は給食を食べられなかった子どもも、園児と食を共にすること

で、食への興味が沸き食べられるようになった。 

次年度方向性 ・引き続き継続してマンスリー活動の実施。 

2 計画・ねらい 【選択できる環境設定】 

・戸外活動に行きたい子どもは戸外へ、室内で過ごしたい子どもは室内で

遊べるよう、スタッフが柔軟に対応出来るようにする。 

・友だちを自由に誘ったり出来る環境にすることで、大人が枠組みを決め

るだけでなく、遊びたいことを自分で決めていけるようにする。 

実践結果 ・大人が「今日は〇〇で遊んでみる？」と子どもに提案することはある

が、基本的には、子ども自身が「今日は〇〇で遊びたい」と活動を決め、

その想いを実現できるように努めた。 

次年度方向性 ・毎回の活動時に子どもが選択できるようホワイトボードに活動の様子を

伝える写真を掲示し、子どもが自由に選べるようそれぞれの顔写真のラミ

ネートを作成した。 

 

 

手作り遊具安全点検結果 

 

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 看板 玄関 毎日 異常なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 【法人の定める、マニュアルに則って行動をする】 

・キックオフ時や日々の支援の中で必要に応じてスタッフ間でマニュアル

の読み合わせを実施。 

2 実践結果 【安全対策係が中心になり、事故報告やインシデント、ヒヤリハットを分

析し、再発防止に努める。なお、個人の危機予測の力が高まるよう、子ど

もが遊んでいる写真などを用い、起こりうる事故やケガを協議する】 

・毎月自園事故防止委員会を実施し、再発防止に努めた。 

・朝礼、終礼にてヒヤリハットの共有を実施。 

3 実践結果 【防火管理者が中心となり、避難訓練・不審者進入訓練を行う。訓練の訓

練とならないよう、参加者が実際に起こりうるという意識を持ちながら参

加できるようにする。なお、全利用児が年に1回は訓練に参加できるように

し、有事に備える】 

・毎月１５日、駒沢どろんこ保育園と合同で避難訓練を実施。 

4 実践結果 【光化学スモッグについては、自治体の情報を職員に即座に伝達し、マニ

ュアルに則って戸外活動を避けたり、戸外活動を切り上げて戻ってきたり

という判断が迅速に行えるようにする】 

・６月にマニュアルの読み合わせを実施。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

 

〈１〉今年度の振返り 

実習生、職場体験の受け入れは今年度実施無し。来年度は積極的に行っていきたい。 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

15日 

6名 

17日

6名 

9日 

4名 

25日 

4名 

10日 

5名 

25日 

6名 

24日 

6名 

25日 

6名 

23日 

7名 

15日 

7名 

15日 

7名 

15日 

7名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

実績なし     
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〈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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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 

【2022年度も近隣カフェ、公園との交流を深めていき、地域住民とのさらなる交流を目指す】 

・駒沢公園管理事務所、デイサービス施設と季節の行事で連携を行うことができた。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：深沢２丁目緑地にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：正和クラブ  

世代間交流 実施無し 

異年齢交流 マンスリー支援の実施 

 

 

 

 



20211215 版 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

今年度は保育園、幼稚園の訪問を２件実施した。 

 

 

〈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26日 オリービア保育園 2名 保育園訪問 スタッフ間交流 

11月21日 かほる保育園 3名 駒沢ルーム訪問 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

 毎週水曜日の会議にて策定会議を実施。スタッフ全員で子どもの目標、具体的な支援内容を検討す

ることができた。 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

実施項目 詳細 

施設開放 （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 
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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：深沢２丁目緑地にて 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 

1名 2名 1名 3名 3名 2名 2名 2名 1名 1名 2名 2名 ２２名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２2年６月２３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：１４時００分 

自己評価終了時刻：１５時００分 

自己評価実施者：田川信政 

 

 

〈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12日 

アンケート回収率：９３％ 

・「他の療育にはない体験型の療育が受けられるのが魅力的です」「先生たちがとても親身になって

下さる」「先生たちがポジティブで元気をもらえる」など、嬉しい言葉を頂くことができた。 

・他事業所との連携については満足度の低い結果となったので、２０２２年度は保護者支援に力を入

れていきたいと考える。 

 

 

 

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   

 

報告すべきご意見 0件 
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〈２〉重篤なケガ（事故含む） 

 

報告すべきケガ（事故含む） 0件 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：2023年3月31日  作成者：発達支援つむぎ 駒沢ルーム施設長 田川 信政 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 目白ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
 “子ども一人ひとりが輝きながら成長する場所でありたい”という目白ルームのスタッフの思いを支

援に反映させ、「自由に創造・想像する」「伝える」「調べる」「悩む」「考える」「工夫する」「

話し合う」「試してみる」等の姿が日常的に見て取れるよう、子ども自身が自ら選択して成長する環

境設定を行い、スタッフは子どもの「やりたい」を存分に引き出すことができた。 

また、どろんこ会グループの理念である「にんげん力。育てます」、そして子育て目標である「セ

ンス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」を鑑み、保育所保育指針を軸としてどろんこ

会が掲げる「６つの力」を育むために地域社会を巻き込みながらどろんこ会だからこそできる子育て

を追求し、日常的に「ホンモノの経験」ができる環境づくりを実現していった。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい さくらさくらんぼリズム体操や雑巾がけ、座禅などを積極的に行い、日常

の中で「強い心と体」を育てるべく心身の健康の基盤をつくる取り組みを

行う。 

実践結果 さくらさくらんぼリズム体操や雑巾がけ、座禅などを積極的に支援の中に

取り入れることで「強い心と体」の基盤を作ることができた。 

次年度方向性 さくらさくらんぼリズム体操や雑巾がけ、座禅などは継続的に次年度以降

も支援の中に取り入れ、つむぎ目白ルームでの日課・基本活動として当た

り前に実施していく。 

2 計画・ねらい 戸外活動の発展・深化させるために、戸外活動での記録を残し支援の向上

を目指す。 

実践結果 定期的に戸外活動一覧表を用いて、戸外活動に対しての効果を検証し、ス

タッフ一人ひとりが毎月戸外活動でのポートフォリオを作成し、記録とし

て残して検証したことで質の向上を図った。 

次年度方向性 戸外でできる支援はすべて戸外で行い、記録を残し、一人ひとりが実践報

告を行い戸外での子どもの育ちを検証していく。それにより、スタッフ一

人ひとりが自分の言葉でつむぎの支援の良さを語れるようにしていく。 

3 計画・ねらい 自分で考え、選択して動ける環境設定を行い、自己決定の力を育む。 

実践結果 設定され過ぎない環境の中で、自分の意見を持ち、活動を考えて自分のや

りたい事を選択できる仕組みづくりを行った。 

次年度方向性 引き続き設定されない環境下にて、どろんこ会で大事にしている６つの力

の１つである「自分でできることは自分でやる力」を育んでいく。 
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4 計画・ねらい 異年齢を主とした活動を基本とし、その中での子どもたちの育ちあいを目

指す。 

実践結果 異年齢を主としたグループ支援の中で、直接体験を通じて、①友だちとの

協働②感情コントロール③目標の達成を身につけた。 

次年度方向性 異年齢での育ちあいを基本とし、ホンモノの経験を通して６つの力を育ん

でいく。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 縦も横も関係性を紡ぐ地域の子育て拠点になるように、座談会を含むイベ

ントの実施。 

実践結果 放課後等デイサービス座談会や就学座談会、お話し会などを通して保護者

同士の関係づくりを行った。 

次年度方向性 保護者同士の繋がりだけでなく、保護者と地域を繋げる場所としてカフェ

をはじめとした資源を活用しながら保護者もインクルージョンに巻き込ん

でいく。 

2 計画・ねらい 子どものみならず保護者一人ひとりの強みを引き出し、信頼関係の中で一

緒に子育てをしていることをお互いが認識し思いを伝えあう。 

実践結果 日々の支援に対するフィードバックだけでなく、適宜、事業所内相談支援

や保護者座談会を実施し、共に子育てをしているという認識のもと支援を

行った。 

次年度方向性 事業所内相談支援、保護者座談会、お話し会などを通して保護者が1人だ

けで子育てをしているのではなく、共に子育てをしているという認識を持

ってもらえるようにする。 

3 計画・ねらい 子育てに限らず、悩みがあっても目白ルームに来ると、ホッと落ち着ける

雰囲気にするために物的にも人的にも環境づくりをしていく。 

実践結果 施設の整理整頓や清掃だけでなく、研修を通して最高品質の接遇を心掛け

た。 

次年度方向性 「つむぎって最高！」と思われるような、質のサービスだけでなく最高品

質の接遇を持ってサービスを提供する。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域のイベントに参加するなど、買い物や清掃を通して地域の一員として

役割を担う。 

実践結果 池三商店街、椎名町商店街、目白図書館、近隣の区立公園などの地域資源

を活用しながら子育てを行った。街の一員として、地域のイベントに参加

し、ワークショップ、街の掃除や買い物を行った。 

次年度方向性 地域を形成する一員として、様々な地域資源を活用しながらインクルージ

ョンを目指していく。 

2 計画・ねらい 「いつ」「どこで」「だれでも」気軽に相談できる地域の拠点を目指し、

誰でも入れるような敷居を低くした環境づくりを行う。 



20221215 版 

 

実践結果 青空保育やワークショップ、お話し会を実施し地域の方への周知を行い、

つむぎにカフェがあることや子育ての拠点であることを知ってもらえるよ

うな活動を展開した。 

次年度方向性 図書館や自治会の掲示板などに目白ルームの活動の様子を掲示してもらっ

たり、地域の方をカフェに招待したりして、特別な場所で特別なことをし

ているのではないと伝えられる環境や関係を築く。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 子どもや自身の経験や挑戦を、自分のものさしだけではかろうとせず、そ

れぞれの考えを受け入れ、議論できる仲間になる。 

実践結果 スタッフ同士で子どもにとってどのような支援が適切か、どんな経験を通

して成長するかなど研修を通して何度も話し合い、支援に反映させた。 

次年度方向性 大人が背中を見せることを意識し、スタッフがまず経験する・学ぶ、とい

う事を徹底していく。 

2 計画・ねらい 「楽しくなければつむぎじゃない」を根底に置いた、子どもの「ワクワ

ク」「ドキドキ」を追求できるスタッフの育成。 

実践結果 どろんこ会の基本方針でもあるセンス・オブ・ワンダーを念頭に置いた支

援をチームで考え、実践を繰り返した。 

次年度方向性 園長大学®保育士大学をはじめとした研修の受講やスタッフがチームで支

援内容を考えていけるようなチームビルディングを行う。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

178

人 

184

人 

215

人 

194

人 

196

人 

200

人 

205

人 

207

人 

222

人 

198

人 

197

人 

210

人 

2406

人 

登録児

数 

45人 48人 49人 50人 52人 53人 56人 55人 55人 57人 59人 62人 62人 

（解説）新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染者などの影響により、時期によっては多少

の増減が見られた 

 

 

開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分 
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スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 

保育士3名 

機能訓練担当スタッフ3名（作業療法士2名、理学療法士1名） 

 

 

 

3. 運営報告 
 

施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・研修報告やその内容に関するディスカッション 

・ケース検討 

・衛生管理手順の確認 

事故防止委員会 月1回 
・自ルームでの事故やヒヤリハットの検証 

・他ルームの事例をもとにした安全管理研修 

支援計画策定会議 適宜 
個別支援計画作成時に開催し、支援に関わる全てのスタッフ 

で子どもの支援方針を検討 

 

 

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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

食育会議／法人本部 年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

 

保健会議／法人本部 年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 
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係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導を行った。 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策を行い、

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起を実行した。 

防火管理者 防災計画の立案、月１回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進を行う。 

畑係 園庭のプランターの整備、計画的な活動の立案を行った。 

生き物係 めだかやドジョウの飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案

を行った。 

ブログ係 ブログで発信する活動やテーマを取りまとめた。 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導を行った。 

 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

アトリエ係 メジロックとのアート活動の窓口 交流活動の推進 

異世代交流係 地域活動の窓口、各種地域行事の参加推進 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

異年齢グループ 

・自分の気持ちを表現して楽しい気持ちを共有する 

・友達とのやり取りを楽しむ 

・みんなで協力してひとつの事をやり遂げる 

・人とのかかわりの場所を広げ、食の循環や環境への意識を高める 

親子グループ 

・つむぎが安心できる場所となるよう、保護者や友達と一緒に楽しみながら活

動する 

・体づくりを中心に親子のかかわり、友達とのかかわりを様々な場面で経験す

る 

・楽しい場所に、いつもの友達が来ているという安心感からお互いを意識しや

り取りが増える 



20221215 版 

 

個別支援 

・それぞれにあったペースで活動をおこなう 

・安心できる環境にて、子どもの「やりたい」「できた」という気持ちを大切

にした支援を心掛ける 

・子どもが自分で活動を選択するように環境整備をする 

・同じ時間に活動している友だちと場を共有したり一緒に活動したりする 

事業所内相談支援 
4～3月まで 合計4名 が参加済み  （3月１日時点） 

・随時、希望者に対し行った 

保護者面談 

発達相談 

・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 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計23名 が参加済み  （3月1日時点） 

・就学や就園に関する各関係機関との連絡調整を実施した。 

・保育園・幼稚園等と連携し、自施設における支援内容の調整を行った。 

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 畑で土に触れ野菜の栽培を行い、種や苗を植えるところから収穫までを経

験すると同時に収穫した野菜から種を得ることを知る。 

実践結果 大型プランターを使用し、春と秋に種や苗を植え、収穫して調理活動を行

った。 

次年度方向性 自分で育てて、自分で加工・調理をする経験を積み重ねることで食の循環

について体験を通して学んでいく。 

2 計画・ねらい 季節の食材を味わい行事に即した調理や加工を経験する。 

実践結果 ポテトチップス、焼き芋、味噌汁、野菜ジュースや梅ジュース作りを実践

し、調理や加工して食す経験を通して食育を行った。 

次年度方向性 様々な食材を加工し、食すことによって、沢山の“楽しい”を積み重ね

る。 

3 計画・ねらい 保護者やスタッフと一緒に食べることで、「ともに生きる＝食べること」

についての意識を高め、どろんこ会の食育の観点が日々の生活に般化され

ることをめざす。 

実践結果 調理活動の際には、大人が子どもと一緒に食べて食を楽しむとともに「大

人が背中を見せる」ことにより、食べてみようという意欲を育んだ。 

次年度方向性 大人も子どもも一緒になって食を楽しむ。 
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保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 ①  ８月に新型コロナウイルス、児童5名・スタッフ1名が発症 

②  1月にインフルエンザ、児童2名感染報告有り。2月20日に終息 

発作・痙攣等の対応 対応例なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 
本日時点で、在籍スタッフ7名のうち、7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、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 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 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 

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月の施設内会議時  

⇒4月16日、10月15日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 

 

 

実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 自ら選び、取り組むことができる環境を設定する。（絵本や制作材料、生

活導線の整備など） 
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実践結果 設定された環境でない支援のあり方を何度も検討し、実施してきた中で一

人ひとりにとって最適な環境を突き詰めた支援を行った。 

次年度方向性 設定されすぎず、子ども一人ひとりが自分で選んで成長できる環境を突き

詰め、実現させていく。 

2 計画・ねらい 自然物を取り入れ四季を感じられるような環境を設定する。（季節の花・

虫の飼育など） 

実践結果 カブトムシやメダカ、ドジョウの飼育や公園での落ち葉収集など、ホンモ

ノに触れられる環境づくりを行った。 

次年度方向性 ルーム内にてビオトープの充実や季節の樹木など、誰でもいつでも四季に

触れられる環境づくりを行う。 

3 計画・ねらい カフェで心地よく過ごすため衛生管理の徹底と、地域や子育てにかかわる

文献を設置する。 

実践結果 保護者向けの雑誌や地域の情報を集めた冊子など、気軽に手に取れる場所

に設置した。 

次年度方向性 「いつでも欲しい情報が手に取れる場所で」を目指し、保護者にとって快

適に過ごせる場所を心掛ける。 

 

 

手作り遊具安全点検結果 

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 手作り棚 グループルーム 毎日 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 防災 緊急時における対応について「緊急時対応マニュアル」に従い、全スタッ

フが対応を理解し、それぞれが役割を実行できるように訓練する。 

非常災害に備えて消火設備等の点検をするとともに年間防災計画に沿って

訓練を実施し、避難方法や関係機関・団体への通報及び連絡体制を確認す

る。また、それらを定期的に保護者へ周知する。特性ごとの災害対応につ

いても理解しておく。 

2 ケガ事故防止 不必要なケガや事故を防止するために、室内や屋外のハザードマップの作

成と定期的な見直しを行う。他園で起きたものも含め、ヒヤリハットやイ

ンシデント、事故記録簿をスタッフ間で共有し改善策を出す。 

3 防犯 外部からの不審者の侵入など、子どもが犯罪に巻き込まれないように事業

所としての防犯マニュアルを定期的に確認するとともに関係機関、団体と

連携して見守り活動や防犯にかかわる安全確保への取り組みを行う。 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグに対しての正しい知識を身につけ、注意報発令の把握に努

める。発生時には、危機管理マニュアルに則って対応し行政判断を仰ぐ。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

今年度の振返り 

今年度は受け入れがなかったが、引き続き積極的に受け入れる体制をつくり、次の世代を担う保

育・福祉の現場で活躍する人材育成を担えるようにする。 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

13日 

6名 

11日

6名 

8日 

7名 

13日 

7名 

10日 

7名 

14日 

7名 

12日 

7名 

9日 

7名 

14日 

7名 

11日 

7名 

8日 

7名 

8日 

7名 

ルーム内専門

分野研修 

19日 

5名 

16日 

6名 

21日 

6名 

18日 

7名 

15日 

7名 

15日 

7名 

19日 

7名 

16日 

7名 

21日 

7名 

18日 

7名 

15日 

7名 

15日 

5名 

 

 

〈２〉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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

〈３〉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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

地域の様々な施設と連携を図り、交流の方法を探るとともに合同活動の実現へつなげる。 

商店街やギャラリーと協力たり、ワークショップを行ったりしてつむぎが地域の一員になるような企

画を行った。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 適宜   公園名：上がり屋敷公園にて 

商店街ツアー 適宜 主な行き先：椎名町商店街、池三商店街 

その他活動 毎月第4水曜日にメジロックにてアート活動を実施 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

学校へ実際に訪問できるような企画を予定していたが、感染症予防により実現が難しかったため、

自治体への確認やスタッフの知識をもとに、保護者様に就学座談会という形式にてオンラインで周知

する機会を持った。次年度以降、小学校との連携も強化していきたいと考えている。 

 

 

〈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 

8月16日 大塚特別支援学校 

 
2名 

事業所見学（つむぎ目

白ルーム） 

スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

児童発達支援管理責任者が、保護者の意向、子どもの適性、特性を踏まえ、提供するサービスの適

切な支援内容等について検討し作成した。おおよそ提示2ヶ月前に保護者へモニタリングを実施し、子

どもの家庭や園での様子、保護者のニーズ等について把握し、1ヶ月前には児童発達支援管理責任者を

中心とした策定会議を行い、多角的に子どもの発達をとらえ、適切な支援を考えた。 

また子どもの成長や状況の変化等に柔軟に対応し、必要に応じて6ヶ月以下での個別支援計画の見直

しと作成を行った。 
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〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

必要に応じて保護者と相談の上、就学支援シートの作成を行い情報の共有を図った。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

子育て相談  随時 

つむぎ 

カフェ 
（月）～（土）9:00～18:00 

勝手籠設置 （月）～（土）9:00～18:00 にて実施 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年７月２６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：９時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：田中誠 

 

 

〈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：80％ 

 

子どもたち一人ひとりが常に輝ける場所でありたい。というスタッフの思いのもと質の高い体験型の

支援を心掛けてきた。また接遇や保護者対応についても定期的に研修の機会をもち、スタッフ間での

対応力向上に努めた。利用者アンケートではスタッフ間のチームワーク力の向上や楽しんで通えてい

るといったご意見もいただき、さらによりよいルームを作り上げる意欲へとつながった。 

 

 

 

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
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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   

 報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ 目白ルーム施設長 増田 義之  
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２０２２年度 発達支援つむぎ 横浜西口ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
今年度の子育て目標を「自分と他者との協働のもと、自分らしくしなやかに生きていける人になっ

ていく。またそれを支えられる地域を作りあげていく」と定め、基本方針としていた。それらを達成

していくために 

①引き続き、支援形態に関わらず、じっくりと子ども一人ひとりと向き合える時間を確保し、支援

する。 

②引き続き、信頼している大人たちに見守られながら、子ども同士の関わりの中で、それぞれが自

分らしく自己表現をし、時には喧嘩もしながら、各々の思いを伝えあっていく。 

③利用予定日に休んでも、違う日に来たら顔見知りの家族がいて、久しぶりの再会も喜びあえる。

だからこそ、いつでも利用したいが叶う場所になる。 

④地域の子育て拠点として、保育園・幼稚園・小学校と、子どもがその子らしいペースで育つため

に必要な環境について語り合える関係の構築を目指す。 

の4つを重点施策とし、スタッフ全員で取り組んできた。 

今年度は、施設内でのサービスの質向上だけでなく、青空保育の実施や実習生の受け入れなど、社

会資源の一つとして、自分たちの持てる力を地域に還元できるように努めた。結果として、スタッフ

一人ひとりが、つむぎに通っているかに関わらず、全ての子どもが、その地域に受け止められ、その

子のペースで育っていくことの大切さに改めて気づいた一年となった。次年度以降も、ルーム内での

支援の質の向上を目指すとともに、地域の子育てを担う一員として、自分たちにできることを追求で

きるルームでありたい。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「センス・オブ・ワンダー」 

・畑仕事、生き物の世話などの労働と自然からの直接体験から、子どもた

ちの興味関心に合わせて学びが得られるようにする。 

実践結果 畑仕事は実施ができなかった。一方で、磯遊びで捕まえたカニ、カイコを

飼育し、その成長を見守った。特に生き物の世話では、子どもの慈しみな

がら慎重につまみあげるその様子から、心身の発達が促されたことが伺え

た。 

次年度方向性 畑仕事の実現に向けて借用地を探す。加えて、本年度カイコが産んだ卵を

孵化させ、カイコの飼育を継続する。毎年同じ時期に同じ虫を育てる経験

を通して、季節や日時の感覚を養ったり、発達によってできる労働が変わ

ったりすることを子どもなりに体感できることを目指したい。 

2 計画・ねらい 「ドキュメンテーションとプロジェクト保育」 

・子どもたちの興味関心をとらえた遊びの展開を支援する。遊びの連続性

やその中で生じる他者との協働を大切にする。 
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実践結果 環境構成図や保育ウェブを用いて、毎回の子どもたちの遊びを振り返っ

た。個と集団の関係性をチームで捉え、見立てた上で、協働作業につなが

る遊びなど子どもそれぞれに必要な経験ができるようにした。 

次年度方向性 ドキュメンテーションや環境構成図、保育ウェブ他、新しい知見も活用

し、子どもたちが生活や遊びなど、連続性のある中で育っていけるように

する。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 「丁寧な振り返り」 

・子どもたちの遊びがどのような成長につながっているのか、育ちゆく姿

の喜びと悩みを一緒に分かち合う。 

実践結果 支援中に撮影した写真やビデオを見ながら、振り返りを行った。 

次年度方向性 引き続き、支援後に丁寧な振り返りを実施するとともに、保護者が分かり

やすい伝え方を模索していく。 

2 計画・ねらい 「事業所内相談支援および関係機関連携加算Ⅰを使ったサービス提供」 

・日常生活における生きづらさを少しでも和らげられるよう関係機関と連

携する。 

実践結果 希望される家庭に対し、事業所内相談支援を実施した。また、相談支援事

業所と連携し、サービス担当者会議を開き、関係機関で児童の情報を共有

し、支援をした。 

次年度方向性 事業所内相談支援というサービスがあることを保護者に周知し、必要に応

じての利用を促進する。また、幼稚園や保育園、関係機関と連携したサー

ビスができるように努める。 

3 計画・ねらい 「幼保小連携と、学齢期の福祉サービス」 

・スタッフが接続期の学びを深めることで、小学校生活への漠然とした不

安を解消できるようにする。放課後等デイサービスへの引継ぎなど支援の

連続性を提供できるようにする。 

実践結果 放課後等デイサービスに見学に行き、各種資料をいただき、その事業所の

特色を伺った。またその情報を保護者に公開した。なお、就労継続支援 B

型の事業所からの視察を受け入れた。 

次年度方向性 引き続き、乳幼児期から学齢期、その先という人の発達の連続性を大切に

支援していけるよう、まずはスタッフがそれぞれのライフステージにおけ

る教育や支援について学ぶ。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「青空保育へようこそ」 

・地域の子育て支援施設として、主に宮谷小学校区の子どもたちの発達を

支える。 

実践結果 5月以降、月に1回（雨天中止）の頻度で実施できた。継続参加いただく家

族が増えており、その成長を共に喜びあえる関係ができ始めている。 
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次年度方向性 継続実施することで、つむぎ横浜西口ルームを広く地域に知ってもらうと

ともに、どろんこの目指す子育ての賛同者を増やす。結果として、子ども

一人ひとりがその子のペースで育っていく地域となっていくようにする。 

2 計画・ねらい 「ふらっと気軽に子育て相談」 

・地域の子育て支援施設として、主に宮谷小学校区の子どもたちの発達を

支える。 

実践結果 園舎開放の機会を使っての子育て相談は参加者がいなかった。しかし、青

空保育中に、育児相談を受けた。 

次年度方向性 青空保育への参加家庭が増え始めているため、引き続き地域の方につむぎ

が認知されるように努め、必要な時に相談できる関係を作っていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 「ドキュメンテーションとプロジェクト保育」 

・子どもたちの興味関心をとらえた遊びを支援する。遊びの連続性やその

中で生じる他者との協働に着目した支援をするために、学ぶ。 

実践結果 ドキュメンテーションの作成は難しかったが、環境構成図を用いて、日々

の支援を省察し、次回の環境構成に活かすことで、遊び・発達ともに連続

性を持った支援につなげた。 

次年度方向性 日課の実施など、どろんこの子育てによる発達的効果を検証していくため

にも、日々の遊びの連続性からの育ちを、スタッフ一人ひとりが自分の言

葉で説明できるようにしていく。そのために必要であればドキュメンテー

ションやエピソード記録を活用していく。 

2 計画・ねらい 「生きる力とは」 

・子どもの人権を尊重した支援のあり方を考えるとともに、支援者として

必要な大人のにんげん力について考える。 

実践結果 人権チェックを通して、子どもの人権について考えた。また、後期には

「不適切な保育とは」という議題でディスカッションし、子どもの権利に

ついての学びを深めた。 

次年度方向性 引き続き、権利擁護の視点を忘れずに支援できるよう、支援者としての働

きかけを日々チームで振り返り、気になる対応があればお互いに指摘しあ

い改善できるようにする。 

3 計画・ねらい 「チームで考える業務効率化」 

・直接支援に最大限時間を使えるよう、その他業務の効率化をチーム全員

で考える。 

実践結果 主に環境構成図を用いて、支援の振り返りを行うことで、サービスの質を

向上させるとともに、支援外での準備等に時間が使えるようにした。 

次年度方向性 直接支援以外の業務を洗い出し、ルームの状況に応じてチーム全員で優先

度を考え、互いが互いの業務の進捗を把握できるようにしていく。 
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食育（食材・食の循環を認知する直接体験） 

1 計画・ねらい 「五感を刺激しながらの労働（畑仕事）」 

・ふかふかの土を歩く心地よさや、土臭さ、畑にぐんぐんと吸い込まれて

いく水など、五感を刺激する。 

・四季を感じたり、不安定な場所を歩くことによって身体が作られたりと

子ども一人ひとりに応じた発達が促されるようにする。 

「SDGsについて考えよう」 

・SDGsを保護者や子どもたちと考えられる機会を作る。 

実践結果 露地での畑仕事の実現に向けて、借用地を探したが契約には至らなかっ

た。 

次年度方向性 引き続き、子どもたちに必要な経験である畑仕事ができるよう、借用地を

探す。 

2 計画・ねらい 「自ら食らいつく原体験」 

・畑で収穫した野菜などを調理し、味わう。 

・食べたい人が食べたいときに、作って食べる経験を重ねることで、食べ

る意欲を育む。 

「食べることは生きること」 

・食品アレルギーの有無など、食の多様性を知りながら認め合う。 

実践結果 畑仕事の実施が困難であったため、当初の計画通りの実施とはならなかっ

た。一方で、普段から遊びで活用している小麦粉を用いて、ホットケーキ

作りを行えた。 

次年度方向性 次年度中の畑仕事開始を目指して、借用地を探す。加えて、子どもたちと

作付け内容を検討し、今年度目指していた、畑仕事からの調理につなげら

れるようにする。 

 

 

幼保小連携に向けた関係づくり 

1 計画・ねらい 「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿の先を知る」 

・つむぎでの支援の先に待つ、学齢期の子どもたちの生活を知ることで、

より子どもたち一人ひとりが安心して次のステップに進めるよう、接続期

のあり方について学ぶ。 

実践結果 実施できなかった。 

次年度方向性 実施できなかった背景に、アクションを起こす時間の確保が難しかったこ

とがある。よって、チーム全員で業務の PDCAを考え、その時間を捻出で

きるようにする。 

2 計画・ねらい 「つむぎデー（10の姿が育つ、子どもたちの生活・遊び）」 

・近隣幼保小の先生方に対しての遊びの地域公開をする。 

実践結果 実施できなかった。 

次年度方向性 実施できなかった背景に、アクションを起こす時間の確保が難しかったこ

とがある。よって、チーム全員で業務の PDCAを考え、その時間を捻出で

きるようにする。 
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2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

児童発達支援 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 

125

人 

108

人 

131

人 

133

人 

140

人 

109

人 

139

人 

131

人 

149

人 

138

人 

110

人 

140

人 

1553

人 

登録児

数 

32人 33人 33人 33人 34人 35人 37人 38人 38人 38人 38人 38人 427人 

（解説）登録児童数が伸び悩んだ。特に9月については、新型コロナウイルス感染症への罹患を理由に

欠席となった児童が多かった。 

 

〈２〉開所時間 

 

 １０時００分～１７時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士１名 

 機能訓練担当４名（言語聴覚士１名、作業療法士２名、公認心理師１名） 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

 

事故防止委員会 月1回 

・事業所内および他ルーム、法人全体で起こったヒヤリハッ

トやインシデント、事故の原因分析をし、再発防止策を検討

した。 

支援計画策定会議 適宜 
・支援計画作成に伴い、開催時期を調整した。 

・個別支援、グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援
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管理者が参加した。 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4回 施設長 

食育会議／法人本部 年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11） 

施設長 

 

保健会議／法人本部 年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

（施設長への確認ナビゲーション）項目は施設の状況に応じて追加・削除（以上のナビゲーションは、

本事業計画書を入力する際に削除してください。） 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 毎日の消毒の実施、感染対策の検討および保健指導を行った。 

安全対策係 事業所内、および周辺の安全管理をした。なお、ハザードマップを

定期的に見直した。 

防火管理者 防災計画に基づき、毎月１回避難訓練を実施した。 

食品衛生管理係 飲料水の管理および調理活動の際の衛生点検をした。また冷蔵庫内

の清掃管理もした。 

畑係 新規で借りる畑の用地を探すとともに、契約交渉をした。 

生き物係 カイコの飼育管理をした。 

体験学習係 7月（乙舳海岸／磯遊び）と2月（ふるさとの森散策）の園外保育

計画を企画立案し、実施した。 
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〈４〉行事係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

青空保育係 雨天を除く、毎月第４月曜日に青空保育を実施した。なお季節に

合わせて、遊びの内容を検討した。 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

午前グループ 

・ゆったりとした時間の中で、自分のことを自分で決める土台が培われるよ

う、引き続き「養護」を重視して支援した。スタッフとの信頼関係をベースに

「他者と関わってみたい」という気持ちが、それぞれの子のペースで育まれ

た。例えば、同じ時間に遊ぶ子の名前を「○○ちゃん来る？」と確認する姿か

ら、その成長を感じる。 

午後グループ 

・今年度も思いと思いのぶつかり合い（喧嘩）が多く起きた一年であった。ス

タッフが解決するのではなく、子ども同士が当事者意識を持ちながら問題解決

していけるよう、その過程に丁寧に関わった。また、喧嘩を始めとして「あな

たはどのように感じているのか」という問いかけをスタッフが丁寧に行った。 

昨年度前からの積み重ねもあり「そういえば、○歳の時は自分もこうだった」

「前は、汚れるのが嫌だったけど、今は平気」など、5歳児が自分を振り返る

（メタ認知の土台）発言をする姿が随所でみられた。 

個別支援 

・集団支援と個別支援のどちらが子にとって必要なのかを一緒に考えながら関

わった。なお、グループ支援内でも、情緒の安定などの理由においては個別的

な関わりに重点を置き支援をした。 

事業所内相談支援 
4～3月まで 合計9名 が参加済み  （3月1日時点） 

・ご家庭や、保育園・幼稚園での困りごとなど、必要に応じて個別相談した。 

保護者面談 

発達相談 

2月     合計4名  が参加済み  （3月1日時点） 

・若草幼稚園の園舎にて、子育て相談会（発達相談）を実施した。 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計13名 が参加済み  （3月1日時点） 

・就学支援シートを作成し、育ちゆく姿を小学校へ引継ぎした。 

5月      合計1名  が参加済み 

・相談支援事業所と連携し、サービス担当者会議を実施し、関係機関で子ども

を共通理解したうえで、日々の支援にあたった。 
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〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 「畑で収穫した野菜などを調理し、味わう」 

・食べたい人が、食べたいときに作って食べる経験を重ねることで、食べ

る意欲を育む。 

・食品アレルギーの有無など、食の多様性を知りながら認め合う。 

実践結果 畑仕事の実施が困難であったため、当初の計画通りの実施とはならなかっ

た。一方で、普段から遊びで活用している小麦粉を用いて、ホットケーキ

作りを行えた。 

次年度方向性 次年度中の畑仕事開始を目指して、借用地を探す。加えて、子どもたちと

作付け内容を検討し、今年度目指していた、畑仕事からの調理につなげら

れるようにする。 

2 計画・ねらい 「SDGsについて考える」 

身近なところで食の循環を知る。 

実践結果 畑仕事の実施が困難であったことに付随して、毎日のおやつ作りが実施で

きなかった。よって、残菜の堆肥化とその活用もできなかった。一方で、

磯遊びや普段の遊びの中で、例えば、紙の主原料を子どもに問い、SDGs

を知ることができるような働きかけは行った。 

次年度方向性 食の循環を知るためには、育てることからのつながりが必要であると考え

る。よって、畑仕事ができるよう、その土地の確保に努める。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 9月に新型コロナウイルス感染症、児童3名感染報告有り。横浜市に

報告した。 

発作・痙攣等の対応 発作・痙攣等の対応は本年度なかった。 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・３月２３日につむぎ横浜西口ルーム内にてキックオフミーティン

グを、計6名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ7名のうち、7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、うがい指

導・手洗い指導を行った。 
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〈５〉各種点検 

 

危機管理 設備点検チェック 5･7･9･11･1･3月の25日に計6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 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 個人衛生点検簿／適宜 調理活動の際に実施済み 

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月の施設内会議時  

⇒4月25日、10月29日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 「子どもたちが主体的に遊べる場」 

・子どもたちが自分のしたいことを見つけ、やり遂げやすい環境にするこ

とで、より深い学びが得られるようにする。 

実践結果 従前より、玩具棚から自由におもちゃを取り出せるようにしていたが、子

どもの目線で、発達や使用頻度にあわせて再配置した。また、環境構成図

を用いることで、予め子どもの遊びの展開をスタッフが予測し、必要物品

の準備や危険予測を行った。 

次年度方向性 引き続き、子どもたちが必要な体験を選びとれるよう、個の発達に応じた

環境構成をしていく。 

2 計画・ねらい 「ハザードマップを作ろう」 

・普段活動している公園の危険箇所を子どもたちと考え、自分の身を自分

で守るという安全教育につなげる。 

実践結果 子どもたちとのハザードマップの作成には至らなかったが、主に体を使っ

た遊びの場面で発達の最近接領域を見定め、子どもたちが安全に挑戦でき

るよう、スタッフの立ち位置をスタッフ間で検討したり、子どもに対して

も安全に取り組めるよう事前に言葉かけをしたりした。 

次年度方向性 自分の体を自分で守れる子に育つよう、引き続き「危ないからダメ」と止

めるのではなく、安全に遊べるようスタッフが物的・人的環境を整えると
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ともに、子どもたちが自分の体（自分はどこまでできるのか）を意識して

遊べるように支援していく。 

3 計画・ねらい 「カフェスペースの充実」 

・つむぎ利用者も地域の方もリラックスできるような場所に整えていく。 

実践結果 掲示物を必要最低限なものにし、視覚的な情報を整理することで、リラッ

クスできるように努めた。なお、つむぎ利用者以外の地域の方の利用が2

名あった。 

次年度方向性 地域の方のカフェ利用に対してのハードルが下がるよう、青空保育などで

広報し、気楽にお越しいただけるようにしていく。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

手作り遊具・家具なし。 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 事故防止委員会にて、ヒヤリハットやインシデントおよび他園事故の分析

を行い、再発防止に努めた。 

2 実践結果 防火管理者が中心となり、毎月避難訓練を実施した。 

3 実践結果 防火管理者と安全対策係が協力し、不審者侵入訓練を半期に一度実施し

た。 

4 実践結果 光化学スモッグの発生はなかったが、適切な対応ができるようマニュアル

を読みあわせた。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

保育士養成校から、計５名の施設実習を受け入れた。どの実習生も、どろんこの目指す子育てを自

分なりに理解し、実習を終了した。引き続き、実習を通して、どろんこ会がどのような子育てを目指

しているのか、そしてその理由を次世代の支援者が理解できるような実習となるように努めていきた

い。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5月16～27日 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 1人 施設実習 
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8月3～９月27日 鎌倉女子短期大学初等教育学科 4人 施設実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

なし 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

6日 

6名 

11日

6名 

8日 

6名 

6日 

6名 

3日 

6名 

7日 

6名 

5日 

6名 

4日 

6名 

6日 

11名 

11日 

6名 

6日 

11名 

1日 

6名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

9月20日 

特定非営利活動法人かなが

わ障がいケアマネジメント

従事者ネットワーク 

令和4年度神奈川県サービ

ス管理責任者・児童発達支

援管理責任者補足研修 

1名 有 

11月17日 
公益社団法人かながわ福祉

サービス振興会 

令和4年度神奈川県サービ

ス管理責任者・児童発達支

援管理責任者基礎研修 

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 

1名 

15日 

1名 

20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 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 
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〈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 

地域の子育て支援拠点として、5月から月に一度青空保育を岡野公園にて行った。年度末には、青空

保育中に「つむぎさんですよね」と言葉をいただき、参加してくださったご家庭がおり、徐々に地域

に根付き始めていることを実感した。今後も、青空保育を中心として、地域に愛される事業所となる

ように努めていきたい。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   岡野公園にて 

商店街ツアー 実施なし。 

世代間交流 岡野公園・新田間公園にて、高齢者とコミュニケーションを取りながら

遊べた。 

異年齢交流 岡野公園・新田間公園にて、学齢期の子どもたちと一緒に遊べた。 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

 昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染症の流行により、小学校と具体的に連携をす

ることが難しかった。一方で、保土ヶ谷区に所在地のある幼稚園の園舎にて、子育て相談会を実施し

たり、相談支援事業所と連携しサービス担当者会議を開き、関係機関連携の上でサービス提供をする

ことができた。次年度は、新型コロナウイルス感染症の5類への引き下げも提言されていることから、

小学校ツアーなど具体的に連携できるように準備を進める。 

 

 

〈２〉 具体的な連携 

実施なし。 
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10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

子どもの発達の様子、環境及び日常生活全般の状況に応じて適切な子育て目標を設定し、支援内容

を検討し、個別支援計画を作成した。また、6か月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応

じて個別支援計画を変更した。なお、なるべく多くのスタッフが支援計画策定会議に参加すること

で、必要な支援を多角的に検討した。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

2023年度に新入学を迎える子に、就学支援シートを作成した。なお、子どもたちの育ちゆく姿がイ

メージできるよう、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を参照しながら記入した。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

子育て相談 （月）～（土）10:00～17:00 ⇒計4件相談実施済み 

勝手籠設置 （月）～（土）9:00～18:00 にて実施 

青空保育 

月1回   公園名：岡野公園にて 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 3名 2名 3名 1名 3名 3名 4名 6名 
雨天

中止 
4名 6名 35名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年９月１５日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施済み。 

自己評価開始時刻：９時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：田中 誠 
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〈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：90％ 

 

（省察）「子どものやりたいことをベースに支援をしていただいているので、毎週楽しく通っていま

す」「つむぎに通ってから他の人とコミュニケーションが取れるようになったので通ってよかったで

す」などのうれしいご意見をいただいた。その他自由記載欄にいただいたコメントの多くが、子ども

主体の支援に共感をいただいたものであり、支援の方向性を保護者と共有し、つむぎを選んで利用し

てくださっていることが分かる内容であった。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 0件 

 

 

〈２〉重篤なケガ（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：発達支援つむぎ 横浜西口ルーム施設長 田中 夏樹 
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２０２２年度 発達支援つむぎ ふじみ野ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
 

併設園としてインクルーシブ保育の実践を行い、大人も子どもも更に混ざり合うことで保育、支援の

相乗効果が更に高まるよう連携を行い環境の構築をおこなってきた。 

マンスリーでは更に園と混ざり合うために、つむぎスタッフも保育計画の作成を共に行い準備から保

育実践も行える範囲で行ってきた。保育業務をつむぎも共に担うことで連携は深まるが、課題として

話し合いの時間の抽出や保育実践をつむぎスタッフが行う際の保育者としての目線や保育技術の質の

向上が課題である。またつむぎスタッフだけでなく、保育園スタッフが支援の必要な子どもに対して

合理的配慮を行うための療育的目線をもち関わるスキルの向上も課題となる。 

ビジターは支援内容を視覚化することで支援内容や支援時のねらいの理解促進に繋げることができ

た。また、保護者支援としては相談支援と合同開催のお話会やリフレッシュ時間の提供、懇談会の開

催等行った。次年度は更に保護者のニーズを把握して行う支援について検討していく。 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：支援内容の明確化を図る 

ねらい：支援内容の意図やどんな力や成長に繋がるかを明確化することで

利用者の理解促進にも繋げる 

実践結果 支援のフィードバックを都度行った。また、ポートフォリオを作成するこ

とで言葉のみでなく写真や文書で提示を行った 

次年度方向性 引き続き、支援内容の意図やどんな力や成長に繋がるかを都度フィードバ

ックすることと共に後にみても分かるよう視覚化も行っていく 

2 計画・ねらい 計画：継続的支援の提供を行う（0からの経験）  

ねらい：参加方法を重視した経験の積み重ねを図る 

実践結果 実体験を主とした支援内容の組み立てを行ってきた。一人ひとりがどう参

加をしていくかを大切にした支援を行った 

次年度方向性 原体験を主とした活動を引き続き行っていく中で、更に０からの経験を積

むことができるよう環境設定をしていく 

3 計画・ねらい 計画：子どもを主体とした支援を行う 

ねらい：子どもが主体となって、自らが選び活動に参加することで達成感

や自己肯定感の向上を図る 

実践結果 活動内容を一つに絞らず、いくつかの活動を用意し自己選択して参加する

機会を設けることや、子どもの様子によって時間の調節や環境の調節を行

うことで遊びこめる時間を保障し達成感を得られるよう支援を行った 

次年度方向性 造形、感触遊び、調理、畑仕事、音楽、散歩、買い物、運動遊びなど、室

内だけでなく戸外活動も含め様々な原体験をバランスよく取り入れ、発達
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に合わせた参加の仕方ができるよう環境設定をおこなっていく 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：懇談会や交流会の開催 

ねらい：保護者同士が交流できる場を提供する。横の繋がりを作っていけ

る場を提供し、保護者自身が安心して相談できる場所や人間関係を築いて

いけるよう環境の構築を行う 

実践結果 年長児保護者に向けて年間2回の就学に向けてのお話会を開催した。 

全利用者対象でリフレッシュ企画としアロマハンドマッサージの開催、マ

ンスリーは園と合同の懇談会を年2回開催した 

次年度方向性 お話会、座談会、リフレッシュ企画の開催を引き続きおこなっていく。開

催に向けて保護者のニーズを把握したうえで内容を検討していく 

2 計画・ねらい 計画：事業所内相談支援の充実 

ねらい：個別に相談できる場を設けることと、同じグループ保護者間で学

び合う時間や家庭でも行える支援を学ぶ機会を設けることで、支援の効果

をよりアップさせたり、維持させたりすることをねらいとする 

実践結果 個別相談は随時受付し開催、個別相談と数人のグループによる開催を行っ

た。グループ懇談会では保護者同士の横の繋がりを作る機会の提供にもな

った 

次年度方向性 相談内容により、支援員、児発管、施設長と担当を設定する。今年度は支

援時間の待機時間での設定が主であったが、支援時間以外の対応や電話に

よる相談も可能な旨を更に周知していく 

3 計画・ねらい 計画：保護者参加の体験学習の開催 

ねらい：体験学習を通して保護者にも実体験を経験してもらい、子どもの

成長を間近で見られる機会の提供を行う 

実践結果 じゃがいもの種植え、芋掘り、かまどを使った調理、夏まつり、秋祭り、

自然物での染物体験、書道、荒馬、太鼓に触れる体験と様々な体験学習を

開催し保護者と共に実体験を行う機会を提供した 

次年度方向性 ０からの経験ができる体験や、つむぎだからこそできる企画を検討し年間

を通して開催していく 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：支援室を利用する方への発達相談の機会の提供 

ねらい：支援室と連携をし、子育てや発達の相談の窓口となる 

実践結果 支援室を利用する方からの発達相談やつむぎの支援についての質問等は随

時受付を行った 

次年度方向性 引き続き相談受付があった際は随時受付対応を行うことで、気軽に相談す

ることのできる場所となるような環境を整えていく 

2 計画・ねらい 計画：ちきんえっぐ、相談支援つむぎとのコラボ企画 

ねらい：地域の方が気軽に来られる場所となり、つむぎが行う支援の周知
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や相談場所、情報提供場所となる 

実践結果 相談支援つむぎと合同企画として就学に向けたお話会の開催をおこなっ

た。また、秋まつりとして、つむぎの体験学習に地域の方を招待すること

ができた 

次年度方向性 地域の方とつむぎ利用者とを対象にしたコラボ企画の開催を引き続き立案

し開催していく 

3 計画・ねらい 計画：支援内容の発信 

ねらい：行っている支援の発信を行い、認知度を上げる 

実践結果 ちきんえっぐの利用者の方から見える場所につむぎの活動を掲示し周知し

てもらえるよう仕組みつくりを行った 

次年度方向性 掲示を更新していくことで最新の情報をお伝えできるようにする。また、

活動ブログを継続し月1回発信していく 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 計画：体験学習の企画運営を行う 

ねらい：企画、運営を行うことでマネジメント力の向上を図る 

実践結果 体験学習の企画を1回以上担当し立案から実行までの過程を経験した。企

画内容は全体でも話し合い、他スタッフの気づきも共有した 

次年度方向性 引き続き自ら企画の立案、運営をおこなっていくことで、企画力の向上や

マネジメント力の向上を図る 

2 計画・ねらい 計画：ルーム内勉強会をスタッフ講師として開催する 

ねらい：アウトプットの機会を設ける、伝わる伝え方を習得していく 

実践結果 園会議時に発達に凸凹のある子どもについて、実際に体験してみようとい

う内容の勉強会を開催した 

次年度方向性 今年度1回のみの開催にとどまったため、次年度は回数を増やすことでア

ウトプットの機会を増やすことや、受け身でなく発信していく機会を設け

る 

3 計画・ねらい 計画：園スタッフとの交換研修 

ねらい：互いの役割を実際に行う事で更に深く知る機会とする 

実践結果 交換研修は未実施だが、部分的につむぎスタッフが保育園での朝の会を担

ったり、生活発表会でのグループを受けもったりもした。 

次年度方向性 引き続き、部分的に互いのスタッフが配置換えし保育と支援につく機会を

設けることで互いを知り理解を深めチーム力向上へ繋げる 

 

 

リズムあそびの充実化 

1 計画・ねらい 計画：園会議毎にリズム研修を行う 

ねらい： ケガをしない丈夫な体つくりを行う 
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実践結果 園会議時に基本リズムの復讐や、新しいリズムの導入を行うことで、日常

的に行うリズムを増やすことができた 

次年度方向性 教わる立場から教える立場を経験できるよう園会議時リズム研修の内容を

組み立てる 

2 計画・ねらい 計画：スキル講座の主催をする（リズムを行うモデル園となるよう） 

ねらい：主催する側となることで、手本となることを経験する（自身とル

ームのスキルＵＰにも繋げる） 

実践結果 リズムスキル講座の企画、運営、主催を行った 

一般公開も行ったことから保護者からの参加も集うことができた 

次年度方向性 引き続き園会議時にスタッフ間で学び合う時間を作り、子どもの様子や発

達に合わせて新たなリズムを取り入れていく 

 

 

ふじみ野の伝統を園と共につくる 

1 計画・ねらい 計画：荒馬踊り、太鼓を活動に取り入れていく 

ねらい：現在子どもたちがとても興味をもって取り組んでいる民舞のた

め、更に学びを深め、ふじみ野の特色となるよう活動に組み込んでいく 

実践結果 民舞サークルの方を招き実演してもらう会を開催、スタッフより民舞を下

ろす機会を設けることで、まずは子どもたちが興味をもてる機会の提供を

行った。 

次年度方向性 子どもたちの興味関心も考慮し、どの民舞を下していくかを検討してい

く。また子どもたちが披露できる場も設定していく 

2 計画・ねらい 計画：運動会や地域の方に向けて披露する機会を設ける 

ねらい：披露することで自身に繋がる場の提供を行う 

実践結果 運動会時に保護者に向けて披露する機会を作った 

地域の方へ向けて披露する場の設定は未達成 

次年度方向性 引き続き保護者の方に披露する機会を設けることや、地域の方にも披露で

きるよう行事の組み立て時に検討事項としていれていく 

3 計画・ねらい 計画：すべてのスタッフが太鼓、笛、踊りのいずれかの知識を深める 

ねらい：スタッフ全員が子どもに対し伝承者となれるようにする 

実践結果 経験のなかったスタッフも太鼓、笛、踊りと参加することができた。 

スタッフの参加人数は半数ほどにとどまる 

次年度方向性 参加するスタッフを増やしていくことや、技術の向上を図ることで、スタ

ッフ間でも伝承できるようにしていく 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 
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児童発達支援 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 

203 

人 

195

人 

233

人 

214

人 

181

人 

220

人 

218

人 

217

人 

225

人 

214

人 

210

人 

220

人 

2550

人 

登録児

数 

３４ 

人 

３４

人 

３５

人 

３８

人 

３９

人 

３９

人 

４０

人 

４１

人 

３９

人 

４１

人 

４２

人 

４３

人 

38人 

（解説）マンスリー、ビジター 

 

相談支援事業 実施状況                     

  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 

新規 4人 0人 0人 3人 1人 0人 1人 1人 1人 0人 0人 0人 11人 

継続 43人 24人 30人 21人 22人 34人 19人 23人 11人 23人 20人 41人 311人 

（解説）・継続の値については計画作成及びモニタリング報告書作成人数の累計 

・発達支援つむぎと合同で就学に関するおはなし会を2回実施 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分   

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士３名 

 児童指導員１名 

  

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシーの実施、共有 

・保育、支援、行事等の振り返り 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・リズム、歌の勉強会 
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給食運営会議 月1回 
・食育活動の振り返り 

・食に関するエピソード共有 

事故防止委員会 月1回 
・自園のヒヤリハットの検証 

・自園、他園の記録から危険予測のディスカッション 

支援計画策定会議 作成毎 ・支援計画に伴う情報共有、支援方針、支援目標の設定 

ルーム会議 月１回 
・体験活動の企画や検討事項の話し合い 

・指導内容の共有、目標設定、配慮事項 

マンスリー会議 週１回 ・マンスリー児の週目標設定、様子の共有 

ケース会議 月１回 ・情報共有、支援内容の検討 

・園との連携・情報共有 

朝礼・昼礼・終礼 毎日 ・その日の確認と振り返り、園との情報共有 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 ・施設内の衛生管理、清掃の徹底、手洗いうがい指導などの感染症

対策や歯磨き指導等、年齢に合わせた指導を行った。 

・新型コロナ対策として検温、消毒、マスク交換の徹底に努めた。 
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安全対策係 ・事故防止委員会で月ごとのヒヤリハット、事故記録簿についての

検討を行った。 

・保育の中での事例を園会議で取り上げ、スタッフの立ち位置や再

発防止等ディスカッションを行い、危機管理意識を高めることが

できた。 

防火管理者 ・保育園と協働で消防計画を作成し、自衛消防組織を編成した。 

食品衛生管理係 ・つむぎカフェ内の調理場の安全衛生点検を行った。 

・調理活動時に使う食材の検食分の管理 

・つむぎカフェの冷蔵庫内の衛生管理 

畑係 ・保育園と協働で年間農業計画を作成したが植え付けと収穫のみと

なった。水やりや草取りなど、育てていく過程の体験をもっとで

きるようにしていきたい。 

生き物係 ・ヤギの飼育の他、めだかやザリガニほか多数の生き物の飼育環境

やしくみづくりを行った。 

体験学習係 ・体験学習の企画・運営 

 

 

〈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 ・どろんこ保育園スタッフと共に計画から実施を行った。 

大井市民祭り ・ふじみ野市内の保育園や他の団体の参加との連携を図る。今年

度はコロナの影響で中止となる。 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 

・マンスリーは月～金まで送迎時に保護者の方と話をする時間を設けているた

め、何か相談や悩みがあった際は都度伺える体制を整えた。希望される保護

者や必要とされる保護者に関しては、事業所内相談支援加算制度を利用し、

別途面談を設けた。 

ビジターグループ 

・毎回の指導後に振り返りの時間を設けて指導のねらいや子どもの様子の共有

をおこなった。そこから更に個々の様子や相談があった際には担当スタッフ

が相談をお受けすることができる環境を設けてきた。希望される保護者や必

要とされる保護者に関しては、事業所内相談支援加算制度を利用し、別途面



20221215 版 

 

談を設けた。 

体験学習 
・様々な経験ができるよう体験を実施し、保護者の方と共に過ごす時間の提供

をおこなってきた。 

保護者面談 

発達相談 

・支援の振り返りやカフェでのやり取り、上記「事業所内相談支援」において

適宜相談を実施した。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計１３名 が参加済み  （3月31日時点） 

・要望があった際は迅速にお受けし対応した 

・できる旨を周知し相談したい時にすぐに対応できる旨をお伝えした 

・日々の支援について、子どもの様子について話し合った 

・就学・就園についての相談を行った 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計１４名 が参加済み  （3月31日時点） 

・保護者より園訪問の要望があった際は先方に了解を得て訪問を行った 

その際様子の共有を行い個別支援計画にも反映させた 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 計画：好きな物を、好きな場所で好きな人と食べる 

ねらい：食を通して、皆で食べることの楽しさの体験を、食を通してのコ

ミュニケーションを図る 

実践結果 縁側で園庭を向いて並んで食べる場所や、相手の顔を見ながら食べる場所

など選択できるようにし、子どもの同士で楽しんで食べる様子が見られた 

次年度方向性 柔軟に子どもの気持ちを尊重しながら、食べたい場所や食べたい人と食べ

られるようにする 

食事に対しての自分の気持ちを安心して伝えられるよう、支援者が楽しい

雰囲気づくりを心がける 

2 計画・ねらい 計画：食の循環 

ねらい：０からの食を学ぶことで食を通して学ぶ 

実践結果 季節の作物の栽培を畑やプランターで行い調理活動へも取り入れた 

プランターでは作物が育ちにくかったため、配置の工夫が必要 

次年度方向性 畑は引き続き季節の作物の栽培を行う 

収穫だけにならないように経過の仕事（水やり、間引き、生長観察）も大

切にしていく 

3 計画・ねらい 計画：お腹が空いたという経験通して食への意欲を高める 

ねらい：食事の時間だから食べるのではなく、お腹がすいたことを感じる
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ことで食に対する意欲を高められるようにする 

実践結果 晴れた日は積極的に戸外にでることや、散歩の距離を伸ばしていくことを

行った 

次年度方向性 引き続き日中の活動に意欲的に参加ができるような活動の組み立てや、選

択して参加することが可能な環境設定を行う 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症  1月に新型コロナウイルス感染症に、児童1名罹り、ふじみ野市役所

障害福祉課へ報告する 

事業所内での濃厚接触者の該当はなく終息 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

７月園会議にてエピペン使用の際の研修を全スタッフが受講済み 

在籍スタッフ全員が使用可能 

AED 使用できるスタッフの

状況（AED 設置施設のみ） 

12月4日に1月15日にふじみのどろんこ保育園にて全スタッフ7名が

救命救急研修に受講し習得済み、全スタッフが使用可能 

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、うがい導・

手洗い指導を行う 

消毒・換気の徹底 

 

 

〈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 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 
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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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０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月の施設内会議時  

⇒４月８日、１０月１４日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 計画：園庭、室内の整理整頓を徹底する 

ねらい：子どもたちが自然と片付けの習慣が身につくような環境を整える 

実践結果 大人が片付けている姿勢を見せていくことや、日々の掃除をともに行っ

た。 

次年度方向性 園保護者、つむぎ利用者、園スタッフ、つむぎスタッフと施設関係者全体

で施設関係者を対象とし施設内の環境について話し合える時間を作ること

や整備を行う日を設ける 

2 計画・ねらい 計画：環境整備委員会の設定 

ねらい：美化意識を高められるよう、組み立てを行う 

実践結果 園庭、室内の環境整備や安全に考慮した環境を整えられるよう話し合い、

全体に周知したが定期的な開催は未達成である 

次年度方向性 定期的に開催していくことや、園スタッフと連携をとり施設内の環境につ

いて話し合い整備していく 

3 計画・ねらい 計画：必要な物を揃える 

ねらい：必要な物を考え、揃え、管理する姿勢を皆が持つことで過ごしや

すい環境を作る 

実践結果 支援環境について子どもの様子も含め振り返りの時間を設けた 

次年度方向性 また定期的な環境点検や教材の見直しを適宜おこなう 
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〈７〉手作り遊具安全点検結果 

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 ベンチ 園庭 毎日 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 防災 ・非常災害時の対策、消防計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消火訓練

の実施 

2 通報訓練 ・災害時はツイッターを利用し、保護者との緊急連絡掲示板の実施 

3 ケガ事故防止 ・事故防止チェックリスト、設備点検チェックの実施 

・月1の事故防止委員会にて、ヒヤリハットの検証や重大事故の検証、注

意喚起を行った。 

・ケガ発生時、対応フローチャートに従い迅速に対応できるよう確認とス

タッフへの周知。 

・ケガを未然に防ぐためにヒヤリハットの共有やインシデント発生時の検

証を行い、見直しを行った。 

5 防犯 ・年2回の不審者侵入訓練実施 

・笛の所持、インターホンでの確認、地域と連携し安全・防犯への意識づ

けをしていく。 

 

 

 

６.実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

看護実習正の受け入れを行った。観察・交流実習ということで主に見学をしつつ児童との交流を行

った。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

1月23日～25日 首都医校 ３人 地域、在宅看護実習 

1月30日～２月１

日 

首都医校 
２人 

地域、在宅看護実習 
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７.スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

 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 

７名 

14日

7名 

11日 

7名 

9日 

7名 

20日 

7名 

10日 

7名 

8日 

7名 

12日

7名 

10日 

7名 

14日 

7名 

28日 

7名 

26日 

7名 

虐待防止研修  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18日 

6名 

 

 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

７月21日～ 有限会社 プログレ 埼玉県児発管研修 １名 ○有 or 無 

 

 

〈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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 
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８.地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

併設園であるふじみ野どろんこ保育園と共に、地域との関係を深め、地域に開かれた子育て支援事業

所として、近隣園や近隣施設との交流の機会を設けていく。つむぎカフェでの地域子育て支援の催し

を開催する予定ではあったが、コロナ過のため地域の方を招いての催しの実施ができなかった。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回 公園名：亀久保公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：青山青果、セブンイレブン、ベルク、ビバホーム等 

世代間交流 12月25日にふじみのどろんこ保育園にて文教大学サークル「zoom でク

リスマス」を実施 

地域交流 １月６日にふじみのどろんこ保育園にて伝承遊び会を実施 

異文化交流 ５月13日に web にてホームステイをしている方と「世界と繋がろう」を

実施 

 

 

 

9.医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

小学校を訪問する機会がもてなかった為、小学校との密な情報交換や、子どもたちの小学校への期待

感を膨らませることができなかった。小学校までのルートを散歩コースに入れる等、できる限りで日

中の活動に取り入れた。 

 

 

 

１０. 個別支援計画  
最長６カ月とし、個別支援計画の見直しを図るため、モニタリングを実施。環境及び日常生活全般

の状況に応じて適切な支援目標を設定し、支援内容を検討し個別支援計画を作成した。 

 

〈１〉進級引継、および小学校への引継状況 

進級引継に於いては必要に応じ、保護者を介して幼稚園・保育園の保育者と園訪問や電話にて様子

の共有等、連携を実施する。小学校への引継としては、就学支援シートを保護者からの要望がある家

庭には作成し引継ぎを行う。 
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１１、子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒随時実施 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 にて実施 

青空保育

（支援セン

ター主催） 

月1回   亀久保公園にて実施 

 

 

 

１２、施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年１１月１７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：１３時００分 

自己評価終了時刻：１３時４５分 

自己評価実施者：施設長、児童発達支援管理責任者 

 

 

〈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：１００％ 

 

全体的に利用者から支持を得られた結果であった。特に支援の質において、子どもの興味関心に寄り 

添った支援が行われていること、いろいろな体験ができること、スタッフの丁寧な言葉掛けに対して

の満足度が高かった。その一方で、保護者同士の交流の機会がもっと増えるとよいという意見があっ

た。今後は保護者の声を拾いながら、不足していることへの改善を行い、利用者の満足度が向上する

ようなルーム運営を目指していく。 
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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   

報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ ふじみ野ルーム施設長 佐藤 愛香 
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２０２３年度 発達支援つむぎ 池尻ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
⓵子どもの主体性を大切にする、⓶選ばれる事業所となる、⓷地域に根付くという３つを基本方針

とし日々業務に従事してきた。 

子ども主体という点に関しては、支援を子どものやりたいことや好きなことを中心とした活動を展

開することで、自分で選ぶ、判断して行動するといった姿を見ることができた。また、友達とのかか

わりの中で、物の取り合いや意見のぶつかり合いを通して、感情コントロールや自制心を養う機会を

提供することができたように思う。保護者の方に対しても、常に整理整頓された清潔感のあるルーム

でくつろいでいただきながら、コミュニケーションをとり、保護者の方に寄り添うことを大切にして

きた。また、地域に対しては、戸外へ出る機会の増加とともに地域の方と触れ合う機会が増え、つむ

ぎ池尻ルームを知ってもらうことができたと思う。また、地区の会議への参加をきっかけに地域に根

付くルームとなる第一歩を踏み出せたと感じている。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「子ども自身の目標達成」 

子ども自身が目標を持って、やりたいことを選択できている。 

実践結果 活動の中で子どもに何をしたいかを問い、子どもがやりたいことをどうや

ったら達成できるかを話し合う場を設けた。１回の支援で完結させられな

いものに関しては、次の支援でも行えるように継続性を大切にした。 

次年度方向性 引き続き、子どもの問題解決能力を高め、達成感を味わえるように、子ど

も主体の活動を提供できるようにしていく。 

2 計画・ねらい 「生活に汎化できる支援の充実」 

つむぎの中だけできるのではなく、家庭や園での生活の中で、自分らしく

活き活きと過ごすことができているための支援ができている 

実践結果 保護者の方に家庭や園での子どもの様子を伺い、子どもの現状に合わせた

支援を行ったり家庭での対応について考えたりすることができた。 

次年度方向性 より生活に根付いた支援が行えるように、戸外活動を中心にホンモノの経

験を多く積めるようにしていく。 

3 計画・ねらい 「健康で丈夫な体づくり」 

支援が認知やコミュニケーション能力の向上に偏りやすいため、基礎体力

の向上や体づくりを目指す。 

実践結果 戸外で身体を動かす機会を増やすことができた。子どもが挑戦しようとす

ることは見守り安全に配慮した対応を心掛けた。また、雑巾がけを実施し

たグループでは、足腰の強化につながっていると感じる。 
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次年度方向性 全グループで散歩や雑巾がけを取り入れることで、健康な身体づくりを目

指す。 

４ 計画・ねらい 「協働活動の充実」 

大人が誘導するのではなく、子ども同士が納得のいく着地を目指す。活動

や話し合いがうまくいかないことは学びであり、次へ繋がるような支援を

していく。 

実践結果 発達に応じて協働活動を実施した。子ども全員で一つの模造紙に町を描い

たり、子ども同士で活動内容や方法を話し合ったりした。意見の相違でぶ

つかることも多かったが、学びは多かったと感じる。 

次年度方向性 引き続き協働活動を取り入れて、子ども同士の関りを中心とした支援を行

っていく。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 「居心地のいい空間づくり」 

ゆったりと過ごすことができ、日常や子育てから解放される時間となるよ

うな空間を目指す 

実践結果 カフェは常に整理整頓された状態が保たれるようにした。ソファや棚の配

置を工夫し居心地よく過ごせるような空間づくりを設定した。また、保護

者の方から話しかけられた際は、スタッフは手を止めてしっかりと話に耳

を傾けるようにした。 

次年度方向性 引き続き、カフェが常に清潔で安心できる場所であるようにする。定期的

に雑誌の入れ替えを行い、リフレッシュ時間を保証できるようにし、必要

に応じてスタッフとのコミュニケーションの場を設定する。 

2 計画・ねらい 「保護者支援の充実」 

子どもの現状を共有するだけでなく、将来を見据えた話をしたり、子育て

の悩みや子どもとの関わり方などについても支援したりしていく 

実践結果 事業所内相談支援を利用して保護者の方とじっくりと話をすることができ

た。また、フィードバックでも支援の話だけにとどまらず、就学や就職な

ど将来を見据えた話をすることができた。 

次年度方向性 フィードバックの在り方を検討し、また連れてきたいと思えるために必要

なことは何かをスタッフで考え、子どもと同様に保護者一人ひとりに思い

をはせた支援を提供できるようにする。 

3 計画・ねらい 「保護者同士のつながりを作る」 

同じ悩みを持った保護者と出会ったり、先輩ママとの繋がりができたりす

るような場を提供する 

実践結果 ４月に就学相談会、３月に保護者座談会を実施することができた。２回目

に実施した座談会では、小学校の姿と必要な力ということを伝えることが

できた。 

次年度方向性 就学相談会以外にも、定期的な座談会や卒児の会などを開催し、保護者同

士が繋がれる、卒業しても繋がれる機会を提供したい。 

４ 計画・ねらい 「連携の強化」 

所属園や他事業所との連携を図り、子どもを取り巻くすべての環境におけ

る視線合わせができるようにする 
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実践結果 ご希望に沿って、園訪問を実施し課題や目標の目線を合わせていくことが

できた。訪問先の先生とお電話で何度かやりとりをして継続的な連携を図

ることができた。 

次年度方向性 他事業所や就学先との連携を強化し、引き続き保護者と共に子どもの生活

全体を支えていくことに努める。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「知ってもらう」 

自分たちの活動の場を整えるとともに、地域清掃に参加し、つむぎを知っ

てもらう機会を作る 

実践結果 緑道散歩や緑道入り口付近の遊戯場での活動や道路清掃の際に、挨拶をす

ることで地域の方との交流が生まれた。青空保育では保護者の方から声を

かけられてつむぎを知ってもらうことができた。相談支援事業所や区の障

害福祉課へ訪問をし、つむぎの支援内容など詳細を伝えることができた。 

次年度方向性 引き続き、地域での活動を通してつむぎの発信をしていく。池尻地区で開

催されている会議にも積極的に参加し、地域のネットワークづくりに努め

る。 

2 計画・ねらい 「地域への還元」 

地域子育て相談会を開催し、利用者以外の相談の場としての活動を展開す

る 

実践結果 池尻地区で発行される子育て支援マップの掲載が決まり、子育て支援ネッ

ト構築のための会議に参加して意見交換をすることができた。 

次年度方向性 継続して会議に参加し、子育て支援という視点から地域での困りごとを解

決していけるように努める。 

3 計画・ねらい 「社会課題の解決」 

待機者の多い地域のニーズに応え、問い合わせの電話に対し、利用が難し

くても相談に乗るなど寄り添う 

実践結果 待機の方に対して早い段階で電話をし、アセスメントにつながるように促

した。定期的な利用ができなくても、スポット利用をしていただくなどし

てできるだけニーズに応えるようにした。 

次年度方向性 相談支援事業所や区の障害福祉課、保育園などで、まだ利用につながって

いない方にご案内いただけるように営業に行く。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 「自己実現」 

目標をしっかりと持っていて、やりたいことに向かって自律的である 

実践結果 日ごろからコミュニケーションをとることを心掛け、会議の場でも発言が

できるように心掛けた。コンピテンシーの目標を毎月設定し、翌月にその

取り組みを確認した。 

次年度方向性 定期的な面談を行い、一人ひとりとの面談の時間を確保し、現状把握や次

に向けての話をすることに力を入れたい。その中で、スタッフの PDCA 力
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を高められるように育成していき、やれない理由を探すのではなく、どう

したらやれるかということを考える癖がつくようにしていく。 

2 計画・ねらい 「広い視野を持つ」 

アンテナを高く持ち、最新の子育てに興味を持ち続ける一方で、古くから

大切にされている伝統的な子育てにも目を向ける 

実践結果 法人内の他園の見学、研修を予定していたが、新型コロナウイルスのため

中止になってしまった。 

次年度方向性 保育や子育てにまつわる研修を設定して、広い視野を持って支援ができる

スタッフ育成をしたい。 

3 計画・ねらい 「私生活の充実」 

いつも笑顔で子どもを向かえ入れることができるよう、ストレスや不平不

満を溜めない 

実践結果 ライフワークバランスを意識して、休むときは休み、働くときは働くとい

ったメリハリのある生活を送れるようにシフト制に変更した。また、悩み

や不安なことを話せる雰囲気づくりを心掛けた。 

次年度方向性 引き続き、スタッフ自身が健康で充実した生活を送りながら、子どものこ

とを第一に考えた支援が提供できるようにしていく。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

186

人 

199

人 

203

人 

197

人 

204

人 

193

人 

224

人 

216

人 

212

人 

204

人 

190

人 

200

人 

2428

人 

登録児

数 

48人 53人 56人 57人 59人 59人 60人 60人 62人 64人 64人 65人 65人 

（解説）利用総人数には新型コロナウイルス感染症に関連した代替的サービスの提供記録を含む 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 
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 保育士１名 

 機能訓練担当１名（公認心理師１名） 

 社会福祉士１名 

児童指導員１名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月４回 ・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・各種会議の共有 

・行事の進捗状況の確認 

・テーマごとの（就学相談、発達検査など）施設内研修実施 

事故防止委員会 月1回 
・自園、他園で起こった事故やヒヤリハットの振り返りと再

発防止策の検討 

支援計画策定会議 適宜 
・支援の担当者と児童発達支援管理責任者が参加し、課題や

発達の見立てを共有して目標を設定した 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 
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〈３〉係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 ・感染対策の検討と実施 

・嘔吐処理、エピペン、感染症の研修の実施 

・掃除や消毒チェック 

安全対策係 ・事故防止委員会の開催 

・事故記録のファイリングとスタッフへの周知 

・ルーム内ヒヤリハットとインシデントの共有、再発防止 

・ハザードマップの更新 

防火管理者 ・防災計画の立案・月１回の防災訓練の実施 

・消防計画の見直し 

・避難経路の確保に対する注意喚起 

・防災グッズの点検、確認 

食品衛生管理係 ・利用時のアレルギーに関する管理 

・冷蔵庫内の清掃、整理 

・調理活動時の衛生点検と安全管理 

畑係 ・ベランダプランターの整備、計画的な活動の立案 

・子どもと共に活動することの提案 

・植物の世話 

生き物係 ・生き物の世話に関する統括（イモリの水槽管理、カブトムシの世

話、ザリガニの世話） 

・新たな生き物との触れ合いの機会の充実 

・子どもたちと共に世話をしていくことへの提案 

体験学習係 ・企画の立案、収支報告 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

地域連携係 ・地域資源の利用や情報の収集と連携 

・地域と連携した体験学習企画、実施 

・商店会との連携 

・青空保育の実施計画 

中目黒どろんこ保育園連携係 ・勉強会、スタッフ交流会の企画 

・合同行事の立案 
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4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

親子グループ 

・週に1回、４名のお子さまが利用。ふれあい遊び、音楽遊び、感覚遊びを中

心に、五感を使った活動ができるように設定した。 

・場所になれずに泣いて入室ができない子どもに対しては、公園を集合場所に

してそこで過ごすことでスタッフとの関係性を構築した 

・自由に遊ぶ時間では、並行遊びから少しずつ友達を意識する様子が見られ、

後半では自ら友達を求める姿もあった。 

異年齢グループ 

・子ども同士で話し合って活動を決めることで、自分の気持ちを伝える、相手

の気持ちに寄り添う、感情コントロールの経験を積むことができた 

・戸外活動の中で自然と触れ合い、新しい発見や気づきが生まれ、遊びを通し

た視点を提供することができた 

・野菜を全く口にしなかった子どもが、種まき、間引き、収穫、加工、食すと

いう一連の流れを体験することで食への興味を持ち、自ら食物を育てたいとい

う意欲につなげることができた 

・地域での活動や戸外活動で、多様な人々との関わりを持ち、多様な人々と触

れ合う機会を持つことができた 

個別支援 

・目先のできる、できないにとらわれずに、苦手なことでもまずは見る参加か

ら始めて少しずつ「やってみよう」 という気持ちを育むことができた 

・何がしたいか子どもに問い、やりたいものや興味のあるものから「なんでだ

ろう」「どうしたらいいだろう」という探求する心を育てることができた 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計３５名 が参加済み  （3月1日時点） 

内訳： 

・事業所内相談支援（Ⅰ） １９件 

・事業所内相談支援（Ⅱ） １６件 

関係機関との連携 
4～3月まで 合計１４名 が参加済み  （3月1日時点） 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 食物を育てることから携わり、食材の変化や食の循環を知る 

実践結果 ベランダでプランターを使ったトマト、キュウリ、ほうれん草、カブ、ラ

ディッシュの栽培活動を実施した。また、ペットボトルを使用し、子ども
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たちオリジナルの栽培プラントを作成したところ、主体的に水やりや間引

きを行う姿が見られた。 

次年度方向性 引き続き、畑仕事の充実を図るために、近隣で借りられる畑を探しなが

ら、施設内でできる畑仕事に取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 食材の加工を経験し、その変化に気付き楽しむ 

実践結果 各グループで梅から梅ジュースを作った。来所するたびに梅ジュースの状

態を気にして、色が次第に変わっていく姿に「いつ飲めるの」と期待感を

持つ子どもの姿が見られた。飲む前の煮沸を興味深く観察し、香りをかい

で渋い表情をする子どももいた。苦手だと言っていた子どもも、他児が飲

む姿を見て挑戦し「おいしい」といって飲んでいた。 

次年度方向性 さらに食の循環が体験できる機会を提供できるようにする。梅以外にも、

トマトからケチャップづくりをしたり、大豆からみそを作ったりするな

ど、自分たちで育てた食物を加工し食すという活動の連続性を大切にした

い。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 ・8月に新型コロナウイルス感染症陽性者、児童4名・スタッフ4

名。世田谷区へ報告する 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・8月10日に施設内にて研修を実施。計５名が新たに受講し習得済

み 

・本日時点で、在籍スタッフ５名のうち、３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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底するなど各園で記載 

 

 

〈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 6･12月の25日に実施済み 
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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 

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月の施設内会議時  

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 自分で考え、自分で行動できる子を育てるため、子どもたちとの活動は大

人が決めず、子どもが選択できるように設定。自らが選んだやりたいこと

に集中して取り組めている環境を作る。 

実践結果 活動は大人が用意せずに、子どもがやりたいことができるようにした。子

どもから提案が出てこない場合は、複数の選択肢の中から選べるようにす

るなど工夫することができた。集団支援では子ども同士で何をするかの話

し合いの場を設け、自分の考えを伝えたり相手の話を聞いたりする機会が

提供できた。 

次年度方向性 引き続き、子どもが主体となって活動できるように環境を設定し、自己選

択、自己判断ができるような力を養える支援を提供していきたい。 

2 計画・ねらい ホンモノに触れる機会を作り、生活に根付いた環境を大切にする。 

実践結果 調理をするにあたって、自分たちで育てた野菜を使用し、加えてほかに必

要な材料が何かを話し合い、スーパーや商店街に行って買い物をすること

ができた。スーパーでは買いたいものが見つからなければ子ども自身で店

員に質問するなど、生活に根付いた経験を提供することができた。 

次年度方向性 引き続き、ホンモノの経験を通して子どもたちに必要な生きる力をはぐく

んでいけるように支援していく。 

3 計画・ねらい 活動の場を限定せず、自らの活動の場を選択できるようにする。 

実践結果 子どもが選んだ場所や居心地の良いとする場所で支援をすることができ

た。事務所や支援室を自由に行き来できるように、常時扉を開放しておく

など、ルーム全体を使える環境設定にした。子どもたちは自由にカフェス

ペースや廊下などを利用して、活動を展開することができていた。戸外へ

の促しも工夫し、外の活動を楽しめる機会も増えてきた。 

次年度方向性 戸外活動の充実が図れるように、戸外の資源を最大限に活用しながら支援

が提供できるようにする。 
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〈７〉手作り遊具安全点検結果 

 

該当なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 避難訓練 毎月１回／子どもを含めた訓練を２回実施。 

声掛けの大切さに気付くことができた。避難経路である倉庫を常に整理し

ておくことができた。 

2 ヒヤリハットの

共有 

毎日１回／朝礼、終礼時に実施。 

徐々に危険予測ができるようになった。 

3 事故防止委員会 毎月１回／施設内会議にて実施。 

自園の事故やヒヤリハットを振り返り、再発防止に努めた。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度の実習生、研修生、ボランティアなどの受け入れはなかった。保育や福祉で働く人の次世代

を担う人材を育成する場所となれるように、次年度は受け入れ体制を整えたい。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

受け入れなし 

 

 

〈３〉中高生の受入 

受け入れなし 

 

 

 

7. スタッフ研修 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

13日 

6名 

18日

6名 

15日 

6名 

20日 

6名 

10日 

6名 

14日 

6名 

12日 

6名 

30日 

6名 

7日 

6名 

4日 

6名 

8日 

6名 

1日 

6名 
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自主研修  

 

18日

6名 

 

 

 

 

10日 

6名 

 

 

 

 

30日 

6名 

7日 

6名 

4日 

6名 

 

 

 

 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

９月２３日 心理臨床学会 

「自閉スペクトラム症の子

どもや成人への心理療法的

アプローチ」 

1名 無 

１０月２日 木村宜貴 

子どもの心の声、届いてい

ますか？―気づくとグッと

楽になる子育て― 

１名 

無 

１１月１１日 木村宜貴 

子どもの自立と子どもとの

絆が育まれる育て方―食事

場面― 

１名 

無 

１１月２６日 丸子中央病院 
①発達障害 

―幼児期・学童期の支援― 

１名 
無 

１２月１６日 
一般社団法人こども発達支

援研究所 
ASD の基本と支援方法 

１名 
無 

１２月２３日 
一般社団法人こども発達支

援研究所 
ADHD の基本と支援方法 

１名 
無 

１月１３日 
一般社団法人こども発達支

援研究所 

感覚統合の理論と支援実践

＆基礎編 

１名 
無 

１月２０日 
一般社団法人こども発達支

援研究所 

愛着の知識でこども理解を

深めよう 

１名 
無 

１月２８日 丸子中央病院 
②発達障害 

―思春期の支援― 

１名 
無 

２月６日－１

２日 
鎌倉女子大学 潜在保育者プログラム 

１名 
無 

２月２５日 丸子中央病院 
③発達障害 

―成人期の支援― 

１名 
無 

３月１７日 一般社団法人こども発達支

援研究所 

発達障害の理論と最新の話

題 

１名 無 

３月２４日 一般社団法人こども発達支

援研究所 

不登校と発達障害 １名 無 
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〈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 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

19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 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 ９月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 1月20～２月３日 １名参加 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉コンピテンシーからの目標設定 

毎月コンピテンシーの中から一つ目標を掲げスタッフ一人一人のにんげん力を髙められるようにし

た。事務所内に掲示し、翌月施設内会議にて進捗状況や達成度を確認した。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

青空保育、近隣のごみ拾いを通して、地域の方に声をかけていただく機会が多くあった。また、3年

ぶりに開催された稲荷神社での豆まき大会やがやがや館での行事にもつむぎの子どもと一緒に参加す

ることができた。池尻地区福祉協議会への参加により、地域の困りごとや悩み事を解決していくまち

こま会とのつながりもでき、子育て支援マップの掲載も決まり、少しずつ地域との関係が構築されて

いると感じる。次年度もさらに関係性を深められるように積極的に地域交流を行っていきたいと考え

ている。 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 3回実施   駒場野公園・池尻三丁目公園にて 
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商店街との交流 ・郵便局や地域のスーパーでの買い物を通し、地域との交流を図った。 

・ハロウィンイベント 

世代間交流 ２月３日に池尻稲荷神社にて豆まき大会に参加した 

清掃活動を通して地域の方々と交流を持つことができた 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

小学校とのつながりを少しずつ開拓し、特別支援教室の見学をすることができた。今年度はスタッ

フのみの参加であったたため、次年度は子どもも一緒に見学をしたり行事に参加したりできるように

したいと考えている。 

 

 

〈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 

７月４日 東山小学校 

いちょう学級 
１名 

特別支援教室の活動 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

 

保護者に対し、6か月に1回以上のモニタリングを実施し、子どもの現状や支援の内容やその意向な

どを聞き取った。児童発達支援管理責任者と担当者らで策定会議を行い、課題を整理しながら児童発

達支援におけるニーズを具体化し、目標の設定や支援の内容を計画した。期間内であっても支援内容

の変更が必要な場合には、更新を行った。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

 

保護者から要望があった際に、就学支援シートを活用し進学先への引継ぎを実施した。つむぎでの

成長の様子や、子どもの強み、就学後の配慮事項について記載し、事前にないようについては保護者

に確認を取り、了承を得たうえで小学校に提出してもらった。 
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11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

子育て相談 随時 

青空保育 ３回実施   公園名：駒場野公園・池尻三丁目公園にて 

つむぎ 

ギャラリー 

支援室そばの壁を利用し、子どもたちの表現活動を掲示。子どもたちの在りのままの表現

を、たくさんの保護者の方に見ていただくことができた。 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年１１月１６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：９時００分 

自己評価終了時刻：１８時００分 

自己評価実施者：内部監査室 

 

 

〈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：１００％ 

 

多くの利用者から貴重なご意見をいただくことができた。その中でも、子どもが楽しく通い、好き

なことに熱中して取り組めている姿に満足しているというご意見をいただき、励みになった。今後

も、子どもがやりたい、すきということを中心とした支援を追求しながら保護者支援にも力を入れて

いきたいと思う。 

 

 

 

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。 
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〈１〉報告すべきご意見   

 

報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ 池尻ルーム施設長 外山 ちひろ 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 横浜東口ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
前年度から継続して意識した戸外活動では全てのグループ支援に置いて散歩を取り入れた支援を達

成することが出来た。商店街を利用した買い物、公園の清掃や青空保育など戸外に出かけ続ける事で

地域や社会とのつながりなど支援の幅を広げる事が出来た。 

年度の途中で課題になった食育活動においては単なる調理活動から畑仕事、水耕栽培など育てると

ころから食すまでという食の循環を経験する取り組み、生きているイカからの調理を通した「命をい

ただく」という経験など前年度よりも充実した活動に成長していく事が出来た。 

 「大人も子どもも失敗と経験の中で成長する」と掲げた目標通り、スタッフも課題や問題にむきあ

いながら支援を成長させることが出来た。 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 全スタッフが定期的に法人内外において学びの場を持ち研鑽を積む。 

・全スタッフのルーム内勉強会を担当 

・全スタッフが地域の勉強会に参加 

実践結果 ルーム内研修は毎月の実施が達成できたが、スタッフ間の開催頻度に差が

見られ、日々の業務のタスク管理の差など他の課題も見えてきた。 

同様に地域への勉強会の参加は数人のスタッフが参加するにとどまった。 

次年度方向性 次年度は業務管理の中で継続可能な学びの場を確保していく事が課題とな

る。園長大学®保育士大学の視聴などを利用しながら幅の広い視点からの

学びにより、現在の支援を大きく振り返り成長していきたい。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい スタッフ全員が必要に応じて事業所内相談支援を通し、保護者の支援を行

う。 

保護者の声を共有する場を持ち、保護者の視点を学ぶ 

実践結果 相談支援に関する勉強会とケース検討会を実施した。 

利用者アンケートを全員で振り返り保護者の希望や感想を通して支援を振

り返る機会を持った。 

次年度方向性 今年度からの継続した相談支援のケースを引き続きスタッフ間で共有し、

相談支援による家族支援の質を高めていきたい。 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい スタッフは積極的に外部との連携を持ち、また、地域への学びの機会を開

催することでつむぎの１スタッフではなく地域の専門士という自覚を持

つ。 

実践結果 公園の管理者、東京牧場や自立支援協議会を通した他事業所など積極的に

外部との連携を通し地域に貢献することできた。 

次年度方向性 引き続き、外部との連携を軸に区役所とも連携しスムーズな利用に繋がる

流れや情報交換をおこなっていく。 

 

 

次世代が担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい スタッフはつむぎの利用場面だけではなく、生活を支援できるような線で

捉えた支援を行う。 

実践結果 継続したケース会議の実施は難しかったが担当者それぞれが連携園に訪問

し関係性を深める事が出来ていた。 

次年度方向性 来年度は今年度よりも長い時間の支援を提供することでより生活を意識し

た支援を行っていきたい。 

 

 

法人内の園連携と地域連携 

1 計画・ねらい 単独園と法人内の園との連携に於いてモデルケースとなる。 

実践結果 各担当者は継続的な訪問と情報共有の中で連携園との関係性を深め、生活

の中で支援する学びを得た。 

次年度方向性 連携園とのケース会議と定期的な訪問は継続し、保育所等訪問支援につな

がる基盤を作っていく。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

132

人 

111

人 

136

人 

125

人 

165

人 

164

人 

178

人 

186

人 

192

人 

192

人 

192

人 

220

人 

1993

人 

登録児

数 

28人 28人 30人 31人 35人 36人 37人 40人 41人 40人 42人 42人 430人 
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〈２〉開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士1名 

 機能訓練担当2名（言語聴覚士2名） 

 その他指導員2名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

施設内会議名 頻度 会議内容 

施設内会議 月1回120

分 

・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（コンピテンシー、記録、ミッションの追求

などを設け、資料を使った研修を行う。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修も検討する。 

事故防止委員会 月1回 毎月のルーム内のヒヤリ、インシからの予防検討 

支援計画策定会議 適宜 ・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児 

 童発達支援管理者が必ず参加する。 

食育会議 月１回 子どもの食に関する取り組みを検討 

生き物会議 月１回 子どもと生き物に関する取り組みを検討 

外部ケース会議 月１回 とことこ保育園 東神奈川とのケース会議 

 

〈２〉出席した施設外会議（Web参加含む） 

施設外会議名 頻度 会議内容 

施設長会議 月1回 
各部門からの伝達、つむぎ間の情報共有、運営状況の見直

しなど 
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施設長勉強会 月1回 
テーマに即した計画的な研究の遂行 

どろんこ会内の施設同士での情報共有と連携の推進 

児発管会議 月1回 障害児支援の最新の理論、技術の研究と実践発表 

食育会議 年4回 子どもの食に関する会議 

保健会議 年4回 子ども怪我等に関する会議 

子育ての質を上げ

る会議 
月1回 保育の質を高める会議 

 

 

〈３〉係の設置状況 

 

係名 職務内容・役割 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 

計画的な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者  防災計画の立案、月2回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近

隣施設との連携の推進 

食品衛生責任者  飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食

品サンプルの管理 

畑係  屋上、玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案 

生き物係 めだかの飼育管理、動物や植物に触れる機会の検討立案 

体験学習係  毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 職務内容・役割 

体験学習 適宜、担当スタッフを配置し、充実した体験学習を企画 
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4. 支援・処遇 

乳児 0歳～2歳 ● 目、鼻、耳、口、手の五感を通して経験を積めるプログラムを意識し

ていく。 

● 発語・コミュニケーションの母体となる対人への意識を促せるよう

なプログラムを意識していく。 

● 日常生活動作に繋がる動作の獲得を目指す。 

● 子どもの様子に併せて友達関わる時間を用意していく。 

幼児 3歳～6歳 ● より複雑な遊びや体験の中で達成感や自己肯定感に繋げていく。

また、ちょっとの挑戦も評価し称賛することで、本人の自信と次の

挑戦へと繋げていく関わりを目指す。 

● 表現性を認め、答えのある課題のみではなく本人の創造性や感性

を表現する機会を準備する。 

● より複雑な手先の活動や運動を取り入れることで生活に必要な筋

力と運動能力を楽しみながら促せる機会を増やす。 

事業所内相

談支援 

随時 ● 日々の振り返りの中で保護者の様子を確認し、相談希望を待つの

ではなく、必要性に応じて積極的に提案していく。 

意見・要望

への対応 

随時 ● 頂いたご意見・ご要望に関しては早急にスタッフ間で共有し、対応

策について検討していく。 

 

 

〈１〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 午前中のグループ支援は昼食をともにし、全てのグループにおいて食を通

した支援を行う。 

実践予定内容 ・畑仕事 

・昼食介助と評価 

実践結果 畑仕事は積極的に取り組めたグループとそうでは無いグループの差が大き

かった。利用者の事情等で調整が難しかった為だったが、その代案として

水耕栽培から収穫、調理という食の循環を実施できた。昼食に関してもお

弁当の必要性について改めて検討するなど、年間を通じて「食育」の質に

関して振り返る機会となった一年だった。 

 

 

〈２〉保健に関する実施結果 

 

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） 
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児童への保健指導・取組等 手洗い・うがいや雑巾がけ等をとした清潔な環境への誘導 

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 

7月頃･･･ノロウィルス 

1月頃･･･インフルエンザ 

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 

 

AED使用できるスタッフ 

（AED設置施設のみ） 

本日現在6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。 

 

 

〈３〉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 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 

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月の施設内会議時  

⇒4月30日、10月31日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 
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〈４〉実施した環境整備の状況 

 

1 計画・ねらい 子ども、保護者共に居心地が良く、また来たくなる環境を提供する。 

実践結果 衛生環境、整理整頓の為の清掃等を取り入れ、常に安心して過ごせるルー

ム環境を作った。 

次年度方向性 ルーム環境の見直し。スタッフが大きく入れ替わる事を好機として改めて

現状の環境について話し合い、利用者目線で環境を改善していく。 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 実践結果 年間の防災訓練の計画に基づき、日常的に防災の関する意識を高め、引き

取り、消化、誘導がスムーズに行えるように訓練を実施した。 

2 実践結果 ハザードマップを室内・室外共に作成し、常日頃からケガ事故に対する意

識を高め、防止策が最善の対応と考え、入室前の室内点検は意識して取り

組んだ。また、怪我が起きた時の対応についてはスタッフ全員が周知し、

発生後のインシデントから次回に繋がる改善策を検討することができた。 

3 実践結果 不審者侵入訓練を実施し、不審者侵入の際の対応を確認した。また、光化

学スモッグ発令レベルの確認。予報、注意報、警報、重大緊急報について

スタッフが理解し活動の変更を適切に判断できるようにした。また、症状

の内容についても確認し、その後の対応策も確認した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

法人の理念、保育方針を通して「にんげん力」を育てるという子育ての実践現場について、経験を

通して学生に伝える事が出来た。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

4月～3日 東海大学大学院心理学専攻 4人 公認心理士実習 
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7. スタッフ研修 
 

 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

6日 

6名 

11日

6名 

8日 

6名 

6日 

5名 

10日 

6名 

7日 

6名 

5日 

6名 

9日 

6名 

7日 

5名 

4日 

6名 

8日 

6名 

8日 

6名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

8月12日 
どろんこ会 園長大学@保

育士大学 

子どもの心の育ちと保育者

の言葉がけ 
1名 無 

6月30日 
どろんこ会 園長大学@保

育士大学 
フロー体験と生きる力 

1名 
無 

 

 

〈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 

12日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

22日 

1名 

20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 

12日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

22日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

子育てスキル講

座研修（エリア

共通計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

スタッフが東口ルーム周辺の地理、社会的資源に興味関心を持ち、探索する中で子どもと一緒に交

流していける機会を作り出すことができた。特に東京牧場や石崎川公園の管理者との出会いや継続し

た交流により、地域清掃や看板作り、芋ほりなど子どもたちへの経験の場を広げることが出来た。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   石崎川公園にて 

商店街ツアー 月1回 主な行き先：平沼商店街 和菓子屋 焼き鳥屋 

世代間交流 未実施 

異年齢交流 グループ支援また、卒業生を招いた体験学習により実施した。 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

就学支援シートを主な連絡ツールとし、利用児童がスムーズに就学先に適応できるように情報提供

をし、連携をした。 

また、近隣小学校の地域に公開される取り組みについてはスタッフが積極的に参加する予定で問い

合わせたが一般車への公開は今年度難しいとの回答だった。それにより、自立支援協議会の教育現場

の実際等について情報共有をされる場所に出席した。 

近隣園へのあいさつ回りを実施し、顔を覚えて頂くところから少しずつ地域の認知度を上げていく

ことが出来た。 

 

 

〈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 

毎月 

第４火曜 

日野特別支援学校教

諭参加の研修会 
1名 

療育・教育・福祉連絡

会 

それぞれの現場の課題

と現状の共有 
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10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

お子さまの発達の様子、環境及び日常生活全般の状況に応じて適切な療育目標を設定し、支援内容

を検討し個別支援計画を作成した。また、6ヶ月に 1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ

て個別支援計画の変更をおこなった。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

就学支援シートを中心として、進級先への引継ぎをおこなった。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相

談・体験会 
平日 10：00～12：00 

青空保育 

月1～4回   公園名：石崎川公園にて 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 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約 

10名 

約120

名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年８月に「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：９時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：内部監査室 

 

 

〈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 
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アンケート配布日：８月２５日 

アンケート回収率：98％ 

 

支援の質やスタッフの接遇に関してもご満足いただいている内容が多かった。スタッフは

今回のご意見を活かしながら次年度のサービス品質の向上に努める事にしたい。 

 

 

 

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   

「報告すべきご意見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：発達支援つむぎ 横浜東口ルーム施設長 庄司宜史 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 府中ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
法人理念「にんげん力。育てます」のもと、子どもが自ら五感を使って感じ取り、考え、伝え合

い、表現できるような「子ども主体」を大切にして支援を行った一年であった。新型コロナウイルス

への対策も日常化し、その中で何ができるのか、安心安全に行うためにはどうしたら良いのかを大人

と子どもと一緒に考え、子どもからの提案に即座に対応することができた。 

支援内容では、戸外活動や食育活動、畑仕事を中心に行った。新規地域資源を7カ所開拓し、支援と

して展開することができた。毎月畑仕事と食育を連動して行い、労働と食の繋がりを意識した活動と

なった。また、保護者と地域とスタッフの真ん中に利用児を捉え、子どもの生活に溶け込めるように

意識して支援を行った。日常生活の延長線上につむぎがあり、支援があるということを子どもが感じ

られてきていると考える。今後は、就学を見据えた支援に注力するなかで、子どもの豊かな成長に繋

がる支援を日常的に行うものとする。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 「表現活動の発展」 

子どもが感じたありのままを表現できる力を育てる 

実践結果 概ね達成 

戸外では、自然物を材料として子どもの個々のイメージでテーマに即した

製作を行った。 

室内では、廃材ボックスからイメージに合ったものを選び取りテーマに即

した製作を行った。 

音楽活動は個別支援で多く行い、楽器の音色や操作を楽しむことが中心で

あった。リズム体操を戸外で行う予定であったが、数回実施したのみで日

常化になるまでは至らなかった。スタッフの力量不足が大きな要因と思わ

れる。 

窓ガラスアートは、利用児だけではなく面談に来られた子どもや、利用児

の兄弟姉妹が待ち時間に思う存分描画を楽しめるスペースであった。 

次年度方向性 引き続き、子どもが豊かな表現を行える場面を提供する。 

異年齢グループでは、造形、感覚、運動、相談、発表などの表現活動を通

して、集団活動で必要な「思考し判断する」体験ができるよう環境設定を

行う。 

リズム体操は、日課の一つとして日常に取り入れ、青空リズムと称した戸

外でのリズム体操を定着させる。 

2 計画・ねらい 「戸外活動の発展」 

利用できる地域資源や散歩コースの拡大に努め、活動の選択を広げる 
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実践結果 概ね達成 

新規地域資源を７カ所開拓し、支援へと展開した。市役所からの情報収集

は未達成だが、既存資源の発展や、スタッフが実際に戸外活動する中で見

つけた資源など、資源の発展に向けた取り組みが多くみられた。 

ルーム周辺マップは、取り組みに着手できず未達成だった。ハザードマッ

プを子ども用マップに修正し使用したことで、子どもの気軽な戸外活動の

選択に応えることができた。 

次年度方向性 スタッフは府中市について更に知見を広め、新旧の地域資源を精査し、豊

かな戸外活動へ展開できるように取り組む。 

子ども用戸外マップ作成に取り組む。 

3 計画・ねらい 「食育活動の発展」 

食の循環の理解、卸売りセンターの見学 

実践結果 ほぼ未達成 

毎月食育活動を畑仕事と連動して実施することができた。しかし、食育活

動とコンポストの連動には至らず、コンポストを日常に取り入れることが

できなかった。２月にコンポストの土を改良し、グループ支援内子どもと

一緒に取り組んだ。 

東京卸売りセンターの見学は３月のグループ支援で実施予定。 

次年度方向性 食育活動と堆肥づくりを関連付け食の循環についてより理解した上で、子

どもが自主的に畑の手入れを実施できる環境を整えていく。 

食育活動は戸外をメインとし、あらゆる環境で「生きる力」が育めるよう

にスタッフも全力で取り組む。 

４ 計画・ねらい 「子ども主体の活動の充実」 

子どもが自分でできることを考え、自分で判断し行動する力を育てる 

実践結果 概ね達成 

子どもが必要なもの（こと）は何かを考えて行動できるように意識して支

援に取り組んだ。 

次年度方向性 引き続き、子どもが「思考して判断する」力を育てるべく「見守る」意識

を持って支援に取り組む。 

食育活動においては、事前準備から子どもと一緒に取り組めるように設定

していく。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 「家庭でできる支援の提供」 

一緒に子育てをしているという共通認識、理解 保護者との信頼関係作り 

実践結果 概ね達成 

支援後のフィードバックでは、その日に実施した支援内容を自宅でも行え

るようにアレンジした方法を伝えるなど、「その日限り」で終わらず生活

の延長上でも取り組めるように伝えた。 

保護者より「実際に自宅でもやってみました」といった言葉も多く聞かれ

た。信頼関係が築けているこその言葉だと考える。 

次年度方向性 引き続き、一緒に子育てをしているという共通認識が持てるような関わり

をもつ。気軽に話ができる雰囲気づくりにも努める。 
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2 計画・ねらい 「事業所内相談支援加算の活用」 

保護者の不安軽減 支援の共通理解 

実践結果 達成 

年間で２８件の事業所内相談を実施、昨年度より大幅に増加した。保護者

への周知に努めたことや、スタッフと保護者との良好なコミュニケーショ

ンが要因と考える。 

次年度方向性 引き続き事業所内相談支援加算の増加を目指す。その為にスタッフのスキ

ルアップが必須と捉え、育成にむけた取り組みを行う。 

3 計画・ねらい 「地域との連携」 

園訪問、他事業所との連携の増加  支援の共通理解 

実践結果 概ね達成 

所属園訪問、所属園電話連携と合わせて16件実施、昨年度より増加した。

同一利用者の園訪問や電話連携の依頼だけでなく、園からの連携依頼も増

加した。保護者への周知努めたことが要因と考える。 

次年度方向性 引き続き保育園や幼稚園、他事業所などへの訪問や電話での連携を継続的

に行い、子どもに対して多角的な視野のもとで支援を行う。 

４ 計画・ねらい 「安心できるルームの提供」 

保護者の不安軽減 安心できる環境 

実践結果 ほぼ未達成 

５月に苦情１件あった。保護者に対する不遜な対応が要因であった。また

スタッフ間での情報未共有が要因で何度も保護者と連絡を取る事案が数件

あった。再発防止について話し合い丁寧な対応を徹底できるようスタッフ

で共有した。 

定期全体清掃は月２回実施できず、月1回が限度であった。支援準備物等

が事務所に置かれ美観とは言い難い環境が続いた。2か月に一度は全員で

整理整頓する時間を設け取り組んだ。 

スタッフが安定せず入れ替わりが多い一年であった。保護者や利用児から

は「寂しい」という声があり不安を感じている様子もみられた。 

次年度方向性 スタッフの丁寧な対応について見直しを行い徹底する。また、その日に不

必要な物は排除し、常にカフェや廊下、室内が整理整頓されている環境を

維持するように取り組む。 

５ 計画・ねらい 「地域の子育て支援事業ママチャリーズとの連携」 

情報の共有 利用者への還元 

実践結果 やや達成 

ママチャリーズのホームページを閲覧し、他施設主催の研修や勉強会など

の情報を得て保護者に発信した。しかし、日頃からコミュニケーションを

深めるには至らなかった。 

次年度方向性 保護者サロン実施に向けて、必要な情報をママチャリーズから得るために

訪問し連携依頼を行う。 

地域と繋がるパイプとして連携に努める。 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 「資源の拡大、活用」 

知名度の向上 

実践結果 概ね達成 

戸外活動で地域の店舗や公園を活用したことで、少しずつではあるが地域

の方への「つむぎ府中ルーム」の周知に繋がったと考える。 

SNS発信を行い、つむぎの活動を幅広い対象に向けて紹介できた。 

次年度方向性 引き続き、地域に密着した戸外活動を実施する。 

また、子どもがこの地域で成長していくことを見据えて、市内の相談支援

事業所や発達支援センター、子ども家庭支援センターなどの機関との連携

に取り組む。 

2 計画・ねらい 「カフェの活用」 

身近な地域の子育て支援事業としての周知 

実践結果 ほぼ未達成 

利用待機者にカフェの利用を積極的に周知したが利用はなかった。 

卒園児の保護者が頻繁に来訪されていたが年度途中より途絶えてしまっ

た。スタッフの入れ替えにて顔なじみのスタッフの不在も要因と考える。 

カフェに子育て支援情報や勉強会資料を設置したが、気軽に閲覧しやすい

環境設定には至らなかった。 

次年度方向性 身近な子育て支援事業所と感じられるように、環境を適宜見直し改善して

取り組む。 

3 計画・ねらい 「他ルームとの連携」 

地域の拡大 

実践結果 概ね達成 

7月、調布ルームと放課後デイサービス勉強会（保護者向け、スタッフ向

け）を実施した。 

11月、生田ルームと発達の見立てについての勉強会を実施した。 

11月、阿佐ヶ谷ルームと合同ケース検討会を実施した。 

次年度方向性 引き続き、オンラインというツールを利用して連携の対象を広げていく。

他ルームと勉強会やケース検討会を合同で行う。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 「スキル講座や社外研修の参加」 

スキルアップ意識の向上 

実践結果 ほぼ未達成 

外部研修参加5件、スキル講座参加11件参加であった。外部研修やスキル

講座の参加機会は多くあったが、業務や支援優先となってしまったことが

不参加に繋がった要因と考える。スタッフ一人ひとりのスキルアップ意識

は高くあるものの、学ぶ場を提供できる環境づくりには至らなかった。 

次年度方向性 スタッフ一人ひとりが、職場や自身の課題を真摯に見立て、学び続けられ

るように取り組む。 

園長大学®保育士大学を受講し、学んだ内容を施設内勉強会でスタッフに共
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有することで学びを深める。 

2 計画・ねらい 「現代の子育てを学ぶ」 

子育てについて学ぶ 子育て支援スキル向上 

実践結果 未達成 

スタッフが安定せず、子育てについての今昔の知識や現状について意見交

換会を実施するに至らなかった。しかし、日々の業務の中での立ち話程度

ではあるが、「10年前の子育て」「今の子育て」について雑談することは

できた。 

次年度方向性 未就学児を子育てしているスタッフを中心に保護者視線での「子育て」に

ついて意見交換をする機会を設ける。 

3 計画・ねらい 「自己実現」 

やりたいことの実現 支援者としての意識向上 

実践結果 ほぼ未達成 

MBOに「やってみたいこと」を目標として掲げたが、日々の業務と時間

配分が整わず取り組みとしては全体的に不十分であった。 

次年度方向性 スタッフは支援者としての自覚を持ち、「子どもと共に成長を楽しめるや

りたいこと」を活動計画に取り入れて取り組む。 

 

 

外遊びの充実 

1 計画・ねらい 「集団遊び」 

協同性や自立心を育む 

実践結果 達成 

近隣の公園にて、鬼ごっこ（逃走中ごっこ）を中心に行った。 

次年度方向性 継続する 

2 計画・ねらい 「伝承遊び」 

健康な心と身体を育む 

実践結果 概ね達成 

北島体験農園や近隣の公園で、竹ぽっくりや正月遊びを行った。 

次年度方向性 わらべ歌遊びも含め、近隣の公園などで実施する。 

3 計画・ねらい 「青空リズム」 

協同性、自立心、健康な心と身体を育む 

実践結果 未達成 

数回近隣の公園で青空リズムの実施したのみであった。 

次年度方向性 さくらさくらんぼ（リズム体操）の見直しを行い、定着に向けて取り組

む。 
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アプローチカリキュラムを学ぶ 

1 計画・ねらい 「アプローチカリキュラムを知る」 

アプローチカリキュラムの理解 

実践結果 概ね達成 

保育の質を上げる会議にて学んだスタッフより共有された。 

次年度方向性 就学を見据え、どのような力が目の前の子どもに必要なのかをスタッフも

学ぶ必要がある 

2 計画・ねらい 「小学校学習指導要領を知る」 

小学校学習指導要領の理解 就学後の姿を見据える 

実践結果 やや未達成 

小学一年生の学習内容を読み解き、就学前に何ができるようになれたら良

いかを学ぶ機会を設けたが、継続して学ぶには至らなかった。 

次年度方向性 小学校学習指導要領と保育所保育指針を読み込み、二つを照らし合わせな

がら、どのような力の習得が必要かを考え、取り組む必要がある。 

3 計画・ねらい 「学校公開の参加」 

就学後の姿を見据える 

実践結果 やや達成 

１月に府中第一小学校学校公開に参加した。今後も連携可能となった。 

ルーム内研修でスタッフに周知し支援に活かせるように学ぶ場を設けた。 

次年度方向性 校庭開放、学校公開に参加する。小学校の教員とも話し合える環境を設定

し、就学支援シートに記載すべき真に必要な事柄などを聞いていく。 

特別支援学級の見学も実施する。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

児童発達支援 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 

209

人 

197

人 

224

人 

211

人 

227

人 

210

人 

226

人 

224

人 

225

人 

194

人 

197

人 

220

人 

2564

人 

登録児

数 

59人 60人 61人 61人 62人 62人 63人 63人 63人 63人 65人 65人  

（解説）６月から児発管が中心となり振替を徹底的に案内し、稼働率向上にスタッフ全員で取り組む

ことができた。新型コロナウイルスやインフルエンザ罹患にてスタッフの長期休みや利用児の当日欠

席および事前キャンセルが増えた時期もあった。オンライン支援や振替を提案することで稼働率の安

定を目指した。今後は、稼働率についてスタッフ全員が周知し取り組む必要がある。 
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〈２〉開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士３名 

 機能訓練担当１名（作業療法士） 

 その他指導員１名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 週4回 

30分～45分 

・前日の支援（個別・チーム）の振り返り 

・ケース会議：適宜 

・個別支援計画書策定会議（チーム支援対象児）：適宜 

・会議、研修、勉強会の報告：適宜 

・ルーム内研修及び勉強会：適宜 

・必要なテーマの会議：適宜 

チームミーティング 週5回 

5分～10分 

・当日チーム支援の打ち合わせ 

 活動の目的、流れ、人員配置、配慮事項、見たい姿の確認 

個別支援計画書策定

会議 

（個別支援対象児） 

適宜 担当者と児童発達支援管理責任者で実施 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハットや事故報告書の共有、検証 

自ルームにおける事故防止についての検討 

スタッフ面談 適宜 MBO進捗状況確認 

 

 

〈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 
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施設長勉強会／法人本部 月1回 施設長 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4回 施設長 

保健会議／法人本部 年4回 

（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

施設長 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 ・毎日の消毒の点検 ・感染対策の検討と提案 

新型コロナウイルスの感染対策は、法人から出された対応を都度確

認しながら行った。スタッフの活動中のうがいや手洗い、またマス

ク交換の回数増加の徹底には至らなかった。新型コロナウイルスだ

けでない感染症対策に向けても、上記の徹底は必要と考える。 

安全対策係 ・ハザードマップの適宜見直し 

４月に更新を行い、マップ内に複数のルートを追記している。管理

者も直接出向いて見直しを行った。今後は、ヒヤリハットやインシ

デント発生時の振り返りで、どこで起こったかをハザードマップを

確認しながら都度見直しを実施する必要がある。 

・施設内の安全確認 

自身による危険を想定して適宜見直しを行った。見慣れてしまうこ

とによる見逃しを防ぐ為、係を決めて俯瞰的に点検することが必要

である。 

防火管理者 ・防災計画の立案および月2回の防災訓練の実施 

防災訓練の実施はスタッフ全員で実施計画を立て、振り返りや報告

を行った。防火管理者の交代もあり、直接消防署に出向いて、避難

の詳しい方法を教えてもらったり、消火器を借りて訓練したりと、

新たな訓練に取り組むことができた。また、全員で取り組むことに

よって、防災の視点が多様になり意識が高まったように思われる。 

食品衛生責任者 ・検食の保管および管理 ・食育実施における衛生の管理 

係の固定はなかったが、活動のリーダーが適宜上記の役割を担っ

た。運営マニュアルや品質マニュアルを参照にしながら実施し、ス

タッフ全員が衛生に関しての意識が高まっていると考える。 

畑係 ・畑管理者との連絡調整 ・畑仕事および食育活動の計画 

畑係を中心に、一年間の収穫予定を見通せたことで、畑仕事を滞り

なく行った。また、スケジュール調整しながら、スタッフ全員で畑

仕事から食育活動に繋けるように検討を重ねた。次年度の食育活動
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の土台にもなったと考える。 

生き物係 ・生き物に触れる機会の提供 

エビ、魚、ザリガニを畑の水路で捕まえてルームで飼育することに

なった。捕まえた児が中心となり支援のなかで水槽の清掃や餌やり

を行った。今まで中心となっていた児が卒園する為、生き物の世話

をどのように実施するか、子どもも一緒に考えて取り組む。 

広報係 ・SNSおよびブログ、創園の実践記録への発信 

・社用携帯およびパソコン内の画像動画管理 

SNSおよびブログは輪番制にて毎月発信することができた。実践

記録への発信は未実施であった。また、社用携帯などの画像動画管

理はほぼスタッフ個人任せになっていた。今後、画像動画管理に関

しては期日を決めて動向表に記入するなど、スタッフ全員で管理で

きるようにしていく。 

環境整備係 ・事業所内の環境整備、清掃計画 ・備品在庫管理 

MBOの目標に掲げたスタッフを中心に清掃・環境整備を実施し

た。定期全体清掃は月２回の計画だったが未達成であった。今後は

一人のスタッフを担当とするのではなく、輪番制として全員が把握

して取り組めるようにする。 

教材絵本管理係 ・教材や絵本の管理 ・修理、見直し 

スタッフの入れ替わりに伴い、引継ぎが完了されないままであっ

た。気づいたスタッフが適宜実施した。次年度、原則戸外支援に伴

い真に必要なものを精査したうえで管理していく必要がある。 

グループ支援係 ・グループ支援の活動内容の立案 ・施設内会議への議案提示 

翌月のグループ支援活動内容を年間活動計画に基づきながら立案し

た。社会情勢や、地域情報を鑑みながら検討を重ね、子どもにとっ

て必要な体験を提供できるよう取り組んだ。 

実績及び稼働管理係 ・実績および日報入力 ・稼働動向管理の実施 

実績および日報入力は輪番制、稼働動向管理は児発管が中心となり

行った。稼働動向確認に関しては、スタッフ全員で周知し確認でき

るようにする必要がある。 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

体験学習係 ５月、７月、８月、１０月に体験学習を実施した。スタッフの入

れ替わりがある中で、担当の引継ぎがスムースに実施できず、１

人のスタッフが中心となって立案、計画、実行、振り返りを行っ

た。今後は、スタッフ全員で体験学習に取り組み、立案から振り

返りまで担当できるようにする必要がある。 
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4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

親子グループ 

３名の異年齢による親子同室のグループであった。支援内容はグループ支援と

分けることなく実施した。親子でのスキンシップを中心とした支援は前半で終

了し、後半はグループ支援の内容を参加児の発達状況に合わせて実施すること

ができた。また、親子グループ参加者の保護者より、身辺自立についてのアン

ケートを実施し、その内容に応える勉強会を２回実施した。次年度、親子グル

ープは成立しなかったが、今年度の勉強会の内容をカフェに提示したり、保護

者サロンで低年齢の保護者を対象とした内容で企画したり、保護者が気軽に相

談できる環境を用意し取り組む。 

グループ支援 

全て異年齢として実施した。年長児が年少児を世話する姿や、リーダー的な姿

は異年齢支援ならではの姿であったと考える。実際に、今年度の年長児は今ま

でのリーダーを見て憧れており、やっと自分が担える喜びを感じながら日々の

支援に取り組んでいた。今後は、発達支援における異年齢の必要性をより探求

していくものとする。 

個別支援 

児の発達課題に応じた支援、また次のできることを強みに変えていく支援な

ど、多角的な視点のもと支援を行った。今後は、感情コントロールエラーや合

意形成エラーなどが経験できるよう、個別支援においても基本的には他児と一

緒に過ごす時間や場面を用意し取り組む。 

事業所内相談支援 4～3月まで 合計28名 が参加済み  （3月1日時点） 

家庭での関わり方や、就学に向けての相談が主であった。 

保護者面談 

発達相談 

事業所内相談加算を利用して保護者との面談を行った。家庭での困りごとに対

する保護者支援の必要性を知ると共に、今後は、ルームでの支援を家庭支援に

どう繋げていくか、検討を重ねることが必要である。 

関係機関との連携 4～3月まで 関係機関連携加算Ⅰが合計16名、関係機関連携加算Ⅱが合計21

名利用した（3月1日時点） 

園訪問に伴い、母体園との連携を追記した個別支援計画書を更新した。母体園

内での大人の関わり方の相談が多く、子どもを取り巻く大人の連携が今後も求

められていくと考える。 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 「収穫、調理」 

自然を感じる（センスオブワンダー） 
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実践結果 達成 

畑仕事と食育の連動はほぼ毎月実施できた。収穫した野菜を食する経験

は、日常生活で得られることは少なく、つむぎならではの体験である。畑

という戸外にて食育活動も実施でき、風や日差しを感じながら季節の野菜

を食す経験はセンスオブワンダーそのものであり、野菜嫌いの子どもが積

極的に野菜を食し、家庭でも野菜を食べるようになったという声を多く聞

くことができた。 

次年度方向性 食育活動が日常となり身近になってきているなか、収穫してすぐ調理して

食せる戸外での食育活動をより日常的に実施できるよう取り組む。 

2 計画・ねらい 「コンポスト」 

食の循環を感じる 

実践結果 未達成 

食育活動を毎月実施したにも関わらず、コンポストとの連携には未達成で

あった。畑担当スタッフを中心に昨年度コンポストの準備を実施したが、

そのスタッフの年度期中の退職に伴い、スタッフ側の都合で力が及ばなか

ったことが要因と考える。１月に改めてコンポストに取り組み始め、グル

ープ支援でコンポストづくりを取り入れた。カフェの一角にコンポスト置

き場をつくり、設置環境は整えた。 

次年度方向性 食育との連動だけでなく、出来上がった堆肥を畑の土として再利用する循

環を、子どもたちと一緒に体験する。なぜコンポストを作るのか、その意

味も含めて子どもたちに分かりやすく説明するところから実施する。 

3 計画・ねらい 「東京卸売りセンター見学」 

食についての関心を深める 

実践結果 未定 

３月の戸外活動として利用予定 

次年度方向性 卸売りセンターで新鮮な魚を買い物し、ルームで調理するという活動を実

施する。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 7月、９月、10月、1月に新型コロナウイルス、スタッフ各月１名ず

つ発症し、本部へ報告する 

発作・痙攣等の対応 対応なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に自ルームにてエピペン研修を６名が受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ７名のうち、５名が使用可能 
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その他保健に関する取組 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、換気、消毒、スタッフ

の手洗い及びうがい、マスク交換をスタッフ及び保護者の協力を得

て、徹底して感染対策を行った。 

 

 

〈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 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 個人衛生点検簿／適宜 食育活動の際に実施 

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月の施設内会議時  

⇒4月8日、10月8日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 「教材や玩具の配置の整備」 

危機管理 美観 子ども主体の活動 

実践結果 やや未達成 

児によって好みが異なる為、共通性のある真に必要な教材や玩具の吟味や

配置が難しかった。内部監査を期に美観に取り組んだが、継続難しくいま

だに整備が必要な状態である。 

次年度方向性 美観への取り組みが継続できる策をスタッフ全員で検討し、高い意識を持

って取り組む。原則戸外活動となる中で、不要な教材や玩具を精査し環境

の見直しを図る必要がある。 

2 計画・ねらい 「戸外活動マップの作成」 

子ども主体の活動 危機管理 

実践結果 やや未達成 

既存のハザードマップや、ルートマップを子ども用マップとして加筆修正

して使用した。しかし、当初計画していた子どもが主体的に戸外活動場所

を選択する「戸外活動マップ集」の作成には至らなかった。 
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次年度方向性 子どもが主体的に「今日はここに行きたい」と活動場所を選択できる環境

として「戸外活動マップ集」の作成は必須と捉え、取り組む。 

3 計画・ねらい 「清掃時間の確保」 

美観  危機管理 

実践結果 やや達成 

月２日の全体清掃時間の確保には至らなかったが、日々の清掃時に担当ス

タッフ中心に重点的に清掃する箇所を決めて実施した。 

次年度方向性 引き続き、整理整頓や清掃の担当スタッフを中心に計画的にスケジュール

を立てスタッフに周知して実施する。支援室や事務所だけでなく、倉庫や

玄関や階段下出入り口、自転車置き場の清掃にも努め、細部にわたって美

観を損なわないことを念頭において実施する。 

４ 計画・ねらい 「子どもを見守る関わり」 

子どもが自分で考えて行動する機会の保障 

実践結果 やや未達成 

子ども同士のトラブル回避のために、結果的に「見守る」ことより「守

る」対応となってしまうことが多かった。ケガ防止の為ではあるが、ヒヤ

リハットやインシデントの再発防止策として「スタッフの立ち位置」「す

ぐ手が出せる距離にて見守る」とあがり、その距離感に戸惑った末「見守

る」から「守る」となってしまったことが要因と考える。 

また、支援においてスタッフも環境の一部であるにも関わらず、声掛けや

補助の手が多くなってしまい、Trial＆ Errorを経験する機会を奪ってしま

ったと反省する。 

次年度方向性 子ども同士のトラブルやケガは Trial＆Errorの側面からは必要と捉え、必

要以上に回避せずに「見守る」に徹するように取り組む必要がある。子ど

もとの距離感や関わり方に対して、スタッフ間では常に振り返りを実施す

る。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

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 靴箱 支援室入口 毎日 異常なし 

2 椅子 北島体験農園 月1回 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 実践結果 防災 

・毎月、防災避難訓練を実施し、反省会を行った。子どもの安全な移動に

注力するとともに、子どもの不安が増幅しないような対応を心がけた。 

・保護者や子どもたちにも変化が現れ、防災避難訓練への協力、子どもた

ちの避難時間の短縮など、訓練の効果が得られている。 
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2 実践結果 ケガ防止 

・ヒヤリハットな出来事の検証を日々実施し、けがを未然に防ぐ意識を高

め、再発防止に努めた。 

・事故防止委員会の内容は自ルーム内のインシデントやヒヤリハットの事

案が主であった。今後は法人内またはつむぎ内での事故報告を、必要に応

じて施設内会議の議題にあげ、間接体験として捉えて話し合う必要があ

る。 

3 実践結果 防犯 

・年2回の不審者侵入訓練を実施した。 

・笛は常時所持した。 

・施設周辺の変化は、建物管理者であるオーナーに適宜伝えた。 

4 実践結果 光化学スモック 

・光化学スモックの発令なし 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

ボランティアの受け入れが1名あった。月曜グループに参加し、子どもと折り紙や工作遊びを通じた

関わりを実施したが、新型コロナウイルスの影響があり１か月で終了となってしまった。 

実習生の受け入れが1名あった。児童発達支援への興味関心の強い保育学生自らの申し入れであった。

地域の方であり SNS やブログを見て「ここで実習をしたい」と思われたと話されたことは、当方とし

てはとても嬉しく地域に根付いてきていると感じられる出来事であった。 

今後も地域に開かれる施設を目指す上でも、ボランティアの受け入れや実習生の受け入れは必須で

あるため、外部発信にも力をいれて取り組む。 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

10月11～14日 東京保育医療秘書専門学校 1人 保育実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

なし 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
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コンピテンシ

ー自己採点 

8日 

7名 

10日

6名 

20日 

7名 

29日 

8名 

30日 

8名 

26日 

7名 

14日 

6名 

29日 

6名 

23日 

6名 

30日 

6名 

24日 

6名 

17日 

6名 

施設内研修 25日 

5名 

27日

6名 

24日 

6名 

30日 

7名 

26日 

7名 

30日 

7名 

14日 

6名 

24日 

6名 

23日 

6名 

24日 

6名 

24日 

6名 

17日 

6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8日 
学び事業部 園長大学@保

育士大学 

チームビルディングス（フ

ァシリテーション）研修 
1名 有 

6月20日 
学び事業部 園長大学@保

育士大学 

「世界の保育」実践者から

学ぶ～ブラジル：カノア保

育園～ 

1名 有 

6月29日 
学び事業部 園長大学@保

育士大学 
天外伺郎さん講義撮影 1名 有 

９月２、７、

15日 
東京都 

令和４年度東京都障碍者虐

待防止・権利擁護研修 
1名 有 

11月９～10

日 

スマートキッズ株式会社

（静岡県委託） 

強度行動障害支援者陽性研

修（基礎研修） 
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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月16、24日に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈４〉スタッフ個人別育成計画 

スタッフがMBOに掲げた目標に対する進捗状況の確認を、四半期に一度面談にて実施した。できる
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限り、施設長と児発管の二人で対応し、複数人で確認できるよう設定した。 

 

 

 

8. 地域交流 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

 地域交流は北島体験農園での世代間交流が主であった。北島体験農園は他市であり、今後は市内で

身近な地域交流出来る場の確保が課題である。近隣保育園や幼稚園、子育てサークル等との連携を行

い、地域交流に繋げることを検討する。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育（青空リズム） 年に数回のみの実施となった。 

商店街ツアー ツアーという形には至らなかった。前段階である、各店舗との交流を支

援内容に組み込み実施した。今後、各店舗との交流を踏まえ、ツアーと

いう形で実施できるように取り組む。 

世代間交流 市のイベントは未参加。 

北島体験農園にて子どもの祖父母世代の方々との交流を行った。 

異年齢交流 卒園児や小学生と交流は、北島体験農園や、利用児の兄姉とのふれあい

のみであった。 

地域拠点活動 地域の作品展示等イベントは未参加。 

ママチャリーズとの情報共有のみ実施。 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

 医療機関との連携はスタッフも保護者にも周知できておらず、未実施だった。 

幼稚園や保育園など利用児の所属園への連携は昨年より増加した。保護者に連携の周知を行ったこ

とはもちろん、日頃の保護者とのコミュニケーションが豊かだったこと、そして継続的な連携依頼が

増加したことは連携の効果を保護者が感じてくださったことが要因と考える。今後は、「連携の効果

内容」について検証し、保護者への周知もより濃く行えるように取り組む。 

 小学校においては、就学支援シートだけでなく、校庭開放や学校公開に進んで参加し小学校側にも

つむぎを身近に感じてもらえるような計画を行う。 

〈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 

8月30日 府中市立府中若松小 5名 音楽室（和太鼓クラブ 体験学習、和太鼓体験 
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学校 

和太鼓クラブ 

教室） 

1月28日 府中市立府中第一小

学校  

1年、２年 

スタッフ

のみ 

各教室 学校公開 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

 個別支援計画書の作成や更新、園訪問による見直しなど、保護者への提示は遅滞なく行った。策

定会議では担当者と児発管の二者から児に関わったスタッフが参加するなど、ルーム全体で会議を行

い、多角的に子どもをみることが定着した。支援前に個別支援計画書を必ず確認し、どのスタッフが

支援に関わっても計画書に沿った支援を行うことができた。今後は、就学支援シートへの連動も鑑み

て、子どもの発達状況を幼児期に育ってほしい10の姿に照らし合わせるなど、広い視野で捉えて計画

書を作成することを検討する。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

小学校への引き継ぎは就学支援シートによるものが主であった。合計名の就学支援シートを作成し

た。今後は小学校との連携内容として「小学校が必要としている内容」を聞き取り、小学校側視線で

および電話などで進級引継ぎおよび引き継ぎ内容を視野に入れた作成に取り組む。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

実施項目 詳細 

子育て相談 上半期に3件あり 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年１０月日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施済み。 
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自己評価開始時刻：９時３０分 

自己評価終了時刻：１５時３０分 

自己評価実施者：田中誠 

 

 

〈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：９５％ 

 

 全体的に利用者から高い支持を得られた結果であった。特に支援内容において、子どもの興味関心

に寄り添った支援が行われていること、調理活動や戸外活動等いろいろな体験ができていること、そ

の中でも畑仕事については多くの支持の声をいただいた。その一方で、スタッフの入れ替わりによっ

て、就学など相談しづらくなってしまった等の意見があった。今後は、保護者の小さな声も必ず拾い

ながら、不足していることへの改善を実施し、利用者の満足度がより向上するようなルーム運営を目

指していく。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ 府中ルーム施設長 上田 朋子 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 桶川ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
つむぎ桶川ルームの支援はマンスリーに限らず、個別支援や集団で行う支援は積極的に戸外活動を

取り入れ、法人の理念である「にんげん力」を育てていくことを尊重し行ってきた。戸外での支援に

加え、畑仕事では土や水に触れる経験、作物を調理・加工、食する経験を通して「ホンモノ」にこだ

わることで子どもたちに「ホンモノの経験」をさせることに繋がり、遊び、仕事の中で協働性や主体

性を引き出すことに繋がっている。次年度はさらに戸外活動や畑仕事の充実化を図り、子ども一人ひ

とりの成長を尊重し、引き続き取り組んでいくことが望まれる。また、併設園としてスタッフの連

携・協働を強化しエンパワーメントを図ることで質の高い保育や支援を目指してきた。次年度、スタ

ッフの連携・協働をさらに強化し、事業所内に留まらず、地域に貢献できる事業所を目指していく。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 子どもが自分で選択のできる環境。 

実践結果 スタッフは子どもたちの様子から環境設定の意見交換を行ってきた。 

支援プログラムや活動場所が異なるため、子どもや集団の様子を観察しな

がら支援や活動の中で選択できる機会は作ってきた。しかし、子どもが好

きな場所、活動、ツールをいつでも選択できる環境構成においては安全面

を考慮し今後も検討していく。 

次年度方向性 スタッフは子ども一人ひとり発達や個性を把握し、子どもが楽しめる活動

や環境の構築を図っていく。子どもが「つかいたい。」「やってみた

い。」と思える活動やツールなどに関しては充実化を図り、子どもの活動

の選択肢を広げていく。保育園と協力し、併設園としてすべての部屋で子

どもたちが充実した生活・活動することのできる環境を目指し、スタッフ

は子どもに寄り添う。 

2 計画・ねらい 散歩・戸外活動の充実化。 

実践結果 戸外活動を第一に活動場所が同じ場合でも支援・活動内容が恒常化するこ

となく、様々な支援や活動を行うことができた。また、散歩や戸外活動を

通して、子どもの成長する姿や子ども同士の関わりに変化が生まれ、それ

らをスタッフは保護者に対し丁寧に伝えることができた。来年度も継続し

ていくとともに新たな活動場所の展開を目指す。 

次年度方向性 新たな活動場所の開拓。散歩や戸外活動を通して、子どもの成長に繋げて

いくとともに当法人の理念でもある「にんげん力」を育んでいく。 

3 計画・ねらい 畑仕事・原体験の経験。 
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実践結果 併設園として、年間で畑仕事に取り組むことができた。つむぎとしては個

別支援やグループ支援で畑仕事を支援に取り入れることは難しかったが体

験学習や調理活動などを通して行うことができた。マンスリー児に関して

は保育園児と一緒に畑に行き、種まき・育てる（水やりや草むしりな

ど）・収穫・調理や加工・食べるなど経験することができた。 

課題点として畑が遠方にあるため、畑仕事を毎日することができていな

い。そのため、園庭で行える畑仕事の充実化を図る。 

次年度方向性 全てのつむぎ利用児、保育園児が畑に携わることができる園庭での畑環境

の構築。遠方の畑での仕事を継続して行う。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者交流会や地域公開講座の開催。 

実践結果 3ヵ月に1回の頻度で開催することができた。子育て支援室ちきんえっぐの子育て

相談の一つにつむぎスタッフによる相談会を設けた。つむぎ保護者のみではなく、

保育園保護者を含めた保護者交流会を企画した。しかし、参加には至っていな

い。 

次年度方向性 月に1回を目標。ちきんえっぐの子育て相談は継続し、保育園や地域の方

を含めた交流会や講座の企画により参加を目指す。 

2 計画・ねらい 保護者とのラポール形成。 

実践結果 併設園として、両スタッフが様々な活動や業務を協働してきた。具体的に

つむぎスタッフが保育園児の受け入れる機会が増え、保育園保護者との関

係性が深まり、保育園保護者からも子育てや発達に関する相談を受ける機

会が増えている。つむぎでは主に支援後のフィードバックを通して、保護

者との信頼関係を築く。また、モニタリングや事業所内相談などを通して

信頼関係を築いていくことを目指してきた。 

次年度方向性 支援後のフィードバックに関わらず、いつでも話すことのできる雰囲気作

りを図っていく。モニタリングや事業所内相談を積極的に行い、保護者に

寄り添った対応をしていく。併設園としては、今後も継続した対応を行

う。 

3 計画・ねらい 事業所内相談の充実化。 

実践結果 事業所内相談を利用する保護者が限られてしまう傾向にあった。主に児童

発達支援管理責任者や施設長が対応し、相談内容は子どもに対する関わり

方や就園・就学についての内容が多くあった。 

次年度方向性 積極的に事業所内相談を勧めていく。主に児童発達支援管理責任者や施設

長が担当として行ってきたため、他のスタッフも担当できるよう意識を向

けておく。 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の関係機関との連携。 

 

実践結果 作物の地域販売。子どもたちが畑で収穫した作物を保護者や地域の方に販

売を行ったことで地域の方と繋がり、併設園で行っている畑仕事について

多くの方に知っていただく機会となった。夏には併設園としてどろんこ祭

りを開催し、多くの参加者が訪れ多くの方につむぎ桶川ルーム・メリーポ

ピンズ桶川ルームを知っていただく機会となった。12月より、子育て支援

室ちきんえっぐの子育て相談の一つにつむぎスタッフによる相談会を設け

た。 

学校や福祉施設との連携に関してはつむぎの弱みでもあるため、次年度に

改善を図っていく。 

次年度方向性 作物の地域販売の継続。ちきんえっぐでの相談会は継続。 

小学校、特別支援学校等の教育機関との連携は見学等を通して、関係性を

築き上げていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい スタッフ一人ひとりの基本的保育・療育スキルの向上を図る。 

実践結果 月1回の園会議を行い、会議内容にスタッフから議題を上げることが増

え、マニュアル等による読み合わせ、子どもへの関わり方や保護者対応の

理解を深め、様々な状況を見越した研修を行ってきた。 

スタッフは社内の勉強会や外部の研修に参加し、会議等を通して共有を行

い実践に繋げていくことができた。しかし、共有する時間が限られている

ため、保育園スタッフとの連携を図り、併設園として支援の質、保育の質

を高めていくことが必要である。 

次年度方向性 マニュアルの読み合わせや研修は継続して行い、定期的に振り返る機会を

設けていく。スタッフが参加した勉強会や研修内容を共有する時間は会議

等に含め行っていく。業務に関して、施設長からスタッフで止まるのでは

なく、スタッフから他スタッフへと派生できるスキルを身に着け、施設長

が不在でも円滑に運営ができる施設を目指す。 

2 計画・ねらい 子どもの主体性を引き出す。 

実践結果 子どもの様子を日々の支援記録やポートフォリオの作成、策定会議やブロ

グの発信などにおいて子どもの成長に共通認識を持ち、子どもの一人ひと

りの個性を尊重し支援を行ってきた。 

次年度方向性 戸外での支援が多くなるため、戸外で行うことのできる支援や子どもの主

体性の引き出し方を学び、展開していくことが望まれる。 
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自分を表現できる活動と環境構成 

1 計画・ねらい 子どもの「やってみたい。」がすぐにできる環境と活動の提供。 

実践結果 つむぎのスタッフに限らず、保育のスタッフも加わり併設園として子ども

の成長や様子に合わせた活動・環境構成を図ってきたが、準備不足な面も

見られた。 

次年度方向性 子どもの「やってみたい」と思うことができるための遊びの種類、活動範

囲の拡大や環境構成の質などさらなる発展が期待される。子どもへの言葉

かけ、促し方、関わり方を丁寧に行っていくことを目指す。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

185

人 

191

人 

214

人 

210

人 

231

人 

215

人 

230

人 

226

人 

229

人 

226

人 

215

人 

260

人 

2632

人 

登録児

数 

35 

人 

33 

人 

36 

人 

39 

人 

43 

人 

45 

人 

45 

人 

46 

人 

48 

人 

49 

人 

52 

人 

52 

人 

523 

人 

 

相談支援事業 実施状況                     

  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 

新規 2人 2人 0人 0人 0人 2人 0人 1人 2人 0人 1人 0人 10人 

継続 0人 0人 1人 0人 2人 1人 1人 1人 2人 1人 1人 0人 10人 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

児童発達支援管理責任者1名 
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保育士2名 

機能訓練担当スタッフ4名（言語聴覚士1名、作業療法士1名、公認心理師2名） 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・保育や支援に関する勉強会 

・内部、外部研修内容の共有 

給食運営会議 月1回 

・食育計画実施内容の確認 

・喫食状況の確認 

・アレルギー児童への対応 

事故防止委員会 月1回 

・ヒヤリハット、インシデントの分析 

・自園及び系列園で起きた事故のケーススタディと改善策の

検討 

・ハザードマップの見直し 

支援計画策定会議 適宜 
・対象児童の策定会議の実施 

・支援の方法、目標設定 

ケース会議 

（保育園主催） 

月1回 ・対象児童の様子の共有、支援の方向性の検討 

・個別計画の振り返りと、次月の課題抽出 

週会議 

（保育園主催） 

週1回 ・週案について各クラス振り返り 

・検討事項についての共有、対策 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年3回 施設長 

食育会議／法人本部 年4回 施設長 
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（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 看護師スタッフが主となり。健康面や衛生面に関する情報の共有。

日々のうがいや手洗いを子どもやスタッフに対して清潔にすること

の習慣を図った。 

安全対策係 ・ルーム内、戸外活動先の危険箇所の抽出、ハザードマップの見直

し定期的に変更を行ってきた。 

防火管理者（保育園施設長） ・避難訓練の実施。消火訓練の実施。 

・ポスター掲示をし、近隣の方へ周知。 

畑係 ・栽培計画、準備 

・会議の定期的実施 

生き物係 ・生き物や植物の世話・管理 

・生き物や植物に触れる機会の計画 

体験学習係 月別に担当スタッフを振り分け実施。企画書の作成と準備。 

企画内容の進行、振り返りを行った。 

 

 

〈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 

（保育園合同） 

7月開催。つむぎ・保育園スタッフが協力し、地域に向けてのポス

ターによる周知、実施内容の立案、準備等を行った。祭り当日は

多くの参加者が訪れている。祭り開催以降、アセスメント依頼や

園見学の問い合わせが増えた。 

運動会係 

（保育園合同） 

10月実施。園庭ではなく、近隣の広場を借りて行った。マンスリ

ー児も運動会に参加し、多くのプログラムに取り組んだ。 

生活発表会係 

（保育園合同） 

2月実施。つむぎマンスリー児のプログラム参加。ビジター利用児

の作品展などを開催。 
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4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 

・つむぎスタッフ、保育スタッフの連携により子どもたちへの関わりが増え、

戸外での遊びや活動が広がり、子どもの興味関心の幅も広がった。 

・子どもの様子からスタッフに対する信頼関係の高まり、安心感が見られ、子

どもの主体性や選択性が高まった。 

・子ども同士の関わりが積極的に行われ、子ども間のコミュニケーションが活

発に見られた。 

空間共有型支援 

・昨年度よりも戸外での活動を増やし、散歩での場面では子ども同士で手を繋

ぐ場面など、子ども間の信頼関係が構築していく様子が見られた。 

・戸外の様子を保護者に室内との違いを交えて伝え、戸外活動の良さを伝える

ことができた。 

グループ活動 

（５歳児） 

・子どもたちの関わりや対話を尊重し、活動に取り組むことができた。 

・保育園の年長児と一緒に活動する場面や戸外活動が増え、興味関心の幅が広

がり子ども同士の関わりが積極的に行われた。 

個別支援 

・子どもの「やってみたい。」を尊重し、用意された活動だけではなく、子ど

もの意見や思いを積極的に受け入れ支援を行うことができた。支援時間の制約

の中でも室内だけではなく、散歩や園庭、戸外での支援を心掛けた。 

事業所内相談支援 
4～3月まで 合計10名 が参加済み  （3月1日時点） 

・ 

保護者面談 

発達相談 

・保護者交流会の実施 計４回実施済み 

・スタッフから制度をすすめ、依頼があった際には、保護者のご都合をお伺い

し、希望の日時に実施できるよう調整に努めた。 

関係機関との連携 
・なし 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

 

1 計画・ねらい 意欲的に食べる子どもが増えるよう、食への関心を広げる。 

実践結果 自分たちの畑で野菜を育て、収穫し、食べる経験をしたことで、食への興

味を広げることができた。またそれを保護者や地域の方に販売を行った。 
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次年度方向性 収穫した野菜をどのようにするかまで、一連の流れを子どもたち自身が考

えて行うことができる環境設定をしていく。 

2 計画・ねらい 保育士、栄養士、全てのスタッフが口腔発達を理解し、食事提供を行う。 

実践結果 勉強会で口腔発達について学ぶ機会を作った。 

次年度方向性 理論上での発達の理解から、実際に子どもの姿を見ながら食事提供が行え

るようにする。 

3 計画・ねらい 自然の恵み、命の大切さに気付く。 

実践結果 海藻について知ったり、しらすのパックから海の小さな生物を発見した

り、魚の解体などを通して自然の恵みや、命について考える機会を持っ

た。 

次年度方向性 『いただきます』の意味を考え、命をいただいていることに感謝できる活

動を行っていく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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 

※マンスリー児童含む 

①   8月４日に幼児室にて熱中症についての指導を実施 

②   12月6日にあずき保育室にて性教育を実施 

③   1月10日に幼児室にて手洗い指導を実施 

流行した感染症 特になし 

発作・痙攣等の対応 対象なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・本日時点で、在籍スタッフ8名のうち、8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） 

設置なし 

 

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 
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〈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⇒実施していない日 ０日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 ０日 

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⇒実施していない日 ０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14日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

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 整理整頓を意識した「必要なもの以外置かない」施設づくり。 

実践結果 事務所から、整理整頓の徹底をし、いつでも気持ちの良い空間が保てるよ

うに行ってきたが破損したものや大型の粗大ごみの処理に時間を要してし

まった。 

次年度方向性 支援室や園庭の環境整備を含め、支援室の棚の上、棚の中などの整理を徹

底し、美観を保てるようにしていく。引き続き事務所や倉庫内も行ってい

く。 

2 計画・ねらい 子どもの主体性を引き出す、自分で選び、挑戦ができる環境づくり。 

実践結果 日々の対話や会議を通して、子どもが何に興味があるのか持っているの

か、どんな環境設定を行ったらよいかを話し合うことができた。 

次年度方向性 戸外を重視していくことで子どもへの動機づけ、戸外で使うことのできる

道具の準備を図る。 
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3 計画・ねらい 「ホンモノに触れる、経験のできる機会の提供。 

実践結果 園庭には木材や竹を置き、人工芝の園庭ながらも自然に触れる機会を作っ

た。 

戸外活動を支援に多く取り組み、散歩を通して戸外で遊ぶことを重視して

行うことができた。 

音楽会を保育園と開催しビオラ、クラリネット、ホルンなど、本物の楽器

の音を聴き、触れる機会を持ち、音楽の楽しさを感じた。 

次年度方向性 引き続き、様々な本物に触れる機会を多く作り、感性を豊かにしていく。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

 

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 棚① 事務室前 毎月 撤去 

2 棚② 支援室（収納内） 毎月 異常なし 

補強済み 

3 配線 BOX 事務室 毎月 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 実践結果 ルームにおける事故に関する安全管理危機管理マニュアルを設置し、全て

のスタッフは各自内容を読み込み理解して、マニュアルに基づいた運営管

理を行った。 

2 実践結果 事故発生時における危機管理マニュアルを設置し、全てのスタッフは各自

内容を読み込み理解して、マニュアルに基づいた運営管理を行った。 

3 実践結果 スタッフ「は応急処置に関する基本的な知識を持ち、事故発生時には適切

な連携を取った。 

全スタッフが万が一の事故発生時、被害者に対し誠実に対応する心構えを

持った。外部的要因による事故に関する安全管理・スタッフの共通理解と

施設内の体制の確保を行った。 

施設外の活動における安全確認や不審者等の情報がある場合の連携体制の

確認を行った。 

4 実践結果 防火管理者（保育園施設長）を選任し、所轄の消防署へ遅滞なく届出た。

消防法に定められた必要事項を満たした消防計画を作成し、消防計画の内

容を周知、実施した。 

避難、消火、通報訓練は、法令、通達で定められた回数実施した。 

避難器具や消火器を適正な場所に設置し消防設備等の自主点検を行った。 
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5 実践結果 夏場は、環境省と県から発令される熱中症警戒アラートに従い、戸外活動

の制限や、日陰で過ごせるよう配慮した。 

6 実践結果 光化学スモッグでは、桶川市からの情報を素早くスタッフに周知し、園外

にいる場合は素早く日陰に入り園に戻るなどの対応を取り、子どもたちの

健康状態に留意した。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度、受け入れなし。 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

 

 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 

8名 

13日

8名 

10日 

8名 

8日 

8名 

19日 

8名 

9日 

8名 

7日 

8名 

11日 

8名 

9日 

8名 

6日 

8名 

22日 

8名 

5日 

8名 

保育・支援実

践研修 

8日 

8名 

13日

8名 

10日 

8名 

8日 

8名 

19日 

8名 

9日 

8名 

7日 

8名 

11日 

8名 

9日 

8名 

6日 

8名 

25日 

8名 

5日 

6名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

10月15日・

20日 
株式会社金登屋 

令和４年度サービス責任

者・児童発達支援管理責任

者更新研修 

１名 

無 

 

 

〈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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

16日 

1名 
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施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

17日 

1名 

16日 

1名 

全社員研修 11月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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 

地域との交流の中で子どもたちが育つために、地域の方々の理解を得て、子どもの社会体験の場を

広げていこうと、農作物の販売を地域向けに販売などを行った。子育て相談の機会として保育園の子

育て支援センターちきんえっぐのスケジュールに専門士による相談日を設けた。ルームの存在を地域

に広く知っていただく為、保育園と合同開催のどろんこ祭りでは、市内中にポスター掲示を行い、案

内を出したことでたくさんの集客があった。ちきんえっぐの利用者やつむぎの問い合わせ増加が見ら

れた。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育（保育園合同） 月1回   公園名：駅西口公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先： JA若宮、若宮交番、コージーコーナー、マクドナ

ルド、杵屋、フローラルいけだ、等 

世代間交流 9月21日に幼児室にて敬老会を実施 

異年齢交流 12月27日に園内にて小学生とあそぼう会を実施 

その他活動 9月27日に幼児室にて音楽鑑賞＆体験を実施 

 11月25日にクリーン作戦を実施 

 １月5日に卒園児保護者をお呼びして英語であそぼうを実施 

 １月28日につむぎ卒所児と一緒に畑仕事（体験学習実施） 

 ２月20日に応募形式で性教育実施 
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9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

 新型コロナウイルス感染拡大の為、予定していた学校訪問やスタッフ交流を行うことが難しく場所

も限られてしまった。就学児に関しては、桶川市の幼保小連絡協議会につむぎスタッフも参加し、就

学支援シートを含め情報共有を行った。次年度は、スタッフの学校訪問や、一年生を見て逆算した保

育を計画して行っていけるよう、学校との連携を密にしていきたい。 

 

〈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 

5月31日 埼玉県立川島ひばり

ヶ丘特別支援学校 
1名 

事業所説明 

学校説明 

学校見学・情報共有 

１０月１３日 初雁幼稚園 1 情報共有 担当者会議 

１１月３０日 いしと幼稚園 1 情報共有 担当者会議 

3月１４日 しろがね幼稚園 1 情報共有 担当者会議 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

児童発達支援管理責任者が主体となり、保護者に対してモニタリングを行い、対象児の支援に携わ

っているスタッフを含めて、策定会議を定期的に行うことができた。 

計画書の期間にかかわらず、子どもの発達や支援の様子を必要に応じて適切な支援や目標の再設定

を行い、適切な個別支援計画を作成することができた。 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

 小学校と直接的な連携は難しく、就学支援シート等の文書で引継ぎを行った。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 ※保育園に準ずる 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計0件 ※保育園に準ずる 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 にて実施 ※保育園に準ずる 

ちきんえっ

ぐだより 
毎月1日発行 ※保育園に準ずる 
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12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年３月７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：１３時００分 

自己評価終了時刻：１４時００分 

自己評価実施者：森田 隆之介、吉見 奈緒子 

 

 

〈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：87％ 

 

 アンケートの回収率を高めるために積極的に対応を行った。利用者さまの意見や思いに対し、丁寧に対

応することができたので、引き続き丁寧に対応していくことが望まれる。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ 桶川ルーム施設長 森田 隆之介 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 北千住ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
今年度、併設する北千住どろんこ保育園と共に、「インクルーシブ保育の実践に向けた思考の更

新」の目標のもと、保育園と生活を共にするマンスリー支援や、ビジターのグループ支援でもよりイ

ンクルーシブ保育を目指し、支援を取り組んできた。日々の支援の振り返りを併設園全体で考え、活

動の立案、実施を協力しながら行うことができた。 

「自立（律）したスタッフ集団の育成」においては、スタッフ同士で支援について話し合う時間

や、PDCAサイクルを利用し、支援の質を向上できるように環境を整えた。各スタッフが配置や役割

を相談し、支援の質を保ちつつ、効率的な業務を行えるようになり、互いに配慮しながら業務を遂行

することができた。 

「社会資源の活用、幅広い支援の提案、療育の在り方および考え方に対する思考の更新」では、従

来の支援の考え方から、より戸外を活用した支援や、コロナ禍で連携が難しかった小学校や近隣施設

との連携を図れるようにしていった。上期ではコロナの影響が続いていたが、下期は北千住どろんこ

保育園と共に、異年齢交流や小学校との連携を実施することができた。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 自己表現を育むことで表現力が豊かになる 

実践結果 遊びや活動の中で、興味の幅を広げることや疑問を持てるように支援を展

開した。自己表現を様々な形で相手に伝える場面が多く見られた。 

次年度方向性 継続して自己表現を育み、インクルーシブな環境の中で、表現の多様性を

認め合える支援を展開していく。 

2 計画・ねらい 共同活動により相手を思いやる心を育む 

実践結果 遊びや活動の中で、互いに協力して何かを作り上げることや達成できるよ

う展開した。人と一緒に過ごすことでの安心感や、遊ぶことでの楽しさを

伝えらえる支援を実施し、他者との共同する力を育むことができた。 

次年度方向性 インクルーシブな環境を活用し、混ざりながら他者と協働する力を育んで

いく。 

3 計画・ねらい 折れない気持ちや、やり抜く力を育むことで非認知能力を育む 

実践結果 遊びや活動の中で、非認知能力を育む支援を展開し、失敗しても再度実施

してみようと思える気持ちを育んでいった。また、子どもの気持ち受け止

め、どうすればよいのか一緒に考え、自ら解決できるよう支援を行い、折

れない気持ちを育むことに繋げた。 

次年度方向性 他者との協働活動や、話し合い、気持ちを伝え合う機会を作り、合意形成

エラーや成功体験を積み上げる支援を展開する 
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事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 実生活に基づいた支援の強化 

実践結果 支援の裏で、実施している支援のねらいを保護者に共有し、実生活に般化

できるように支援を行った。日頃からスタッフがコミュニケーションを多

く図り、日常の出来事や些細な悩みを話しやすい関係の構築を行うことが

でき、保護者の気持ちに寄り添うことができた。 

次年度方向性 保護者がスタッフや他の保護者と気軽に話せる環境を設定し、より深い関

係性を構築していく。子育ての困りごとなどを伺い、家庭での子どもとの

関わり方について一緒に考えいく。 

2 計画・ねらい 保護者同士の繋がり（ピア・カウンセリングの活用） 

実践結果 グループ支援の裏で保護者同士が話しやすいカフェ環境や、必要に応じて

スタッフが仲介をし、関係性構築に努めた。保護者によっては兄弟児の対

応で、ゆっくり他の保護者と話をする時間を設けにくい状況があった。 

次年度方向性 保護者同士が話しやすい環境を継続して構築し、必要に応じて仲介しなが

ら安心して過ごせるルームづくりを行っていく。また保護者が安心して過

ごせるようカフェの美観を保っていく 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 事業所やカフェの存在を周知し、子育て相談の実施、地域に開かれた事業

所へ 

実践結果 法人ホームページでのブログ発信を毎月行った。園庭開放でのカフェ利用

を誘い、開かれた事業所として、利用する方々に情報提供を行った。園見

学の際に、つむぎのことを知ってもらい、利用につながる方が数件あっ

た。 

次年度方向性 併設園として、保育園の保護者や近隣住人にも気軽に使用してもらえるよ

うに、引き続き、情報の発信や子育て相談に臨機応変に対応していく。 

2 計画・ねらい 事業所の存在や事業方針を足立区及び近隣地域に発信。地域に開かれた事

業所へ 

実践結果 足立区障がい福祉課や足立区内の他事業所への訪問を行い、つむぎの事業

について紹介を行った。相談支援事業所とも連絡を取り合い、利用希望の

方に情報を提供することができた。 

次年度方向性 継続して周辺地域と連携を図り、地域からも認められるインクルーシブ保

育を実践する事業所になるように情報発信を行う。 

3 計画・ねらい 園庭開放・ちきんえっぐの解放・グループルームの開放実施、地域に開か

れた事業所へ 

実践結果 園庭開放の利用者や園見学から、事業所への相談に繋がることが数件あっ

た。 

次年度方向性 今後も継続して地域に開かれた事業所として、相談に適時対応できるよう

にしていく。 

4 計画・ねらい つむぎでの活動をアウトプット、地域に開かれた事業所へ 
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実践結果 法人ホームページにてブログを毎月更新していった。事業所での問い合わ

せに関しても、ホームページを見て問い合わせをくださった方がいた。 

次年度方向性 継続して法人ホームページでのブログ掲載や、どろんこ祭りや行事などで

地域につむぎの活動を発信し、開かれた事業所運営を行っていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 療育の在り方および考え方に対する思考の更新をし続けることで、更なる

インクルーシブ保育の発展へと繋げる 

実践結果 園会議や日々の振り返りの中で、インクルーシブ保育での質について意見

を重ねてきた。またインクルーシブ保育について内閣府からの事務連絡な

どを受け、より混ざる子育てについて意見を交わした 

次年度方向性 インクルーシブ保育のモデル園になるために、混ざる子育てを目標に日々

の支援を振り返っていく。 

2 計画・ねらい 併設園としての取り組みをアウトプットし、地域に併設園の持つ機能と役

割、魅力をより周知させる 

実践結果 法人ホームページでのブログ発信を行い、インクルーシブ保育での日々の

取り組みや子どもの成長をアウトプットすることができた。 

次年度方向性 継続して併設園での取り組みをアウトプットし、インクルーシブ保育の取

り組みを外部に発信していく。 

3 計画・ねらい 自立（律）したスタッフ集団の育成 

実践結果 それぞれが日々の業務について PDCAサイクルを用いりながら、可視化で

きるツールを使い、能率的に行う意識が育った。支援の中でもお互いの業

務を考慮しながら、状況に合わせて連携し、支援の質を保ちつつ業務を行

うことができた。 

次年度方向性 PDCAサイクルや可視化できるツールを継続して使用しつつ、よりわかり

やすい施策、ツールを検討しながら、効率的に業務を遂行していく。 

 

 

法人理念、エビデンスの追求 

1 計画・ねらい 保育所保育指針を読み解き、私たちが育てる6つの力への理解を深め、

日々の保育に般化させる 

実践結果 園会議を通して、保育所保育指針の10の姿を項目毎に扱い、学びを深め

た。 

次年度方向性 保育所保育指針を読み解き続け、日々の支援の中に般化させることを継続

して行う。 

2 計画・ねらい アクティブラーニングを通して能動的に学ぶ姿勢を子どももスタッフも養

う（対話を通して協調的に学び合う） 

実践結果 日々の支援に対して、スタッフ間で振り返りを行うことができていた。一

方で学び合ったものをスタッフ間で会議体を通してアウトプットしていく

回数が少なかった。 
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次年度方向性 園内研修を実施し、それぞれが学んだ専門知識や保育、支援の視点をアウ

トプットしていく。スタッフ間で支援の視点を共有し、同じ視点で子ども

を見て、支援の質を高めていく。 

3 計画・ねらい 子どもの姿の記録を取りため、エビデンスに繋げる 

実践結果 自園の強みであるマンスリー保育のエビデンスの実証とアウトプットを法

人内部向けに行った。 

次年度方向性 インクルーシブ保育のモデル園になるべく、まずは園内研修や実証記録な

ど用いて、エビデンスを積み上げていく 

 

 

大人のにんげん力向上 

1 計画・ねらい コンピテンシー、人権チェックの活用・追求、自らを省みる 

実践結果 ・毎月のコンピテンシー、年２回の人権チェックの実施を行い、自己と向

き合う時間を設定した。 

次年度方向性 コンピテンシー、人権チェックを継続して行う。スタッフ一人ひとりが最

上の接遇について意識し、安心できる事業所づくりを行う 

2 計画・ねらい 共感力を育む 

実践結果 園会議での話し合いや、日々の振り返りを通して、スタッフ間で共感する

力を育むことができた。状況によってはそれぞれの意見がぶつかることも

あり、より共感する力、相手を思う力を育てる必要がある。 

次年度方向性 相手の立場に立って物事を考えられるスタッフ集団の育成を継続して行っ

ていく。 

 

 

社会資源の活用、幅広い支援の提案、思考の更新 

1 計画・ねらい 従来の支援に捉われず、より生活に根付いた支援を行う 

実践結果 子どもの生活する生活環境での社会資源を知り、必要に応じて支援の中に

組み込んでいった。母体園である、幼稚園や保育園との連携を図り、園訪

問を実施した。 

次年度方向性 幼稚園や保育園、他事業所との連携を図ることや、地域資源を活用し、よ

り生活に根付いた支援を考えていく。 

2 計画・ねらい 従来の支援に捉われない思考の更新 

実践結果 アプローチカリキュラムについて、スタッフ間で共有を行ったが、コロナ

禍の為、学校見学など情報を集めることが難しく、小学校を意識した支援

としては不十分な状況があった。 

次年度方向性 アプローチカリキュラムや小学校の学習についてより深く学び、学校と連

携して支援を展開していく。 
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2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

167

人 

173

人 

213

人 

207

人 

208

人 

200

人 

216

人 

215

人 

217

人 

229

人 

202

人 

220

人 

2467

人 

登録児

数 

39人 42人 40人 41人 40人 40人 40人 43人 44人 46人 50人 55人 520人 

（解説）4月5月と併設する北千住どろんこ保育園が新型コロナウイルスによる休園により、マンスリ

ー支援が提供できなかった日が多くあった。また新型コロナウイルスの感染による欠席も多く見られ

た。2月にはインフルエンザ A型が流行し、マンスリー支援、グループ支援共に欠席が多かった。それ

以外の月に関しては、継続して支援を提供できており、欠席に対して振替などを提案し、契約日数に

則した支援をできる限り提供した。 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

 保育士3名 

 機能訓練担当１名（作業療法士１名） 

 その他指導員１名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・研究テーマ（造形、音楽、自然、食などを設け、資料を使

った研修の実施 

給食運営会議 月1回 ・食育計画策定、食育活動の実施報告 
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・日々の給食の喫食状況の確認、配膳方法の検討を実施 

事故防止委員会 月1回 
事故報告書の分析、再発防止、ヒヤリハット、インシデント

の報告 

支援計画策定会議 適宜 

・支援計画作成に伴い、開催時期を調整し実施 

・個別支援、グループ支援それぞれの担当者と児童発達管理

責任者が必ず参加できる時間帯に実施 

要支援児会議 月１回 

個別支援計画を基に、園の保育者と共に子どもの姿を振り返

り共有。その中で、子どもにとってよりよい関わり方につい

て、見直し検討 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 新型コロナウイルス感染拡大防止に努めるだけでなく、清掃状況の

見える化を行い、安心して来所して頂ける環境を設定 

安全対策係 併設される北千住どろんこ保育園と協働し、事故防止に園内外に於

けるリスク管理に努めることで重大インシデント防止に努めた。 

防火管理者 併設される北千住どろんこ保育園と協働で消防計画を作成、毎月の

避難訓練及び不審者侵入訓練を実施した。 
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食品衛生管理係 マンスリー利用児に於ける給食提供について、食事形態や食具など

について連携した。 

畑係 玄関のプランターの整備、計画的な活動の立案、食育へと繋げる活

動を行った。 

生き物係 ヤギや鶏、亀、金魚、めだかの飼育管理、ビオトープ作成の指揮、

動物や植物に触れる機会の検討立案を行った。 

 

 

〈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 併設する北千住どろんこ保育園のスタッフ、保護者と協働的に準

備・進行を行い、当日多くの地域の方に来訪して頂くことができ

た。 

運動会係 併設園スタッフと一丸となり子どもの日々の成長を、会を通して

見てもらう、保護者にも一緒に参加して頂き開催した。 

生活発表会係 併設園スタッフと一丸となり日々の成長を保護者に伝える場とし

て設定し、開催した。 

 

 

4. 支援・処遇 
 

保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 

・併設する北千住どろんこ保育園と一緒に養護の視点を大切に、その中でも子

どもの主体性に沿った支援を展開した。インクルーシブ保育の実践に力を入

れ、生活に根付いた支援を実施し子どもの成長を共有できるよう、写真や動画

を通して分かりやすく視覚的に伝える取り組みを実施した。 

ビジターグループ 

・子ども同士での関わりの中で共感力を育む支援を展開した。特にホンモノの

経験をする大切さが伝わるように戸外活動など注力し、成長の様子を保護者に

伝えた。また、実生活の中での困り感に寄り添い、般化できることを共に考え

支援を行った。子ども同士のやり取りや関わりから、気持ちの折り合いをつけ

る経験や相手に自分の気持ちを伝える大切さ、伝わった喜びを感じられるよう

に日々の支援を通して伝えた。 

個別支援 

・グループ支援を併用している子どもに関しては、グループ支援での様子を踏

まえて個別支援の中で実施していることの共有を実施。子どもの発達段階に応

じて現状と成長過程の姿を伝え、日々の生活に般化できることを共に考え寄り

添う支援を実施した。 
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・母体園での様子やご自宅での様子を聞き取り、園生活に取り入れられること

や環境設定、言葉掛けについて共に考える支援を実施した。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計２名 が参加済み  （3月１日時点） 

・保護者から依頼があった際や支援後のフィードバックの時間だけでは話せな

かった内容等に関して、別日に時間を設け、相談支援行った。 

保護者面談 

発達相談 

・保護者面談及び発達相談については、適宜実施。支援の裏の時間を活用し面

談を実施するケースもあり、併設する北千住どろんこ保育園の保護者からも相

談を受け、利用につながるケースもあった。 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計３名 が参加済み  （3月１日時点） 

・足立区事業所ネットワーク会議出席 

・利用児の母体園への訪問、連携を行った。 

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 食を豊かにする取り組みを展開することで豊かな心を育む 

実践結果 コロナ禍ではあったが、なるべく好きな場所で、好きな人と一緒に食べる

環境を構成し、食べる喜びを積み上げた。 

子どもが自分たちで盛り付け・配膳して食べる設定を行い、自分で盛り付

ける嬉しさを積み上げることができた。 

次年度方向性 他者と一緒に食べる喜びや、自分で食事を盛り付け、配膳する喜びを継続

して積み上げていく。 

2 計画・ねらい 食育から五感で感じる喜びを知り、生活の中で感じる感覚を豊かにする 

実践結果 日々の日課での畑仕事や、調理活動など支援に取り入れていった。土とか

かわる活動を多く展開したことや、好きな場所で食べることで、五感で感

じながら食べることを行った。 

次年度方向性 畑仕事や調理を積み上げながら、様々な感覚を駆使して、ホンモノの経験

を積み上げていく。 

3 計画・ねらい 食への興味を広げる 

実践結果 魚の解体や、鳥の解体などを通して、食材になるまでの工程や、食事にな

るまでの過程を伝えた。 

次年度方向性 今年度実施した鳥の解体や、長期で作物を育成し、調理を通じて食への興

味を広げていく。 
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保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 ① ４月５月に新型コロナウイルス、児童３名・スタッフ１名が感染

し、足立区へ報告する 

② ２月にインフルエンザ A型、児童６名感染報告有り。２月８日に

終息 

発作・痙攣等の対応 対応なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月23日に北千住どろんこ保育園にてキックオフ研修を石井早

貴、森田茜、計２名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ6名のうち、5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、スタッフの

体調確認、手洗いうがいの徹底、室内の消毒・換気を徹底する 

 

各種点検 

       

危機管理 設備点検チェック 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 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 

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月の施設内会議時  

⇒4月8日、10月14日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 
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コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 

 

 

実施した環境整備の状況 

 

1 計画・ねらい 子どもが主体的に遊びを展開できる空間設定 

実践結果 マンスリー支援では、子どもが、やりたいことを選択できる環境構成を保

育園のスタッフと相談し設定した。見守る、見届ける保育の実施について

は、マンスリー支援だけでなく、グループ支援でも適度な距離感での支援

を意識した環境設定を行った。 

次年度方向性 子どもが主体的に遊びを展開できる空間設定を行っていく。 

2 計画・ねらい カフェの環境設定の見直し 

実践結果 子ども、保護者が安心して過ごせる場所だけでなく、地域の方々にも開か

れた場所として提供することができた。カフェの掲示物の選定や壁の装飾

の見直しなどを図った。 

次年度方向性 カフェだけでなく室内環境設定の見直しを継続して行う。 

3 計画・ねらい 子どもを取り巻く社会資源の活用を行う中で、生活に根付いた支援を実施 

実践結果 地域の社会資源及び活用できる安全な環境を知り、支援で活用できるか検

討した。ハザードマップの更新を定期的に行い、新しい公園など活動範囲

を広げた。 

次年度方向性 子どもを取り巻く社会資源を活用し、生活に根付いた支援を実施する 

 

 

手作り遊具安全点検結果 

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 のぼり台 園庭 毎日 8月26日に解体･撤去 

2 テーブル 園庭 毎日 異常なし 

3 ベンチ 園庭 毎日 異常なし 

4 ブランコ 園庭 毎日 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 実践結果 消防訓練・避難訓練では、危機管理意識を高めるだけでなく、未曾有の事

態に対応できるように訓練を実施した。また、災害時スタッフ全員が災害

発生時対応マニュアルに基づいた対応をできるようにした。 
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2 実践結果 保育品質マニュアルに基づき、重大インシデントに繋がる前のヒヤリハッ

トをルームスタッフ間で毎日共有を行った。ケガ・事故発生時には、ケガ

事故発生時対応フローチャートに基づき、対応を実施し、再発防止策を検

討 

3 実践結果 戸外活動を展開する際、光化学スモッグの知識を持って、注意報が発令さ

れているか否かの把握を行い、発生時には保育品質マニュアル光化学スモ

ッグ注意報発令時対応に基づき対応した。 

4 実践結果 不審者対応訓練を実施し、不審者発見時には保育品質マニュアル不審者侵

入時対応フローチャートに基づき対応した。また、常時防犯意識を高める

ため、特に戸外活動時など広い場所で子どもが活動していることを想定

し、スタッフ間で活動場所に応じた対応を実施できるように共有を行っ

た。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度は保育実習Ⅲとして施設実習で 1 名実習生の受け入れを行った。併設園としてインクルーシ

ブ保育の実践を、実習を通して伝え、保育と支援両方の側面から、これからの子育てに必要な視点や

考え方を伝えた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月23日～9月6日 聖徳大学短期大学部 1人 保育実習Ⅲ 

 

 

〈３〉中高生の受入 

なし 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

7名 

13日

7名 

10日 

7名 

8日 

7名 

5日 

7名 

9日 

6名 

14日 

6名 

11日 

6名 

9日 

6名 

13日 

6名 

22日 

6名 

24日 

6名 

ルーム研修 8日 

7名 

13日

7名 

10日 

7名 

8日 

7名 

5日 

7名 

9日 

6名 

14日 

6名 

11日 

6名 

9日 

6名 

13日 

6名 

22日 

6名 

24日 

5名 
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虐待防止研修 

講師：施設長 

10月19日にルームにて6名のスタッフが出席 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

8月下旬～9

月20日 
東京都 

令和４年度東京都障害者虐

待防止・権利擁護研研修 
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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

リーダー養成研修 毎月第3金曜日、ミドルリーダー研修にスタッフ1名が参加 

全社員研修 10月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 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

行った。 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

併設する北千住どろんこ保育園と共に、地域交流を図った。青空保育は散歩先にチラシを配り周知

し、毎回楽しみにしてくださる地域の方と交流を図った。併設園の周知を実施してきたことで園庭開

放や見学などの来園者が増え、つむぎへの問い合わせにもつながった。 

 



20221215版 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：千住旭公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：杉本青果店、フラワーショップアオキ、八百屋昇鈴

荻野青果店、亀井畳内装、千住消防署、平井フルーツ、青山フラワーマ

ーケット、千住神社、北千住郵便局 等 

世代間交流 日ノ出町デイサービスにて交流→新型コロナウイルスのため実施なし 

異年齢交流 8月31日に北千住どろんこ保育園と共に卒園生との交流を実施 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

今年度は保護者の希望の元、利用者の母体園へ園訪問を実施した。普段の園での様子や、生活にと

もなう支援の検討、情報提供等連携を図った。 

足立区の障がい福祉課主催のこども発達支援ネットワーク会議に出席し、他事業所との情報交換

や、足立区からの事業所支援についての説明を受けた。 

 

 

〈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 

12月20日 台東区立清島幼稚園 2名 保育園訪問 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

最長6カ月とし、個別支援計画の見直しを図るため、モニタリングを実施。環境及び日常生活全般の

状況に応じて適切な支援目標を設定し、支援内容を検討し個別支援計画を作成した。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

進級引継に於いては必要に応じ、保護者を介して幼稚園・保育園の保育者と連携を図った。小学校へ

の引継ぎとしては、就学支援シートを保護者からの要望がある家庭には作成し、引継を行った。 
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11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計5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8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 1名 1名 1名 1名 1名 1名 2名 0名 1名 0名 9名 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 にて実施 

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：千住旭公園にて 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 3名 2名 4名 2名 2名 0名 名 13名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年１０月３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：８時３０分 

自己評価終了時刻：１７時３０分 

自己評価実施者：田中誠 

 

 

〈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 
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アンケート配布日：８月２５日 

アンケート回収率：100％ 

 

利用している皆様より貴重なご意見を沢山頂いた。特に併設園として注力しているマンスリー支援に

関して、様々な子どもとの活動の機会を提供している点について、好評をいただいた。全体の評価と

しても高い結果となっていた。今後もより一層高い質、インクルーシブな環境での支援を提供してい

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  0件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 0件 

 

 

以上 

 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  作成者：発達支援つむぎ 北千住ルーム施設長 奥秋 優太 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 調布ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
今年度は、法人理念である「にんげん力。育てます」の基、戸外活動を通し、新たな経験を子ども

と共に行うことで『やってみたい』という気持ちを育み、大人も子どもも挑戦できる環境作りを大切

に支援を行った。挑戦する中では、互いにトライアルアンドエラーを繰り返し、子どもとスタッフ、

スタッフと保護者、保護者と子どもの関係性がより深まることを目指し日々の支援を行った。 

その中で、スタッフ体制も変わり新たな調布ルームの基盤作りを行うと共に地域との繋がりをより

強固なものとなるよう、近隣社会資源との連携を図った年であった。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 畑仕事における成果を表に出していく 

実践結果 年間通して、子どもと共に畑仕事を実施。子どもの姿を保護者と共有する

だけでなく、ポートフォリオとして法人内会議やホームページを通して発

信を行った。 

次年度方向性 日課として位置づけられる畑仕事をより子どもと実践できる支援について

考えていく。 

2 計画・ねらい インクルーシブ・異年齢保育 

実践結果 異年齢グループを設定し、異年齢のよさ（年下の子が年上の子に憧れ挑戦

してみる気持ちや、年上の子が年下の子をお世話する気持ち）を育むこと

ができるように設定。異年齢グループのみならず、個別支援で来所する子

ども同士でペア活動をする機会を設定し、幅広い支援方法で展開した。 

次年度方向性 異年齢やインクルーシブ保育に捉われない形態で支援を実施していく。場

合によってはきょうだい児や保護者を巻き込み、新たな形で挑戦してい

く。 

3 計画・ねらい 主体性を引き出す環境構築 

実践結果 子どもがやりたいこと、やってみたいことを安心して挑戦できる環境や、

子どもの勇気を見守る支援を実施。カフェで時間を待つ間も支援の一つと

考え、子どもが遊びを選択することができるように、カフェの絵本や玩具

を設置する、お絵描きや塗り絵など遊びを選択できるように整えること

で、子どもの楽しそうな声や玩具を選択する様子がみられた。 

次年度方向性 カフェで過ごす時間も一つの子どもと保護者への支援と捉え、カフェの玩

具の充実を図ることや、おすすめの玩具や工作などスタッフから提案でき

るような環境へと広げていく。 
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事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 支援成果の視覚化、製作物の掲示 

実践結果 支援の成果として、畑仕事や製作活動等を保護者に分かりやすく掲示する

こと、また子どもの励みになるよう視覚化して掲示することによって、自

分の実施したことを相手に伝える姿などが見られた。 

次年度方向性 引き続き、成果を分かりやすく掲示するだけでなく、エビデンスに繋がる

資料などを掲示し、保護者により伝わりやすい支援を目指す。 

2 計画・ねらい 保護者間交流、サービス事業説明会 

実践結果 コロナ禍ということもあり、直接的に卒園児保護者と利用児保護者を繋ぐ

ことが難しかった。しかし、卒園児保護者から得た情報についてスタッフ

を介して保護者に伝えることはできた。 

放課後等デイサービスおよび近隣小学校について保護者勉強会を実施。ス

タッフが実際に見て、聞いた情報を整理し伝えることができた。 

次年度方向性 状況を鑑みて、卒園児保護者と利用児保護者を繋ぐ取り組みを模索してい

きたい。また、引き続き地域の社会資源の情報を保護者に分かりやすく伝

えていくことで、安心して小学校生活を送る支援を行っていく必要があ

る。 

可能な限り、卒園児保護者と利用児保護者を繋ぐだけではなく、卒園児と

利用児を繋ぐ取り組みを実施し、小学校について学ぶ機会を設定していき

たい。 

3 計画・ねらい 園訪問、園連携 

実践結果 保護者ニーズに合わせて園訪問を10件実施。法人内の園連携については、

児童発達支援に興味を持つ保育士を1名受け入れたが、そこで留まってい

る。 

次年度方向性 引き続き園訪問を実施することで、子どもの生活基盤となっている集団で

の生活環境や状況を知り、支援に般化させていく必要がある。法人内連携

については、保育士の声を会議や勉強会を通して聴くことで、園での困り

感などを共有し、必要に応じて訪問し連携を図る。 

4 計画・ねらい 保護者にとって安心できる場所へ 

実践結果 美観を徹底するため、定期的にスタッフが俯瞰で見ることができるよう、

役割を分担し、清掃や整理整頓を実施。 

次年度方向性 俯瞰で見ることで、互いに無い視点に気が付くことで、美観意識を高めて

いき、誰が見ても綺麗で使いやすい場を作ることができるようにしてい

く。また人的環境においても、保護者が安心できるような言葉掛けや配慮

ができるスタッフを育成していく必要がある。 
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地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ボランティア交流 

実践結果 調布市市民活動支援センターと連携し、ボランティアを常時受け入れるこ

とが可能であることを共有。ボランティアを積極的に受け入れることで地

域に開かれたルームとなること、またより多くの子どもが多くの方との関

わりを持つことができるように設定、支援した。 

次年度方向性 引き続き、ボランティアを通して地域の方との繋がりを大切にし、幼児期

子どもがより沢山の人と交流を持つ機会の設定、また地域に開かれた事業

所となるべく、調布市市民活動支援センターと連携していく。 

2 計画・ねらい 地域子育て相談 

実践結果 子育て相談を実施している旨の広報が足りず、月1回相談室を開所するま

でには至らなかった。しかし今年度何組か、カフェに親子が尋ねてきて下

さり、その際に子どもと遊びながら保護者と会話をする機会を設けること

ができた。 

次年度方向性 地域の方がふらっと立ち寄ることができる施設から、子育て相談まで広が

りを大切に、引き続き子育て相談ができる施設の一つとして認知を上げて

いく必要がある。 

3 計画・ねらい 青空保育 

実践結果 青空保育を実施することで、地域の幼稚園保育園との繋がりができた。し

かし、時間帯もあるのかなかなか地域の子育て世代の方との交流が少なか

ったこと、なかなか遊具の多い公園であると注目してもらうことの困難さ

も見られたため、検討していく必要がある。 

次年度方向性 青空保育の実施場所の検討を行うと共に、地域の子育て世代の方との交流

ができる機会と場所を設定していき、より地域に開かれた事業所となるよ

う目指していく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 支援技術向上 

実践結果 今年度、スタッフ体制が変わったこともありそれぞれのスタッフ同士、今

までの経験を基に支援についてディスカッションを重ねることや遊びの幅

を広げること、関わり方を広げる経験に繋げることで支援技術が向上する

ようにスタッフ育成を実施。 

次年度方向性 遊びの幅や関わり方の幅が広がることで支援の質が向上するように引き続

き、他ルーム研修から知識や技術を得ること、研修等の参加、スタッフそ

れぞれが、それぞれのスタッフから学びを得て自分のスキル向上に繋げら

れるような環境設定を行っていく。 

2 計画・ねらい 法人内外の園訪問 

実践結果 子どもを取り巻く社会資源の一つである、幼稚園保育園訪問を10件実施。

また、相談支援事業所および子ども家庭支援センターと連携を図り、ケー

ス検討会を実施し直近の子どもの様子を共有し、日々の支援へと般化させ

た。 
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次年度方向性 引き続き、子どもを取り巻く社会資源の一つである母体園や相談支援事業

所、子ども家庭支援センターと連携を図ることで、日々の支援を子どもの

生活に般化できるようなスタッフ育成を実施していく。 

3 計画・ねらい 研修に参加した際に、ルーム内外でアウトプット 

実践結果 調布市主催の研修および法人内研修（子育てスキル講座）にスタッフそれ

ぞれが参加。研修に参加した際は、ルームで共有することで日々の支援に

活かせるように学びを深めた。 

次年度方向性 それぞれのスタッフがモチベーション高く、自ら学びを深められる姿勢を

育む必要がある。そのために、研修の情報を共有することや、スタッフに

研修を提案することで選び、深めた学びを更にルーム間で共有できるよう

にする。 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

190

人 

179

人 

190

人 

195

人 

225

人 

201

人 

223

人 

226

人 

251

人 

226

人 

221

人 

265

人 

2592

人 

登録児

数 

53人 54人 56人 58人 60人 60人 64人 66人 68人 69人 69人 72人 749人 

（解説）新年度が始まり、４月～8月までスタッフ体制を整えることに注力した。母体園のないお子様

の利用が少なく午前中の枠が埋まらないことにより、稼働がなかなか上がらなかった。しかし、10月

母集団のない子どもの利用が増え、1人当たりの利用日数が増えたこと、また必ず支援の振替を取れる

ような仕組み作りを行うことで稼働が上がった。次年度に向けて利用児1人当たりの回数を増やすこと

で、より充実した支援、継続的な支援を提供していけるとよい。 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ９時００分～１８時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長・児童発達支援管理責任者（兼務）１名 

 保育士2名 

 機能訓練担当1名（臨床発達心理士） 

 児童指導員3名 
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3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・専門士による支援技術の共有 

・研究テーマ（エビデンス）の実証 

・つむぎ内外から講師を招いた研修の実施 

事故防止委員会 月1回 
・毎月自ルームと法人全体で起きた事故、インシデント、ヒ

ヤリハットの共有 

支援計画策定会議 適宜 

支援計画作成に伴い、開催時期を調整して実施。 

・個別支援、グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援

管理責任者が必ず参加する。 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

（施設長への確認ナビゲーション）項目は施設の状況に応じて追加・削除（以上のナビゲーションは、

本事業計画書を入力する際に削除してください。） 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 感染防止に努め、日々の換気・消毒の徹底を行い記録に残す。 
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子どもの来所時の手洗い・含嗽の声掛けの実施を行う。 

安全対策係 園内外に於けるリスク管理に努めることで、日々のヒヤリハットの

時点で、スタッフ間で共有し、重大インシデントの防止に努めた。 

防火管理者 消防計画を作成、毎月の避難訓練および不審者侵入訓練を実施。 

畑係 畑仕事の年間計画作成。年間計画に基づき畑仕事を実施。また畑仕

事から食育へと繋げる活動への展開。冬野菜の収穫が終了した後の

畑仕事、畝づくりなど子どもと一緒に実施することについては課題

がある。 

生き物係 メダカの世話を子どもと一緒に実施するために、どのように組み込

むかを考え実施。 

体験学習係 年間計画と体験学習の目的を確認し、行事計画書の作成や当日の役

割分担を実施。 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

異年齢グループ 

子ども同士での関わりの中で、まずは友達と一緒に過ごすことが楽しいと感じ

られる、心地よさを感じられる場となるように段階を追って支援を展開。保護

者には、人と一緒に過ごすことが心地よいと思ってもらうこと、一人ではでき

ないことが友達と一緒であればできる喜びを感じられることは、社会に出た際

の人と人との関わりでとても大切であることを伝える。グループ支援の中で、

ホンモノに触れ、様々な体験をする中での成功、失敗体験は、これから先、小

学校に向けてとても大切な経験の一つとなることを伝える。保護者からもグル

ープ支援の大切さについて、感じられたと話をいただく。 

個別支援 

・遊びの中で、子どもが主体的に選び取ることができるように展開。子どもの

発達段階に応じて、現状と成長過程の姿を共有し、日々の生活に般化できるこ

とを共に考え寄り添う支援の実施。 

・母体の所属園への訪問、様子の聞き取り、ご家庭での様子を聞き取り、園生

活や家庭生活の中で取り入れられることや環境設定、言葉掛けについて共に考

える支援を実施。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計2名 が参加済み  （3月1日時点） 

・小学校入学までの見通しや、社会に出た際に必要なスキルについて実生活で

の悩みを共有した上で相談・助言を行う 

保護者面談 

発達相談 

・保護者面談および、発達相談については日々のフィードバックの時間や来所

し支援までの時間を活用し実施。日々の何気ない会話から発達相談に発展する

場面もあった。 
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・1組、ホームページを見てカフェに来所して下さった家庭と発達相談を実

施。 

・府中市子ども家庭支援センターを通して紹介いただいた1家庭に発達相談を

実施。 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

・放課後等デイサービスおよび近隣小学校へ訪問し、事業内容や調布市立小学

校（普通級・特別支援学級・通級指導教室）の特徴を共有。 

・相談支援事業所とサービス担当者会議を3件 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 年間を通しての畑仕事 

実践結果 一人当たりの利用日数が少ないこともあり、年間通して畑仕事に携わるこ

とが難しく、どうしても種植え・収穫と部分的にしか関わることができな

かったことが現状。 

次年度方向性 一人当たりの子どもが年間通して畑仕事を行う回数を増やす必要がある。

その中で年間通して畑仕事に携わる経験をしていく必要がある。また、畑

仕事から食の循環について考える経験、堆肥を作り畑の土に戻す活動など

へと発展させていく必要がある。 

2 計画・ねらい 畑の収穫物を使った調理活動 

実践結果 畑の収穫物を使って、焼く・ゆでるなどの調理を実施して食べる経験を行

った。調理をする中で食材の変化を目で見て触って、食べて体験すること

ができた。 

次年度方向性 引き続き、畑仕事から調理活動への展開を行い、育てた植物がそのまま食

べられる丸かじりの経験から調理をすることで形を変える変化について実

際に体験できるように設定し、子どもたちがホンモノの経験に繋がるよう

に支援していく。 

3 計画・ねらい 食を楽しむ 

実践結果 なかなか家庭で出されても口にすることが難しいお子さまも、自分で作っ

た経験や、友達と一緒だからこそ口にしてみようと思える経験になった。 

次年度方向性 引き続き、畑仕事や調理活動を通して食への興味関心を広げることで、食

べてみようなど挑戦する気持ちを育むことができるように支援してく必要

がある。 
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〈４〉保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 通年、新型コロナウイルスが流行 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日につむぎ 調布ルームにてキックオフ研修を、佐藤朱莉計

1名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ7名のうち、7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） 

・AED の設置なし 

 

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 

 

 

〈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 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 

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月の施設内会議時  

⇒4月30日、10月31日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 
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〈６〉実施した環境整備の状況 

 

1 計画・ねらい 主体的に選択できる環境づくり 

実践結果 遊びたい場所や玩具を子どもが自分で選んで決めることができるように設

定することで、子どもの主体性を育む支援を実施。 

次年度方向性 新しい時代を生きる子どもたちが、自分で決めたことを行動に移すことが

できるように引き続き支援していく。 

2 計画・ねらい つむぎカフェの環境を整えていく 

実践結果 カフェで過ごす時間も、遊びの時間と捉え遊ぶことのできる玩具などをま

ず増やし環境を設定した。その結果、カフェでの遊びが広がり友達と一緒

に遊ぶ姿も見られた。 

次年度方向性 引き続き、カフェで過ごす時間も遊びの時間や遊ぶことのできる場所とし

て捉え、友達同士の関わりや遊びが発展するような環境設定を目指してい

く。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

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 スクーターボード 教材庫 使用前後 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 実践結果 非常災害に備えて、消火設備等の設備点検をすると共に年間防災計画に沿

って訓練を行い、避難方法や通報および連携体制の確認を実施し、スタッ

フ間でも動きを確認する。 

2 実践結果 発生した事故や、事故に繋がりそうな事例を収集し、スタッフ間で共有し

大きな事故を防ぐことに繋がった。 

3 実践結果 外部からの不審者侵入および戸外活動時に不審者に遭遇する場面設定を含

めて、子どもが犯罪に巻き込まれないよう、不審者対応訓練を実施。防犯

マニュアルを定期的に見直し、防犯意識を高めた。 

4 実践結果 支援提供中に起こりうる事故や怪我を防止するために、室内外での安全性

について確認、点検に努め安全の担保を行った。 
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6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

調布市市民活動センターと連携し、実習生およびボランティアを随時受け入れている旨を共有。 

３名のボランティアの紹介を受け、うち１名面談後、受け入れ。他２名については、同地区のつつじ

ヶ丘ルームで受け入れとなる。 

 実習生、ボランティアを受け入れることで児童発達支援事業所の役割を知ってもらうと共に役割を

伝達していく必要がある。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

受入なし 

 

 

〈３〉中高生の受入 

受入なし 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

12日 

7名 

24日 

7名 

21日 

7名 

26日 

7名 

23日 

7名 

26日 

7名 

24日 

7名 

21日 

7名 

20日 

7名 

22日 

7名 

15日 

7名 

15日 

7名 

ルーム内研修 12日 

7名 

24日 

7名 

21日 

7名 

26日 

7名 

23日 

7名 

26日 

7名 

24日 

7名 

21日 

7名 

20日 

7名 

20日 

7 名 

22日 

7名 

6日 

7名 

 合計 0円 合計 0円 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

7月6日 
調布市福祉人材育成センタ

ー 

強度行動障害の理解 

～問題行動の背景を探る～

研修 

1名 有 

7月16日 
調布市福祉人材育成センタ

ー 

罪を犯した知的障害者の支

援研修 

1名 
無 

7月14日 
調布市子ども発達支援セン

ター 

発達が気になる子に対する

見方を変えて味方になろう 

1名 
有 
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〈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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

リーダー養成研修 第1回11月29日に ZOOM にて1名（施設長 or 保育士）が出席 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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 

地域に根付いた、開かれた施設となるべく地域交流として青空保育や商店街ツアーを実施し、子ど

もも地域の方との関わりや職業体験の機会を持てるように設定し実施した。 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：高架下第5児童遊園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：花屋、肉屋、蕎麦屋、ドーナツ屋、パン屋等 

世代間交流 新型コロナウイルス感染拡大の影響で未実施 

異年齢交流 近隣公園に行く中で、近隣保育園児との交流。グループ支援の中で異年

齢グループを設定し異年齢交流を実施。また体験学習を通してきょうだ

い児に参加してもらい、異年齢交流を実施 
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9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

今年度、子ども間交流を目的に近隣小学校に打診をしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響下

で子ども同士の直接的な交流は難しかった。よってスタッフのみ以下の近隣小学校を訪問し、小学校

の環境および授業内容等、先生から直接話を聞く機会を設定した。 

 

 

〈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 

7月14日 調布市飛田給小学校 

通級指導教室 
2名 

飛田給（通級指導教

室） 

スタッフ間交流 

7月21日 富士見台小学校  

かしわ学級 
2名 

富士見台小学校（かし

わ学級） 

スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

最長期間を６カ月とし、個別支援計画の見直しを図るため、モニタリングにて保護者と直近の子ど

もの様子、子どもを取り巻く環境の変化などを共有。その後、環境および日常生活全般の状況に応じ

て適切な支援目標を設定。支援内容について検討し個別支援計画を作成。支援計画書をもって保護者

と共有した。 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

進級引継ぎに於いては、必要に応じ保護者を介して幼稚園・保育園と連携を図る。小学校への引継

ぎとしては、就学支援シート記載の要望に応じて作成、引継ぎに変えて実施した。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

実施項目 詳細 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計2件相談実施済み 

勝手籠設置 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

青空保育

（支援セン

ター主催） 

月1回   公園名：高架下第5児童遊園にて 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 2名 0名 0名 1名 0名 0名 0名 0名 0名 1名 0名 4名 
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12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年１０月２６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：９時００分 

自己評価終了時刻：１８時００分 

自己評価実施者：森谷太郎 

 

 

〈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：100％ 

 

利用者アンケートを実施し、２０２３年１月に評価結果を開示。同時期にスタッフアンケートも実施

し、自己評価結果を開示した。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ 調布ルーム施設長 下町 紗世 
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２０２２年度 発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２３年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
本年度は、「子どもも大人も共に認め合い、共に育ち合い、にんげん力を育む」ことを基本方針と

して、つむぎを利用する子どもたちも保育園に通う子どもたちと同じホンモノの経験ができる機会を

できるだけ多く設けようと、保育園とつむぎスタッフが共に連携を取り合う姿が見られるようになっ

た。子どもたちが安心して楽しく通うことのできる場所、保護者様が安心してお子さまを預けること

ができる場所となるよう保育園・つむぎスタッフがチームになってとして居心地が良い園を作ろうと

努力し、利用者アンケートの NPS®スコアの上昇率が法人内で1番となり、皆の努力が成果として見ら

れるようになった1年であった。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 安心できる環境の中で生きる力の土台を育む 

実践結果 子どもの思いや気持ちに寄り添い、少しずつチャレンジできる環境を設け

ていけるよう、スタッフ間で子どもの様子の共有を頻度高く行うことがで

きた。 

次年度方向性 園つむぎスタッフ共に意見交換しながら子どもたちの最善の利益を追求

し、環境構成を行っていく。 

2 計画・ねらい 子どもの主体性を育む 

実践結果 大人の関わり方や距離感にさらなる配慮が必要とされる。子ども同士での

関わりを通して、個々が自信をつけたり、自己肯定感を高めて行ったりす

ることができるよう、スタッフは直接的な関わりよりも必要な距離感で見

守り見届けることに力を入れていく。 

次年度方向性 保育園つむぎスタッフが共に子どもたちをゾーンで見ながらチーム保育を

していくことで、子どもに近すぎず、必要な時には関われる距離感を確保

していくこと、その方法を互いに話し合い統一した理解を目指す。 

3 計画・ねらい 発達段階を見極めた成長に繋がる支援 

実践結果 発達段階アセスメントシートを活用し、スタッフ一人ひとりが子どもの発

達段階を見極め、個々に合わせた支援を提供できるよう取り組むことがで

きた。 

次年度方向性 スタッフ間で発達段階や子どもの特性などについて日々共有し合い、様々

な視点で子どもたちにとって最善の利益を追求した支援を行えるよう会議

だけでなく、日々共有し合える関係性を築いていく。 
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事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者様が相談しやすい環境を設ける 

実践結果 常に、挨拶することを心掛け、子どもの様子や変化に気づくことができる

よう保護者とのコミュニケーションを大切に行った。支援の振り返りで

は、ねらいや個々の成長が分かりやすく伝わるよう、言葉の使い方や伝え

方など接遇に力を入れてきた。 

次年度方向性 いつ来ても気持ちよく受け入れられ、いつでも来ることができるよう玄関

をオープンにし、掃除や整理整頓を継続して行っていく。また、引き続き

いつでも遊びに来ていただける場所だということを周知していく。 

2 計画・ねらい 支援内容を含む情報の提供 

実践結果 振り返り時に、支援のねらい、子どもの様子、支援の内容を分かりやすく

伝えることを心掛けた。伝え方によっては、子どもができなかったこと、

せねばならないことと解釈されることもあり、さらに情報の共有の仕方を

工夫する必要がある。 

次年度方向性 支援の年間計画、ねらい、支援内容を掲示し、口頭での説明に加え視覚化

し、分かりやすく理解しやすい情報の提供を行う。 

3 計画・ねらい 安定した支援の提供 

実践結果 １日１０名定員で月平均９５％以上の実績を上げることができた。体調不

良等のやむを得ない理由での欠席がでた場合、契約日数を使い切ることが

できるよう支援の提案を行った。 

次年度方向性 子どもに必要な支援を十分に受けられるよう保護者のご理解をいただき、

十分な機会を確保していく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい つむぎ保護者、保育園保護者、地域の方がつながるきかっけの場となる 

実践結果 新型コロナウイルスが落ち着き、カフェの利用を再開し、子育てイベント

も再開することで、地域の方とつながる機会が増えた。 

次年度方向性 子育て支援イベントの計画と実施を園スタッフと共に行い、さらに多くの

方々につむぎつつじヶ丘を知っていただく機会を設けていく。 

2 計画・ねらい 子育てや発達支援に関する情報提供を行う 

実践結果 調布市が開催している子育てイベントや地域の支援事業所の紹介などを影

スペースに置き、情報の提供を行った。保護者も出席できる発達や子育て

に関する講座の案内も随時更新し、地域で行われているイベントや勉強に

ついての情報提供を行った。 

次年度方向性 ブログやホームページを活用して、子育てイベントや勉強会、講座などの

情報の提供を行っていけると良い。 
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次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 子どもを真ん中にした保育・療育を追求し、個々の人権を尊重した支援を

提供 

実践結果 子どもの気持ちに寄り添い、選択できる環境を設けていくことができた。

自分で選択できる子どもたちは自分で選ぶ機会を大事にし、必要に応じて

スタッフが選択することもあった。 

次年度方向性 すべて子どもたちが自分で考え、自分で選択し、やってみる機会をさらに

多く設けていく。大人が選択しなくてはならない状況でも、いかにして子

どもが選び取れる環境を作ることに力入れていく。 

2 計画・ねらい 自身の意見や考えを持ち、主体的に動く 

実践結果 Trial＆Errorを恐れずできる環境を作るには、スタッフ一人ひとりの得

意・不得意を把握し、個々に合った言葉がけを行うよう心掛けた。まずは

やってみたことを見守り、その取り組みを認め、必要な指導を行った。ス

タッフ同士、意見交換を行える機会を設けていった。 

次年度方向性 マニュアルや指示に頼ることなく、なぜ行うのか、理由を考えて行動でき

るよう、大人に対しても言葉での指示を少なくし、スタッフ間で話し合い

振り返り、またやってみる機会を設けていく必要がある。 

 

 

 

つつじヶ丘どろんこ保育園との連携 

1 計画・ねらい 保育園・つむぎスタッフが協働して子育てを行う 

実践結果 ・園つむぎスタッフ間での会話や子どもたちの共有が日常的なものとな

り、笑い声がたくさん聞こえてくる、明るい雰囲気が作られてきた。 

・園内研修をスタッフで行う機会を通して、スタッフ間で学び合うことが

できた。 

・園つむぎの壁を越えて、子どもたちの共有が日々の会話の中で行われる

が多く見られるようなった。 

・つむぎスタッフも行事や活動計画を主体的に行うことが増え、園つむぎ

スタッフが一緒に「大きな家」を作り上げていこうとする努力が見られ

た。 

次年度方向性 ・さらに連携を深めるために、もう一歩踏み込み、園つむぎがそれぞれ感

じていること、疑問に思うことなどを聞き合い、伝え合って、一緒に子育

てを楽しめる関係性を作っていけると良い。 
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2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

207

人 

202

人 

245

人 

174 

人 

193 

人 

208 

人 

214

人 

237

人 

231 

人 

224 

人 

210 

人 

200

人 

2545 

人 

登録児

数 

40 

人 

41 

人 

40 

人 

39 

人 

40 

人 

39 

人 

39 

人 

43 

人 

48 

人 

48 

人 

48 

人 

48 

人 

48人 

（解説）体調不良などで欠席される利用児がいる日には、振替支援を提供できるよう、保護者から利

用可能な曜日を伺い、契約日数いっぱいご利用いただけるよう連絡を行った。 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分  

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長１名 

 児童発達支援管理責任者１名 

 保育士３名 

 機能訓練担当２名（公認心理師２名） 

 児童指導員２名 

  

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月１回 

※２、３月

は策定会議

にて実施 

・コンピテンシーの振り返りと取り組みについて毎月話し合

い、子育てにつなげて行った。 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・毎月テーマに沿ってスタッフによる研修を実施 

・表現について外部講師を招いてエリア研修を行った。 

給食運営会議 月1回 
・離乳食進行状況や子どもたちの食べる量や配膳状況の共有 

・食育計画に沿った活動の振り返り 
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・アレルギー児の対応を共有 

事故防止委員会 月1回 

・ヒヤリハット集計表を使って共有、振り返り、対策を話し

合い PDCA サイクルで大きなケガや事故を防ぐ取り組みを行

った。 

支援計画策定会議 

適宜 ・各利用児に対し、６ヵ月に１回以上実施。 

・児童発達支援管理責任者が中心となり、担当者と共に策定

会議を行い、個別支援計画を作成した。 

ケース会議 月１回 ・園とつむぎ合同で要支援児の姿・個別計画の立案・子ども

の様子を共有 

リーダー会議 月１回 ・園とつむぎ合同でリーダーが集まり、園全体の運営に関す

る事項の共有を行った。 

つむぎ会議 月１回 ・日々の支援の内容や業務の伝達、園と共有すべきことな

ど、つむぎ運営に関する内容の共有と話し合いを行った。 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月１回 児童発達支援管理責任者 

併設園会議／法人本部 年２回 施設長 

食育会議／法人本部 年４回 

（５・８・１１・２月） 

施設長 

 

保健会議／法人本部 年４回 

（５・８・１１・２月） 

施設長 

子育ての質を上げる会議 月１回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

（施設長への確認ナビゲーション）項目は施設の状況に応じて追加・削除（以上のナビゲーションは、

本事業計画書を入力する際に削除してください。） 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 ・子どもの健康維持・温度・湿度・換気確認 

・感染症発症の予防策を実施 
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・園内の清潔区域（調乳室/調理室）と汚染区域（トイレ・オムツ

交換場所 シャワー室・沐浴室・トイレ後の着替え場所・感染症

流行時居室）の安全と衛生管理 

・スタッフの検便 

安全対策係 ・避難訓練（毎月）、不審者侵入訓練（６月／１１月）の実施報告

書確認 

・設備安全点検（４・７・１０・１月の２５日） 

・事故防止自主点検（４・７・１０・１月の２５日） 

・園内外、公園のハザードマップの更新（４・７・１０・１月） 

防火管理者（園長） ・消防計画作成と届出 

・安全対策係の任命 

・自衛消防組織作成  

・防災用備蓄品の確認（６月・１２月） 

・自主点検チェック表（日常） 

食品衛生管理係 ・衛生管理、点検作業の実施 

・食育会議の計画、実践 

・「作業手順書」と「作業結果の記録」の作成 

畑係 ・年間農業計画のもと、子どもと共に取り組む、種や苗の購入 

・食育計画との連動と進捗把握 

・各クラスの畑仕事のマネジメント 

生き物係 ・健康チェック 

・エサ、岩塩等の発注 

・年間休日の当番表作成と実施管理 

・ヤギ、鶏小屋の整備、補修管理 

物品管理係 

 

・勝手籠の管理、落とし物の管理、頂いたものの管理 

・衛生用具の管理（在庫管理、発注） 

環境係（室内、園庭） 

 

・室内外の園庭、遊具の清掃点検、施設の清掃状況の確認、指示 

・室内外の設備危険個所の点検 

・破損個所の補修、地震時の落下防止、遊具・設備・樹木等の安全

点検 

写真係 ・個人情報の確認、写真販売 

 

 

〈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 どろんこサポーターズと連携し計画、実行 
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子育て支援担当 子育て支援事業の計画、実行 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 

・園との合同保護者会を年２回実施 

・保護者のご要望に沿い、つむぎマンスリー利用児保護者のみで別途保護者会

を実施 

保育参加：4月～３月まで 保育参加 合計６名 

・「普段の子どもの様子が見られてとても良かった。」「どのようなことに対

して難しさが見られるかよくわかり今後の参考になった。」などの感想をいた

だいた。 

・振り返りの際に、日課を含む、各活動のねらいや支援内容を分かりやすくお

伝えすることを心掛けた。 

異年齢グループ 

・子どもたちの興味関心に合わせて環境設定を行い、ねらいを明確にし、継続

した支援が提供できるようスタッフ間で連携をとって実施 

・散歩、生き物の世話、畑仕事などの戸外活動の機会をできるだけ多く設け、

成功体験を通して挑戦する意欲を育めるよう支援を行った。 

・子ども同士で話し合うなど、子どもが主体で活動を実施できる機会を設けて

いった。 

親子グループ 

・保護者が安心して通え、共に子育てを楽しめる環境となるよう支援を提供し

た。 

・保護者同士がつながり、情報の共有や悩みなどを話せる環境を作れるようス

タッフの配置や関わり方に配慮した。 

・子どもたちの成長を共に喜び合える支援を提供できた。 

個別支援 

・個別での支援でも、子ども同士が関わり、戸外で活動できる機会を設けてい

った。 

・保護者の気持ちに寄り添い、少しでも安心して通っていただけるよう時間の

調整や要望にできる範囲で答え、継続して通っていただけるよう配慮した。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計２６名 が参加済み  （3月１日時点） 

・就学相談会や保護者会を通して情報の提供や保護者同士でつながる機会を提

供した。 

保護者面談 

発達相談 

・随時、希望する保護者に対して実施 

・来所時や電話での相談対応を行った。 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計７名 が参加済み  （3月１日時点） 

・ビジター利用をしている子どもの保育園や幼稚園への訪問や電話でのやり取

りを通して連携を取り、個別支援計画に反映し、支援につなげて行った。 
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意見・要望への対

応 

・振り返りや支援のねらいなどの伝えを丁寧に行うことで、保護者との関係を

築けるよう丁寧な対応を心掛けた。 

・保護者の気持ちや要望を伺い、必要に応じて改善や調整を行った。 

・すべてのご意見は法人本部と共有をし、スタッフ間でも共有と改善策を話し

合い、改善に努めた。 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 食に対する興味・関心が高まる 

実践結果 ・調理活動に向けて、導入の段階で給食室前に食材の写真や特徴などを掲

示し、子どもの興味関心へとつながる取り組みができていた。 

・目の前で調理したもの食べる経験を通して食材への興味と調理されたも

のへの関心が高まっている様子がみられた。 

次年度方向性 ・食べるだけでなく畑仕事を日課として定着させ、さらにホンモノの経験

へとつながる環境を作っていく。 

2 計画・ねらい みんなで一緒に食べる楽しさを感じ、食べる意欲が育まれる 

実践結果 ・畑で育て、収穫したものを焚き火で焼いて食べる機会をできるだけ多く

設けた。 

・給食の時間は、自分の食べたいもの食べたい分だけとり、完食する経験

が積めるよう環境調整を行った。 

次年度方向性 ・畑仕事から調理活動へとつながる支援を行っていく。 

・食を通して子ども同士の関わりが生まれるよう、スタッフは介入しすぎ

ず、子ども自身でできることを任せ、手伝いが必要そうな時には子ども同

士で助け合える環境を作っていく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 

その他実施した児童への保健

指導、又は、取組等 

① 4月に手洗いうがい指導を実施し、感染症予防について学ぶ 

② 2月に性教育を実施し命の大切さに触れる 
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流行した感染症 ① 新型コロナウィルス感染症陽性の報告を受け、

その都度本部と自治体に報告した。 
②  2月にインフルエンザに感染した子どもの報告を受けた。 

発作・痙攣等の対応 対象児なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・前年度３月２４日と本年度４月園つむぎ合同で研修を行い、つむ

ぎスタッフ７名が習得済み 

・本日時点で、全在籍スタッフ７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） 

・近隣消防署と連携し、救急救命講習を実施 

・在籍スタッフ６名が AEDの使用法を習得した。 

 

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・手洗い指導を行い、消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈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 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 身長体重測定 毎月1回／20日 実施済み 

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月の施設内会議時  

コンピテンシー自己採点 毎月１回／施設内会議冒頭５分間 実施済み 

施設内虐待防止委員会 １回／2月に実施 
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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 子どもたちが安心して安全に過ごせる環境 

実践結果 ・クリーンデイを週１回設け、スタッフ一人ひとりが掃除と整理整頓を徹

底する機会を設けた。 

・園庭・園舎内の安全設備の確認を行うと共に、美観に対するスタッフの

意識が高まり、子どもたちが安全に気持ちよく過ごせる環境を整えようと

努力した。 

次年度方向性 ・毎日の掃除や週１回のクリーンデイや行事や来訪者を向かい入れる際だ

けでなく、常にゴミが拾い、整理整頓できるよう環境を整える。 

2 計画・ねらい 子どもも大人も「自分で考え、自分で行動する」 

実践結果 ・スタッフ間で子どもの様子を共有し、子ども一人ひとりの発達に合わせ

た関わり方や距離感を保てるよう統一を図った。 

・言葉での指示や誘導を控え、子ども同士で関わり合い、話し合う時間を

見守り見届けることにより自分たちで考える機会へとつなげた。 

次年度方向性 ・子どもが自分で考える機会を十分設けられるよう、失敗を恐れて先回り

せずに子どもを信じてやらせてみることができるようスタッフ間で共有し

合い取り組んでいく。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

手作り遊具・家具の使用なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践結果 ・消防計画に基づき、自衛消防隊を編成、避難訓練、消防計画を実施。 

・定期的に火災、地震発生時のマニュアルの読み合わせを行い、避難方法

の確認を行った。 

2 実践結果 ・ヒヤリハット、インシデントの検証を行い再発防止に努め、その都度保

育の見直しを行った。 

・スタッフ間の共有を強化しスタッフ全員で共通意識を持てるよう努め

た。 

・事故防止チェックリスト、設備点検チェックの実施。 

・怪我発生時にはフローチャートにて確認した。 

3 実践結果 不審者対策：６月と１２月に防犯従い不審者侵入訓練を実施、確認した。 
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4 実践結果 ・光化学スモッグ対策に則り、知識を身につけ注意報発令の把握を行いな

がら、 発生時は対応フローチャートに従った。 

5 実践結果 ・室内ハザードマップ、戸外ハザードマップ、公園内ハザードマップをス

タッフがいつも見返すことができる場所に設置した。 

・新たに危険な箇所を見つけたり、変更がみられたりした際は、速やかに

ハ ザードマップに追加記載をし、随時、更新していった。 

6 実践結果 消防署に依頼し、乳幼児の救命救急講習を自園で受けた。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

実習生とボランティアの依頼があった際は、積極的に受け入れを行った。実習生やボランティアを

通して、保育園に併設されている児童発達支援を知ってもらう機会へとつながった。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

１月 首都医校 看護学生 ８人 観察実習 

 

 

〈３〉ボランティアの受入 

日程 団体名 人数 

７月～８日 調布市サマーボランティア ５人 

８月～１０日 調布市社会福祉協議会 ２人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

21日 

８名 

19日

８名 

16日 

８名 

21日 

８名 

18日 

７名 

15日 

７名 

20日 

７名 

17日 

７名 

15日 

７名 

19日 

７名 

７日 

７名 

７日 

７名 

園内研修 

講師：中村 

4月21日園会議にて 「こどもの人権」について研修 ７名が参加  
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園内研修 

講師：小野 

5月19日園会議にて 「環境」について研修 ７名が参加  

 

園内研修 

講師：松原 

6月16日園会議にて 「表現」について研修 ７名が参加  

園内研修 

講師：早乙女 

7月21日園会議にて 「チーム保育」について研修 ７名が参加  

園内研修 

講師：佐藤 

8月18日園会議にて 「保護者対応」について研修 ６名が参加  

園内研修 

講師：光野、

田中 

9月15日園会議にて 「安全管理」について研修 ７名が参加  

園内研修 

講師：保坂 

10月20日園会議にて 「子どもの人権」について ７名が参加  

園内研修 

講師：瀬戸口 

11月17日園会議にて 「環境」について ７名が参加  

園内研修 

講師：ヴィッ

カーズ 

12月15日園会議にて 「表現」について ７名が参加  

園内研修 

講師：原山 

1月19日園会議にて 「チーム保育」について ４名が参加  

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

1月 総合健康推進財団 
児童発達支援管理責任者実

践研修 
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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 
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法人内研修 別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 ９月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

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 

新型コロナウイルスの影響もあり、地域交流に制限が見られたものの昨年度より、地域からの訪問

者や地域に出て交流する機会を設けることができた。支援の一環で、買い物に行くこともでき、子ど

もたちが地域に出て関わりを持つ機会が持てた。また、子育て支援行事に参加される地域の方や視察

に来所される方々が増え、子どもたちもいろんな人たちと触れ合うことができた。 

 

 

〈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：滝坂なかよし広場にて 

商店街ツアー 週１回 主な行き先：京王フラワー、調和図書館、植松種苗、ミスター

ドーナツ、 オオゼキ、猿田彦珈琲アトリエ仙川、島忠ホームズ、つつじ

ヶ丘駅前交番、仙川駅、チャイルド歯科医院、三井のリハウス、ベーカ

リーカフェ ルパ、調布消防署、セブンイレブン、三井住友銀行等 

世代間交流 コロナ禍で高齢者施設の訪問は未実施 

週１回来所されるボランティアの方との交流 

異年齢交流 日常の中で毎日実施 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

利用児が通っている保育園・幼稚園・発達支援センターを訪問し、スタッフ間で情報の共有を行
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い、個別支援計画を作成する際の参考材料とし、毎回の支援に活かした。 

 

 

〈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 

11月8日 上ノ原小学校 

校庭 

2名 校庭探検 子ども間交流 

11月24日 緑ヶ丘小学校 

校庭 

２名 校庭探検 子ども間交流 

1月26日 滝坂小学校 

1年2組 

１名 学校探検 

 

子ども間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

児童発達支援管理責任者が個別支援計画の作成を行い、全利用児の計画書を指定期間内に保護者へ

提示をすることができた。保護者にとって分かりやい計画書の作成に努め、説明の際は、疑問や不安

な点が残らないよう丁寧かつ分かりやすい説明を心掛けた。スタッフ間の情報共有を密に行い、個別

支援目標に沿った支援を提供することができた。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

就学に向けて、就学支援シートや児童連絡票を作成し、保護者と連携をとった。利用児が居住する

自治体からの行動観察の依頼を受け入れ、調整を行った。利用児が学校生活を円滑に送れるよう就学

先の自治体と学校と連携し、情報の共有を行った。 

 

 

 

 

11. 子育て支援事業 
 

園つむぎ合同で子育て支援事業を実施 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒なし 

自然食堂 

親子ランチ

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計７回実施済み 

参加者延べ人数 
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交流 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 12名 0名 2名 10名 4名 10名 0名 8名 0名 13名 59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４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 5名 0名 0名 0名 10名 0名 6名 8名 0名 0名 0名 29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：滝坂なかよし広場にて 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 1名 0名 0名 1名 0名 0名 1名 0名 0名 0名 3名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度、受信なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年７月２０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：１４時００分 

自己評価終了時刻：１６時００分 

自己評価実施者：ローズ 亜紀、保坂 彰範 

 

 

〈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：８５％ 

 

 昨年度より、全体的な評価が上がり、スタッフ一人ひとりが利用児や保護者に対して丁寧に関わ

り、誰にとっても居心地の良い施設を目指し、取り組んできた努力の成果が表れてきたように思われ

た。NPS®スコアの伸び率が法人内施設で1番高かったという評価を受け、スタッフ皆の励みとなっ

た。次年度も引き続き努力していきたい。 
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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   

 報告すべきご意見：0件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

 重篤なケガ（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：発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム施設長 ローズ 亜紀 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 宮下ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
宮下どろんこ保育園と協働し、併設園として保育を実践してきた。スタッフの学びの場を設け、子

どもたち一人ひとりが安心した環境のもと、好きな人と好きな場所でじっくりと遊びこめるような保

育の構築を目指した。また、地域の方との交流を大事に、散歩や収穫体験などを行った。地域資源や

四季を感じられるものを体験活動に取り入れ、どろんこ会の6つの力を常に意識し、散歩や雑巾がけ、

生き物の世話など日課活動にも積極的に取り組んだ。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 『大きな家』としての保育の実践 

実践結果 ひとつの大きな家を目指し、園庭含め好きな場所へ自由に行き来ができる

ようにした。日々の遊びが継続して展開できるように、日々の保育の振り

返りを行い、環境について話し合った。 

次年度方向性 いろいろな場所で遊びが展開できるように環境を整え、取り組んでいく。

また、その中で予想される怪我やリスクについて考え、質の高い保育の実

践を目指す。 

2 計画・ねらい 関わり合う（人・物・地域） 

実践結果 いろいろな職種関係なく、目の前の子どもに関わる様子が見られた。ま

た、他児との関わり、自然や生き物とに触れることから、いろいろな感情

の育ちを促した。主体性を大事に、自分はどうしたいのか？を引き出せる

ようにした。 

次年度方向性 大人も子どもも更に混ざり合うことを意識しながら、周りへの興味や関心

を引き出せるように支援を行う。 

3 計画・ねらい いろいろな素材を利用した自由な表現活動を充実させる 

実践結果 季節を感じられるような自然物を取り入れながら、表現活動を行った。子

どもたちがそれぞれ自由に作品を作ったり、発達に合わせた道具を使った

りすることで、集中して取り組む姿があった。 

次年度方向性 子どもたちが自由に制作活動に取り組めるような環境を整えていく。散歩

で拾った自然物、廃材などをそろえ、好きな時間に好きなだけ取り組める

ようにする。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者が安心して相談できる関係を構築する。必要に応じて事業所内相談

を提案し、個々の保護者の困り感や不安感を取り除けるようにする。 
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実践結果 日々の振り返りの中で、こちらの様子を伝えることに加え、家での様子を

聞いてアドバイスをした。また、保育参加をすすめ、支援の様子を見て頂

いた。 

次年度方向性 保護者の気持ちに寄り添いながら信頼関係を築いていく。しっかりとアド

バイスができるように、スタッフの専門的なスキルアップをはかる。必要

に応じて事業所内相談を利用し、安心して話せる時間を確保する。 

2 計画・ねらい 安心安全、清潔な環境作りをする 

実践結果 日々の清掃や片付けなど、保護者や来園者に不快な思いをさせないように

心掛けた。ヒヤリハットやインシデントの共有を徹底し、危険回避できる

ように取り組んだ。 

次年度方向性 誰もが気持ちよく利用できるような空間作りをする。また、日々の保育の

実践をポートフォリオ等で掲示し、地域の方にも発信する。 

3 計画・ねらい 迅速、丁寧、真摯な対応を行う 

実践結果 お待たせすることがないように、対応することができた。写真や動画を使

って、日々の様子を丁寧に伝えることを心掛けた。 

次年度方向性 待たされたと感じさせない工夫をする。毎回、利用して良かったと思って

もらえるような最高の対応をする。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域事業所等との連携を図る 

実践結果 併用している園と連携をはかることができた。子どもの情報を共有し、関

わり方について話す機会を設け、支援の向上につなげた。 

次年度方向性 引き続き、併用している園と連携を図りながら支援にあたる。必要な支援

が途切れることなく縦横の連携にしっかりと取り組む。 

2 計画・ねらい 子育て支援センター「ちきんえっぐ」と協力し、子育てのエッセンスとな

る活動を計画、実行する 

実践結果 ちきんえっぐのイベントをつむぎスタッフも一緒に企画、実践をした。絵

本選びについてなど、子育ての参考となる講義を行った。 

次年度方向性 つむぎ専門士からの講義、相談の場を企画、実践していく。ちきんえっぐ

スタッフと協力しながら、居心地の良い場作り、子育て情報の発信の充実

を図る。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

 計画・ねらい 危機管理への意識の向上を目指す 

実践結果 会議にて、リスクマネジメントについて研修を行った。日々、ヒヤリハッ

ト、インシデントの共有を行い、改善について話し合う時間を設けた。 

次年度方向性 インシデント、事故記録から、再発防止に向け研修を行い、学びを深め

る。 

2 計画・ねらい 報告、連絡、相談の徹底（スタッフ間の連携や共有を意識できる） 
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実践結果 園スタッフ、つむぎスタッフ関係なく日々の保育について、意見を出し合

うことができた。また、支援についてなどみんなで共有できるように相談

しやすい関係作りを心掛けた。 

次年度方向性 1日の動きを視覚化し、チームとして協働する意識を持つ。小さな困り感

を気軽に相談したり、意見を言い合ったりする関係性をつくる。 

3 計画・ねらい 専門知識やスキルをみがく 

実践結果 スタッフそれぞれが研修に参加したり、自分の学びを会議等でアウトプッ

トしたりと他スタッフの学びへとつなげた。 

次年度方向性 園長大学®保育士大学を利用し、学びの場を設ける。引き続きスタッフそ

れぞれが学び続け、園全体のスキルアップにつなげる。 

 

 

インクルーシブ保育（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 記録の継続（エピソード、ポートフォリオなど） 

実践結果 スタッフの月報にて、保育の中で保育園児との関わりについて写真と共に

記録をした。子どもの共同製作などをカフェ内に掲示した。 

次年度方向性 保育園スタッフと共に、子どもたちの成長を追い検証をする。つむぎの活

動を保護者や地域の方に発信していく。 

2 計画・ねらい 記録を読み解き、環境構成や遊びを実践する 

実践結果 保育室の環境について、園スタッフと共に話し合った。実践してどうだっ

たかという振り返りも行ったが、継続して話し合うことが難しかった。制

作コーナーの設置も行ったが、素材や道具の確認ができていなかった。 

次年度方向性 園内、園庭の環境構成について考え、話し合いの場を設けていく。実践し

てどうだったか振り返り、子どもたちの遊びが発展するよう環境を整えて

いく。 

3 計画・ねらい 子どもの共有（スタッフの共通意識） 

実践結果 園スタッフと日々の振り返りを行う時間を設け、週案について話し合いが

できた。 

次年度方向性 引き続き保育園スタッフと協働しながら、個々の子どもの様子をしっかり

とらえながら、必要な支援をしていく。 

 

 

ほんものの体験活動（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 食育体験（クッキング） 

実践結果 毎月1回程度実施することができた。畑仕事にて作物を育て、収穫したも

のを使って、クッキングを行った。自分たちで育て、作ったものという意

識から、食への興味や食べる意欲が見られた。 

次年度方向性 1年を通して、畑仕事に関われるように取り組んでいく。クッキング以外

の活動でも、食の循環を知ったり、野菜への興味を高められたりするよう

な取り組みを行っていく。 

2 計画・ねらい 制作活動（染め、DIY など） 
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実践結果 ＤＩＹ家具を解体する様子を見たり、生活発表会のゾーンに DＩＹの活動

を入れ、やりたい子が工具を使って作品を作ったりした。 

次年度方向性 自然物を使った染め物体験や、ほんものの道具を使っての作品つくりな

ど、日々の遊びでも触れることができるような環境を用意する。 

3 計画・ねらい 子どもの共有（スタッフの共通意識） 

実践結果 保育園の児、つむぎの児に関わらず、どの子にもみんなで関わる意識をも

った。日々の困り感が生じた時は、園スタッフとその都度話し合い、その

子の関わり方について共有をした。 

次年度方向性 ケース会議の充実を図り、個々の子どもの理解を深め、最善の保育を提供

する。どのスタッフの目の前の子にしっかりと向き合い、関わることを実

践していく。 

 

 

環境つくり（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 ゾーン保育の設定 

実践結果 日々行うことは難しかった。室内環境においては、どのような環境設定が

良いか話し合いの場を設けた。振り返って、再度構築するところまでの継

続に至らなかった。 

次年度方向性 日々の子どもの様子を見ながら、今どんな環境が必要なのかを園スタッフ

と共に考え実践していく。日々の保育が途切れないような環境つくりを行

う。 

2 計画・ねらい 保育材料の充実 

実践結果 製作コーナーを設置し、新聞紙などの廃材や、色鉛筆などをいつでも使え

るようにした。子どもたち自ら取り組み、終わったら片付けるという習慣

が身についていった。 

次年度方向性 設置したら、質が担保できるように、材料の補充や見直しができるように

する。 

3 計画・ねらい 五感で楽しめる園庭つくり 

実践結果 季節の野菜を植えて、育てるなど畑仕事に携わったり、花植えなどを行っ

たり、四季を味わった。植えた後も、水やりをしたり、色水遊びなどに発

展させたりした。 

次年度方向性 四季を感じる植物に触れる経験を大切にする。保育園スタッフと共に、子

どもたちがわくわくどきどきするような園庭を目指す。 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 
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児童発達支援 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 

212

人 

202

人 

238

人 

240

人 

243

人 

231

人 

244

人 

239

人 

199

人 

224

人 

220

人 

258

人 

2750

人 

登録児

数 

37人 38人 39人 41人 43人 44人 47人 48人 48人 48人 48人 48人  

（解説）12月にコロナウイルス感染症が流行り、利用数が下がった。                     

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長（児童発達支援管理責任者兼務）1名 

 保育士3名 

 機能訓練担当3名（作業療法士2名、理学療法士1名） 

  

 

 

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 

・保育園と合同で実施する 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会（園内研修） 

・行事進捗 

給食運営会議 月1回 
・月の振り返りを実施 

・離乳食の共有 

事故防止委員会 月1回 
・園会議内で実施 

・ヒヤリハット、事故報告の共有 

つむぎ会議 月1回 

・ルーム単体で実施する 

・テーマを決め、スタッフが持ち回りで担当し、研修を実施 

・ケース検討実施 
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〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年2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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 感染対策のため、毎日の消毒実施や点検の実施。スタッフに対する

保健指導を行った。 

安全対策係 保育園スタッフと協働し、安全点検の実施や事故防止に努めた。 

防火管理者 保育園スタッフと協働で消防計画を作成し、自衛消防組織を編成し

た。 

食品衛生管理係 保育園スタッフと協働し、食育会議を実践した。また、調理活動の

衛生管理や冷蔵庫の清掃管理などを行った。 

畑係 保育園スタッフと協働し、年間農業計画を作成した。子どもたち自

ら水やりをし、作物が育つ過程に関わることができた。ビジターで

は、近隣住民に土地をお借りし、グループ活動にて畑仕事の体験を

提供することができた。 

生き物係 ヤギ、鶏の飼育について主として活動した。 

 

 

〈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 保育園スタッフと協働し、企画、準備を行い、行事を盛り上げ

た。 
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運動会係 保育園スタッフと協働し、保護者が参加する中、どのように実施

するのか、話し合いを重ねた。子どもたちが主体的に参加し、楽

しめる運動会を軸に行うことができた。 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 

・利用者アンケートを行い、様々な活動やスタッフの対応に満足しているとい 

 うご意見を多く頂いた。  

・保育園児と共に様々な活動を経験し、子どもたちの様子をポートフォリオと 

 して掲示した。 

・大集団の中での困り感に寄り添いながら、生活のしやすさや楽しさを感じら 

 れるように関わった。 

ビジターグループ 

・支援の見学を自由に行っていただいた。 

・グループ活動の様子を写真と共に掲示し、子どもたちの成長の変化を視覚的 

 に伝えることができた。 

ビジターペア 

・支援の見学を自由に行っていただいた。 

・家庭や併用先で心配事や困り感が生じていないか、保護者との連携を密にと 

 り、必要に応じてゆっくりと話す時間を設けた。 

個別支援 

・支援見学は自由に行って頂いた。 

・家庭や併用先で心配事や困り感が生じていないか、保護者との連携を密にと 

 り、必要に応じてゆっくりと話す時間を設けた。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

・希望された保護者に関して別途面談時間を設け、ゆっくり話をする時間を設

けた。 

保護者面談 

発達相談 

・新規利用開始時、年2回のモニタリング実施時に全保護者との面談を行った 

・希望される保護者や必要とされる保護者に関しては、事業所内相談支援加算 

 制度を利用し、バット面談を設けた。  

関係機関との連携 

4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

・希望される保護者に関して、併用先の園へ子どもの様子を見たり、情報、関

わり方について共有、話し合いを行ったりした。 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 思いきり身体を動かし、「お腹がすいた」という延長上で、食事ができる

ようにする。 

実践結果 午前中の時間、散歩に出かけ、めいっぱい身体を動かして過ごし、「お腹

がすいた」＝食べたいという意欲を持たせた。 

次年度方向性 しっかりと日課に取り組み、身体を動かすことを楽しんで過ごすことで、

空腹感を持てるようにする。そこから食の意欲を持たせる。 

2 計画・ねらい 食事つくりや食事準備に関わり、日々食への興味関心を高める。 

実践結果 収穫からの調理など、線でつなげたクッキング活動を行った。また、当番

にて、配膳を行い、準備片づけを手伝うことで、食への興味を高められる

ようにした。 

次年度方向性 自分たちで育てた作物を、自分たちで収穫、調理し、食す体験をする。食

への興味を高められる活動を日々、提案していく。 

3 計画・ねらい 食事時間を楽しいものととらえられるように、孤食をさけ、食べる意欲を 

養う。 

実践結果 好きな人と、好きなものを、好きなだけ食べることで、「楽しい」と感じ

るような食事の時間が提供できていた。「ジブンで食べる」を実践し、自

らおかわりをする姿が多くあった。 

次年度方向性 食事の時間が楽しいと思えるように、引き続き、「好きな人と」「食べた

いものを」「食べたいだけ食べる」を実践する。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

歯科検診 2022年8月2日にルームにて実施(ビーバー号利用) 

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） 

流行した感染症 ① 併設されている保育園にて新型コロナウイルス感染症が流行する 

 スタッフ3名感染 児童2名感染 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月25日に宮下どろんこ保育園にてエピペン研修をスタッフ6名受

講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ7名のうち、6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、うがい指

導・手洗い指導を行う。また消毒・換気を徹底するなど各園で記載 
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〈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 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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0日 

身長体重測定 毎月1回／20日 実施済み 

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月の施設内会議時  

⇒4月･10月に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 子どもたちが自発的に行動できる環境を、常に考え工夫していく。 

実践結果 子どもたちが主体的に活動できる場を話し合いながら、実践した。子ども

たちの作品を掲示したり、ポートフォリオで子どもたちの活動の様子を貼

りだしたりした。 

次年度方向性 子どもたちの日々の様子をとらえ、日々環境を構築していく。振り返り、

見直し、再度実践というサイクルで、最善の環境を提供できるようにす

る。 

2 計画・ねらい 大人が見本となるように整理整頓を行う。 

実践結果 整理整頓を心掛け、大人が率先して動くように意識した。使ったものはも

とに戻すことができるように、わかりやすい配置や置き場を提案した。 

次年度方向性 きれいなことが当たり前、心地よいと感じるように、清掃や整理整頓の意

識を高める。 
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3 計画・ねらい 静かに過ごしたい空間の確保をする。 

実践結果 ホールの空間や、一時保育室を上手く活用できていなかった。一人で遊び

たい子の居場所が事務室になってしまった。 

次年度方向性 静かに過ごしたい、一人で遊びたいという要求にこたえられるように、静

かに過ごせる場の空間作りを行う。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

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 サークルベンチ 玄関前ホール 毎日 異常なし 

2 L 字パーテーション 玄関前ホール 毎日 異常なし 

3 本棚 一時保育室 毎日 異常なし 

4 タオルラック 幼児縁側 毎日 異常なし 

5 スタッフ下駄箱 つむぎ支援室入口 毎日 異常なし 

6 水槽棚 縁側 毎日 異常なし 

7 トイレサンダル棚 幼児トイレ前 毎日 異常なし 

8 バイキングテーブル 幼児室 毎日 劣化のため解体済 

9 レゴ台 幼児室 毎日 劣化のため解体済 

10 ブランコ つむぎ支援室 使用時 使用なし 

 

 

 

5. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

地域の学校とるながり、作業療法士を目指すにあたり、発達支援の分野での作業療法士の役割や多職

種との連携を学び、就職を考える際にこのような分野があるということを知ってもらうために、2020

年度より、見学実習を実施している。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月8日～25日 千葉医療福祉専門学校 17人 見学実習 
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6. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践結果 支援地経中に起きる事故や怪我を防止するために、室内や屋外の環境の安

全性について毎日点検し、必要な補修等を行い、危険を排除することに努

めた。 

2 実践結果 緊急時における対応方法について、マニュアルに従い、全スタッフが対応

方法について理解し、予め計画された役割を実行できるように訓練を行っ

た。 

3 実践結果 非常災害に備えて消火設備等の必要な設備の点検や備蓄品の管理、また、

年間消防計画に沿って訓練を行い、避難方法や関係機関などへの連絡体制

の確認を行った。それらを定期的に保護者に周知した。 

4 実践結果 発生した事故事例や、事故につながりそうな事例の情報を収集し、スタッ

フ間で共有した。 

5 実践結果 外部からの不審者の侵入を含め、子どもが犯罪に巻き込まれないように事

業所として防犯マニュアルを定期的に確認するとともに、関係機関と連携

して防犯に関わる安全確保への取り組みを行った。 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

22日 

6名 

27日

6名 

24日 

6名 

22日 

7名 

26日 

7名 

30日 

7名 

28日 

7名 

25日 

7名 

23日 

7名 

27日 

7名 

22日 

7名 

23日 

7名 

社内講師研修   29日 

1名 

 5日 

1名 

9日 

2名 

16日

1人 

15日 

3名 

26日 

1人 

27日 

1人 

5日 

3人 

17日 

2人 

18日 

1名 

19日

1人 

11日 

1人 

22日 

1人 

24日 

1人 

 17日

1人

25日 

1名 

3日 

2名 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

4月9日 子ども発達支援研究会 
子どものトイレトレーニン

グをどう支えるか 
1名 無 

4月10日 そらともプロジェクト 学びの多様性を保障する 1名 無 

4月15日 事務室 NEXT 授業テラス 
自己肯定感を高める言葉か

け 

1名 
無 

4月23日 KHJAPAN 保育のプロジェクト 1名 無 

4月24日 
ニューロダイバーシティサ

ロン 

脳の多様性がひらく子ども

の子育て 

1名 
無 

4月27日 SQC オンラインサロン 

スウェーデンのインクルー

シブ教育と特別支援教育と

は 

1名 

無 

4月29日 子ども発達支援研究会 
コミュニケーションを増や

す親子の「ことば」遊び 

1名 
無 

5月3日 子ども発達支援研究会 
LDを抱える子どもの学習支

援 

1名 
無 

5月15日 みんなで就学活動 

就学にのぞむ保護者のため

のより良い就学活動の考え

方 

1名 

無 

5月19日 中央法規出版 
多様な子どもたちを受け入

れるための心得 

1名 
無 

5月22日 子育てこころケア湘南 センスオブワンダー 1名 無 

5月22日 そらともプロジェクト 
マカトンサインでいきいき

暮らす 

1名 
無 

5月28日 
合同出版オンラインプロジ

ェクト 

児発・放デイの現場よくあ

る子供の関わり方の悩みを

話し合おう 

1名 

無 

6月10日 子ども発達支援研究会 ADHD の理論と支援 1名 無 

6月11日 子ども発達支援研究会 
乳幼児期の食べる事への支

援 

1名 
無 

6月19日 子ども発達支援研究会 
子ども中心のインテリアル

アプローチ 

1名 
無 
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6月20日 子どもの家バンビーノの森 

森の幼稚園とモンテッソー

リ教育から学ぶ誘導しない

子育て 

1名 

無 

6月23日 HOIKU 株式会社 見守る保育を楽しく学ぼう 1名 無 

6月27日 合同出版 
発達障碍児支援がワンラン

クアップする315の工夫 

1名 
無 

7月3日 子ども発達支援研究会 
インクルーシブ教育と合理

的配慮 

1名 
無 

7月4日 園長大学＠保育士大学 

「子どものアトリエ」から

学ぶ3つのプレゼンテーシ

ョン 

1名 

有 

7月6日 保育 CAN 
多様な子どもたちの発達支

援① 

1名 
無 

7月17日 そらともプロジェクト 
子どもの学びと育ちを深く

とらえる 

1名 
無 

7月24日 ルクミー 
子ども真ん中の子育て・保

育の実現に向けて 

1名 
無 

7月31日 RAC 
RAC アシスタントリーダー

研修 

1名 
無 

8月6日 ルクミー 
社会全体で子どもを育てる

ということは 

1名 
無 

8月6日 
金子総合研究所オンライン

セミナー 
子どもの心とことばの育ち 

1名 
無 

8月7日 
NPO 法人学修デザイナー協

会 文部科学省 

探究学習への理解普及に向

けて 

1名 
無 

8月7日 子ども発達支援研究会 LDを抱える子への学習支援 1名 無 

8月9日 まちのアカデミー 
アート・アトリエの創造的

な保育環境の思考 

1名 
無 

8月11日 子どもと保育実践研究会 
架け橋期から教育を再考す

る 

1名 
無 

8月11日 子どもと保育実践研究会 
自然環境を活かした保育実

践の取り組み 

1名 
無 

8月25日 りんごの木 子どもが主役の保育実現し 1名 無 
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てますか 

8月29日 子ども発達支援研究会 
理解力はあるが、発語のな

いお子さんの支援を考える 

1名 
無 

8月31日 りんごの木 
地球に生きているというこ

と 

1名 
無 

9月1日 りんごの木 
環境から学ぶ子どもたち 

どんな環境が良いでしょう 

1名 
無 

9月1日 りんごの木 歌は誰でもつくれるの 1名 無 

9月2日 りんごの木 ちょっと聞いてあいこさん 1名 無 

9月6日 まちのアカデミー 
アート・アトリエの創造的

な保育環境の思考 

1名 
無 

9月8日 合同出版 
発達が気になる子の脳と身

体を育てる感覚遊び 

1名 
無 

9月17日 保育 CAN 
多様な子どもたちの発達支

援② 

1名 
無 

9月23日 であい授業 
であいの幸せでみんなが変

わる 

1名 
無 

9月25日 発達療育実践研究会 
いま子どもに足りない4つ

の「不」 

1名 
無 

10月6日 園長大学＠保育士大学 心を育てる保育環境 1名 有 

10月10日 
子育て教育コミュニティ

「つみき」 
子どもがつくる学校 

1名 
無 

10月11日 まちのアカデミー 
アート・アトリエの創造的

な保育環境の思考 

1名 
無 

10月14日 園長大学＠保育士大学 
インクルーシブ保育導入の

すすめ 

1名 
有 

10月16日 
バリアフリー教育開発研究

センター 

イタリアのフルインクルー

シブ教育の実際 

1名 
無 

10月20日 園長大学＠保育士大学 
保育と自然を未来志向で考

えてみよう 

1名 
有 

10月21日 園長大学＠保育士大学 おはなしかごの文化を学ぶ 1名 有 

10月21日 せんせいゼミナール キーワードから探る保育の 1名 無 
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奥深さ「子どもの権利」 

10月30日 そらともプロジェクト 共に生きる社会へ 1名 無 

11月3日 日経 XWOMAN 自走する部下が育つ 1名 無 

11月8日 まちのアカデミー 
アート・アトリエの創造的

な保育環境の思考 

1名 
無 

11月10日 
日本セルフフェスティーム

協会 

子どもの自己肯定力アップ

講座 

1名 
無 

11月11日 中央法規出版 
○○ができるようになる運

動遊び 

1名 
無 

11月13日 そらともプロジェクト 共に生きる社会へ 1名 無 

11月14日 千葉県 
虐待防止・権利擁護専門研

修 

1名 
有 

11月19日 園長大学＠保育士大学 
保育と自然を未来志向で考

えてみよう 

1名 
有 

11月23日 おおぞら未来スクール 

10年後の子どもたちに必要

な「見えない学力」の育て

方 

1名 

無 

11月29日 JIREA 
もざいく  描くこと、言

葉、素材が紡ぐ物語 

1名 
無 

12月4日 広報部 公開講座 
正しく知ろう！障害のある

子どもたちへの「性教育」 

2名 
無 

12月5日 せんせいゼミナール 
キーワードから探る保育の

奥深さ 

1名 
無 

12月9日 子育て教育コミュニティ 
子育て教育対話会「合理的

配慮について」 

1名 
無 

12月10日 PLAY LEARN 
子どもはみんなアーティス

ト① 

1名 
無 

12月11日 
保育の質を考えるシンポジ

ウム 

保育の質を高め合うシンポ

ジウム 

1名 
無 

12月14日 千葉県 

R4年度千葉県サービス管理

責任者及び児童発達支援管

理責任者基礎研修 

1名 

有 

12月17日 PLAY LEARN 子どもはみんなアーティス 1名 無 



20221215 版 

 

ト② 

12月21日 千葉県 
虐待防止・権利擁護専門研

修 

1名 
有 

12月29日 ぐうたら村 小さな太陽2022 1名 無 

1月5日 多様な学びをデザインする 
ちがいを強みに変えるヒン

ト 

1名 
無 

1月8日 
子育て教育コミュニティ

「つみき」 
発達障害の子の気持ち 

1名 
無 

1月10日 まちのアカデミー 
アート・アトリエの創造的

な保育環境の思考 

1名 
無 

1月16日 マイナビ保育士 子ども主体の保育実現へ 1名 無 

1月19日 園長大学＠保育士大学 
保育と自然を未来志向で考

えてみよう 

1名 
有 

2月3日 ぐうたら村チャンネル 
保育が本当に地域に必要と

されるには 

1名 
無 

2月22日 せんせいゼミナール 
キーワードから探る保育の

奥深さ 

1名 
無 

 

 

〈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） 

21日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

28日 

2名 

18日 

2名 

15日 

2名 

20日 

2名 

17日 

2名 

22日 

2名 

19日 

2名 

16日 

2名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

26日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 
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〈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 

マンスリー児において、商店街ツアーや異世代交流にて地域の高校生が来園し、 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：宮下公園にて 

その他活動 5月28日 つむぎ宮下ルームにて木工おもちゃ作り 

7月16日 つむぎ宮下ルームにて親子アート体験 

11月5日 スイートファームにて芋ほり（焼き芋）体験 

2月25日 太巻き祭り寿司体験  

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

小学校との交流計画は、スタッフ間交流は実施できたが、子ども間の交流は新型コロナウイルス感染

症の流行のため、実施できていない。 

医療機関、幼保園、他の児童発達支援事業所等への訪問は、少しずつではあるが、行うことができ

た。また、電話等で情報の共有をし、最善の支援を提供できるように努めた。 

支援が途切れることのないように、放課後等デイサービスの情報提供を行った。 

 

 

〈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 

6月22日 周南小学校 

1年1組、1年2組 

特別支援学級 

2名 

授業参観（周南小学校

教室） 

スタッフ間交流 

6月27日 周南小学校  

1年1組、1年2組 

特別支援学級 

2名 

授業参観（周南小学校

教室） 

スタッフ間交流 
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10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

お子さまの発達の様子、環境及び日常生活全般に応じて、適切な療育目標を設定し、目標に応じた内

容を検討する。6ヵ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて目標や支援内容の変更を

行う。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

就学相談を利用して連携機関や小学校と、個々の細かな様子や情報の共有を行い、就学後も安心して

生活ができるように努めた。 

希望の方には、就学支援シートを作成し、学校側に引継ぎを行った。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計1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24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 

16名 4名 16名 12名 13名 18名 13名 16名 4名 6名 17名 16名 151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5回実施済み 

参加者延べ人数 42名 

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 2名 17名 0名 0名 0名 8名 0名 4名 6名 8名 45名 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 にて実施 

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：宮下公園にて 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 

-名 0名 0名 0名 2名 0名 0名 4名 -名 0名 0名 2名 8名 
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12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受診なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年８月２１日、２２日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施済

み。 

自己評価開始時刻： ９時００分 

自己評価終了時刻：１２時００分 

自己評価実施者：内部監査室 森谷太郎 

 

 

〈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：９５％ 

 

子どもたちが楽しく通っている、スタッフの丁寧な対応に満足しているなどというご意見を多く頂い

た。今後も、みなさまが満足した支援を提供できるように、宮下ルームならではの活動を企画、実践

していく。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見：0件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

重篤なケガ（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：発達支援つむぎ 宮下ルーム施設長 小坂 美保子 
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2022年度 子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
どろんこ会の子育て支援、児童発達支援ガイドラインに沿った支援、子どもの最善の利益を提供し

ていくため、子どもの主体性を重視した生活・遊びを柱とした環境を昨年度に引き続き、創ることを

意識してきた。疑似体験でなく、実際に体験をし、力を身につけていくことを大切にするため、多様

な環境が保障される戸外での活動の充実を図った。 

障害の種別や重さに関わらず、子ども自身、自ら発達、成長をしていかれる環境構成を行い、子ど

も同士の育ちあいに重きをおいてきた。生活や学びにむかう力の基となる気持ちを育んでいくため、

個々の気持ち、想いに寄り添い、個々それぞれの表現を認め、応答的な関わりを大切にしてきた。地

域の中核となるべく、地域の公園に出向き、活動を公開することや園庭・カフェ開放を通し、施設を

理解してもらうように努めた。次年度は更に子どもを真ん中にした活動の展開や地域連携を深めてい

く。 

 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 戸外活動の充実・実体験から得る力の獲得 

実践結果 ・マンスリー、ビジター、個別に関わらず、多様な環境、自然の中の変化

ある環境の中で五感を通し、経験する、継続した活動から今日の続きを充

分楽しめる環境を創っていく中、身体作りから生活する身のこなしや言語

の獲得やコミュニケーション力の獲得をする姿を見ることができた。 

・畑仕事や給食の当番等仕事を担うことで、ジブンの居場所や生活に参加

する経験へとつながっていった。 

・焚火での体験、泥遊び、田植え等の火・水・土の活動では個々、それぞ

れの関わり方を尊重することで、主体的な活動参加や子ども同士の関わ

り、協働しながら、活動を発展することができた。 

次年度方向性 すべての支援を戸外での活動で得られる効果を検証していく。支援を行う

際のその目的・ねらいの抽出と活動の振り返りを行いながら、表現し言語

化することのできるスタッフ育成をしていく。 

2 計画・ねらい 食からつながる活動、学びの場の充実 

畑仕事から食につなげた活動、食の循環を学ぶ 

実践結果 ・コロナ禍ではあるが、食事場面でのコミュニケーション、関わりながら

食べる、味わう場づくりを大切にしてきた。その中で人と関わることを好

まない子や緊張が高くなる子の変化を感じることができた。(自ら話しかけ

てきたり、要求や気持ちを発信できたりなど) 

・畑仕事の個々の関わり方を認めることで、役割分担や興味関心を深める

ことができた。 

・素材の味をまずは味わうことから次につなげる調理活動に発展していっ
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た。 

・残菜から肥料づくりをする等、食の循環を子どもも大人も体験すること

ができた。 

次年度方向性 ・放デイを中心に堆肥化等、環境についての学びを行っていく。 

・調理、加工等を行い、食材の変化等を感じる学びをしていく。 

3 計画・ねらい 施設全般において整理、改善をしていく。 

無駄なものをおかない環境、業務分担 

実践結果 ・心地よい空間、快適な生活しやすい環境をつくる。施設の入り口でもあ

る玄関、スタッフ室の整理整頓をめざした。 

・業務分担においては係分担～会議体の設定や提案等を係のスタッフ自ら

が発信することに努めた。また、実施後の振り返りを係で行い、次の活

動、業務につなげるようにした。 

次年度方向性 ・スタッフ一人ひとりが支援活動や施設業務を自分事に捉え、提案発信が

できるチームを構築していく。 

 

 

〈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 保護者が快適で安心できる環境づくり 

実践結果 ・施設の入り口である、玄関やスタッフ室の整理整頓に心がけ、季節や伝

統文化等を感じることのできるものを飾る等をした。 

・玄関から入ってこられた際にスタッフ皆で挨拶をし、迎え入れる環境づ

くりを大切にしてきたことで、利用者アンケートで満足いただいている声

をいただくことができた。 

次年度方向性 ・更に心地よい施設づくり、清潔感ある施設づくりを心がけ、保護者の方

や地域の方の居場所となる安心できる環境や活動を取り入れていく。 

2 計画・ねらい 地域・人との関わりが感じられる環境づくり 

実践結果 ・月1回の美園台公園での青空保育では地域の保育園との関わりや低年齢

のお子さんとの交流が定着した。参加された方が園庭開放等や利用につな

がる等、施設の認知が深まった。カフェでのつむぎホッとカフェの開催を

行い、保護者同士の横のつながりや子育て講座等を行った。 

・今年度、どろんこ祭りの開催ができ、近隣の方の参加や保護者参加、訪

問先の園スタッフの参加もあり、今後の連携につながった。 

次年度方向性 ・地域の中にある施設という位置づけを深めていく、地域交流の会や施設

の環境を活かしながら、活動を公開できる場を構築していく。 

3 計画・ねらい 子育て相談・茶話会の開催 

地域公開講座 

実践結果 ・カフェスペースを利用し、保護者同士の横のつながりがもてるよう、子

育て相談会や公開講座等を行った。保護者自身の安心できる場づくりをす

る中で、保護者同士、情報共有や。子育てのことを話し、繋がる様子がみ

えるようになった 

次年度方向性 ・保護者の交流会や子育て相談会の充実。 

・同窓会等の実施 
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〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 青空保育、他園との交流・合同散歩の充実 

実践結果 ・地域の中にある施設として、また、地域の中で生活する子どもの力を育

んでいく意味から地域の方や近隣施設と連携深めていくため、つむぎカフ

ェにて茶話会や講座の開催をした。 

・青空保育では施設～園庭開放へとつながっていった。 

次年度方向性 ・近隣施設との交流、法人内保育園との交流、合同体験活動の実施。 

2 計画・ねらい つむぎカフェにて茶話会の開催 

実践結果 ・つむぎほっとカフェの開催を今年度から行った。保護者の要望等をお聞

きしながら、内容を検討し、実施することで保護者の方自身のリフレッシ

ュできる内容となった。 

次年度方向性 ・保護者の方、地域の方のほっとできる環境づくり、子育て講座の開催を

し、子育ての応援のできる場を目指す。 

3 計画・ねらい 施設内子育て地域講座相談会の開催 

実践結果 ・つむぎほっとカフェ内での講座等のみの開催となった。 

・次年度は地域に公開する講座の実施をしていく。 

次年度方向性 ・地域の方、訪問先施設のスタッフ、保護者等、地域講座の開催をし、地

域の中の施設の認知度を高めていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい カリキュラムマネジメント・活動計画ねらいの抽出 

実践結果 ・日々の朝礼の中で各グループの活動のねらいを共有し、皆で支援をして

いく視点や継続した支援をしていくこと、子どもの様子、発達段階から活

動の立案をしていくことを大切にしていくことで目的をもって支援してい

く意識づけや活動の工夫する思考にもつながった。 

次年度方向性 ・ねらいの抽出や共有や言葉で伝えていくことは継続して行っていく。 

保護者への活動の伝達・フィードバックでも支援の目的をもって行ってい

る事を発信できるスタッフ育成を行っていく。 

2 計画・ねらい チームで取り組む支援を学ぶ 

実践結果 ・活動後の振り返りを日常的に行い、子どもとの関わり方や、連携、共

有、協働等について、どうだったかを話し合いの場を設け、皆で支援して

いく視点をもてるように心がけた。 

・都度、チーム皆で支援していく意識づけをしていくため、言葉を掛けあ

い、互いを認めていく環境をつくるように努めた。 

次年度方向性 ・グループごとや係ごとの話しあう場を更に構築し、役割分担や整理をし

ていく。 

3 計画・ねらい 研修報告・共有・学習会 
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実践結果 ・施設会議や終礼等を利用し、個々が学んだことをアウトプットした。 

・その時々の施設課題に対し、学習会の提案等をスタッフ自らできる様、

会議等に時間を設けた。 

次年度方向性 ・個々の専門性が活かせる研修・学習会の設定をしていく。 

 

 

〈５〉食べることを楽しむ中で食に関わることに興味関心をもち、自ら関わる気持ちを育む 

1 計画・ねらい 食事場面での関わりあいに重きをおき、応答的関わりを全スタッフで実践

していく。 

実践結果 ・コロナ禍にはあったが、食事場面での子どもたちが個食になることな

く、食事時間の関わりを大切にし、食卓に向かいたくなるような環境づく

りやスタッフの配置に心がけることで食事場面に関心をもち、食卓、椅子

に座る等、子ども自らが行なう姿が見られた。 

次年度方向性 ・子どもが食に安心して、興味関心がもてるような関わり、環境づくりを

深めていく。 

2 計画・ねらい 畑仕事と戸外での活動をつなげ、日常的に畑での仕事を行っていく。 

実践結果 ・田んぼ作り、土づくりから参加をし、遊びながら畑仕事に興味をもつ。

また、大人の仕事をする姿を見て、憧れ、真似ることから仕事への参加に

つなげることができた。 

・それぞれの参加の仕方を認めることで、役割分担や関心あることへの探

求、学びを深めることができた。 

次年度方向性 ・畑の計画立てから子どもと共に行い、更に主体的に参加していく環境を

整えていく。 

 

 

〈６〉子どもが決める・子どもが選ぶ戸外活動の充実 

1 計画・ねらい 施設庭の遊び毎のきっかけづくり、環境構成を行う。 

実践結果 ・子どもたちが興味関心をもち、好きな遊びが見つけることのできるよ

う、環境づくりからきっかけづくりを行う。日々の子どもの様子から環境

の振り返りを行い、戸外での環境や室内環境づくりを行った。 

・子どもたちが自ら遊びたいものを選べる環境づくりや縁側での活動をし

ていくことで戸外での活動が定着した。 

次年度方向性 ・戸外活動で得られる効果の共有や発信をしていく。 

2 計画・ねらい 子どもの視点、子どもの様子を感じ取れる視点をもつ 

実践結果 ・子どもの様子の観察を大切にした支援を全スタッフで意識し、行う事で

子どもの気持ちの動きや様々な出来事のワケを皆で共有することで支援の

内容や関わりを考え、工夫する思考や視点をもつことができた。 
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次年度方向性 ・子どもの行動からの危険予測、危機管理 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 
 

児童発達支援 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 

572

人 

621

人 

719

人 

477

人 

585

人 

611

人 

694

人 

678

人 

690

人 

648

人 

690

人 

690

人 

7675

人 

登録時

数 

94人 97人 96人 100

人 

106

人 

110

人 

113

人 

115

人 

120

人 

121

人 

122

人 

125

人 

1319

人 

（解説）マンスリー・ビジターグループ・ビジター2歳グループ・個別支援 
 

放課後等デイサービス 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 

234

人 

254

人 

289

人 

231

人 

185

人 

246

人 

238

人 

218

人 

226

人 

224

人 

225

人 

230

人 

2800

人 

土曜個

別 

64人 64人 64人 64人 64人 64人 62人 63人 63人 62人 62人 62人 758人 

（解説）月～金グループ活動・土曜日個別支援 

 

保育所等訪問支援 実施状況                     

  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 

10人 18人 20人 12人 6人 14人 20人 22人 16人 16人 23人 25人 202人 

（解説）訪問支援員1名＋週1日1名の増員 

 

相談支援事業 実施状況 

 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 

新規 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

継続 21人 27人 18人 19人 23人 26人 10人 18人 11人 18人 20人 20人 231人 

（解説）月～金グループ活動・土曜日個別支援 
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〈２〉開所時間 
  

９時００分～１８時００分  

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 
 

施設長1名 副施設長1名 児童発達支援管理責任者2名 

保育士6名 看護師1名 

機能訓練担当（言語聴覚士2名、作業療法士1名、理学療法士3名、心理担当スタッフ2名） 

児童指導員6名 栄養士2名 事務1名 用務1名 相談支援2名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・虐待演習 

・情報共有 

給食運営会議 月1回 喫食状況確認、献立検討、衛生管理、情報共有 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、インシデント検証、重大事故検証 

支援計画策定会議 適宜 支援計画に伴う情報共有、支援方針、目標設定 

ケース会議 月1回 子どもの情報共有、支援計画、活動の検討及び見直し実施 

 

 

〈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 

（6.7.11・2月） 

施設長 

調理スタッフ 
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保健会議 

／法人本部 

年4回 

（6.7.11・2月） 

施設長 

看護師 

主任会議 月1回 主任 

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 衛生関係チェック表の確認の徹底を図る 

安全対策係 月1回の避難訓練の実施、振り返りから課題の抽出を行い、次年度

に繋げる。 

防火管理者 防災計画の立案、消防計画の見直し、近隣施設、近隣住宅との

連携 

食品衛生管理係 飲料水の管理、衛生点検、清掃管理、食品サンプルの管理 

畑係 年間計画の立案、飼育管理・園庭整備・環境の整備等 

生き物係 年間計画の立案、飼育管理・園庭整備・環境の整備等 

 

 

〈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 どろんこ祭り内容の立案、役割分担、地域への発信、祭りの開

催 

防災係 月１回の防災避難訓練等の計画、実施、振り返り、近隣への発

信、消防署との連絡 

 

 

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 

保育参加 
4～3月まで 合計1名 が参加済み  （3月1日時点） 

・コロナ禍にあり、参加が少なかった。 
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事業所内相談支援 
4～3月まで 合計14名 が参加済み  （3月1日時点） 

・ご希望に沿い随時実施 

保護者面談 

発達相談 
・随時実施 

 
 

〈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 子どもが食事場面での役割を経験し、食べることに期待をもてるように

個々の発達に応じた食事の提供、食に対し主体的に関われる環境づくりを

する。 

実践結果 子どもの発達段階を理解し、認め、援助や支援、関わりをもつ。食事場面

での訓練の排除をし、楽しめる食事の場つくりをすることで個々の食に対

する気持ちの育みや食の時間が豊かになった。 

次年度方向性 食事場面での様子の言語化～フィードバックの充実 

2 計画・ねらい 共に食べる喜び、心地よさを味わえるコミュニケーションや応答的な関わ

りを大切にした食事時間・環境づくり 

実践結果 温かい食卓、孤食にせず、共に食べていると感じられるよう、テーブルに

大人が必ずつくことを心がけた。 

次年度方向性 食事場面での様子の言語化～フィードバックの充実 

 

 

〈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21日／12月8日に実施 

歯科検診 実施なし 

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 

①  6月21日につむぎ会場にて内科健診を実施 

②  12月8日につむぎ会場にて内科健診を実施 
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流行した感染症  新型コロナウィルス感染報告あり(適時、自治体報告) 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・３月24日・ 

AED 使用できるスタッフの

状況（AED 設置施設のみ） 

・3月24日・5月27日に施設会議内にて AED 研修を計28名が新たに

受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ32名のうち、28名が使用可能 

その他保健に関する取組 ・新型コロナウィルス及び、他ウィルス感染予防のため、うがいや

手洗いのやり方の伝達、保護者や来所者の検温、マスク交換等の徹

底と清掃の徹底、消毒、定期的な換気を行った。 

 

 

〈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30日、10月30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 年2回／6月21日、12月8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5日、10月25日に実施済み 
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虐待防止委員会 年1回2月に実施済み 

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 実践結果 子どもたちの遊びが拡がる園庭環境づくり 

・定期的な園庭整備 

・築山の土の入れ替えやけが防止のため、砂利等を入れたが、排水や定期

的な土の管理をしていくことが難しい。 

2 実践結果 戸外活動の充実・室内外環境整備 

・ままごと・ブロック遊び等の構成遊びや絵本ゾーンを設置し、子ども自

らが遊びを選べるよう、ロッカーを工夫して使用することで、自ら選び、

遊ぶ姿が見られるようになる。個別支援もすべての活動において戸外での

活動を重視することで身のこなしの力の獲得やスタッフの危険予測の意識

がついてきた。 

 

 

 

〈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 パーテーション プレイルーム 毎日 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 実践結果 子どもたちの遊びが拡がる園庭環境づくり 

・定期的な園庭整備 

・築山の土の入れ替えやけが防止のため、砂利等を入れたが、排水や定期

的な土の管理をしていくことが難しい。 

2 実践結果 戸外活動の充実・室内外環境整備 

・ままごと・ブロック遊び等の構成遊びや絵本ゾーンを設置し、子ども自

らが遊びを選べるよう、ロッカーを工夫して使用することで、自ら選び、

遊ぶ姿が見られるようになる。個別支援もすべての活動において戸外での

活動を重視することで身のこなしの力の獲得やスタッフの危険予測の意識

がついてきた。 
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3 実践結果 施設内の整備、改善 

・清潔で快適な環境づくりのため、無駄なものを置かない、必要なものの

み施設内に置くことをした。 

4 実践結果 コロナ過における清掃・消毒の徹底、倉庫等の定期的な片付けの実施、設

備点検チェック、事故防止チェックを用いて施設内の点検実施を行った。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉 今年度の振返り 
・積極的に実習生を受け入れ、保育士、言語聴覚士を目指す学生が子どもたちと接する機会を提供し

た。日々の目標に対しての振り返り、子どもたちとの関りや業務内容の確認を丁寧に行った。 

実習地訪問では担当者と学生の状況などの意見交換を行い、今後の受け入れや就職相談などの連携に

努めた。丁寧な受け入れに努め、実習担当内での会議等を行いながら、受け入れについての検討をし

た。 
 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

5/9～5/20 越谷保育専門学校 1人 保育実習 

6/6～7/2 目白大学 1人 臨床実習 

7/4～7/15 埼玉福祉保育医療専門学校 1名 保育実習 

8/8～8/23 
日本ウェルネス保育専門学

校 
1名 保育実習 

8/8～8/24 浦和大学 1名 保育実習 

8/16～8/31 未来大学 1名 保育実習 

9/21 埼玉福祉保育医療専門学校 1名 観察実習 

9/30 埼玉福祉保育医療専門学校 1名 観察実習 

10/3～11/7 聖徳大学 1名 保育実習 

10/17～10/28 埼玉福祉保育医療専門学校 1名 保育実習 

10/31～11/25 埼玉福祉保育医療専門学校 1名 臨床実習 

11/7～11/25 浦和大学 2名 保育実習 

12/1～12/16 淑徳大学 2名 保育実習 

1/23～2/7 日本児童保育専門学校 2名 保育実習 
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2/6 埼玉福祉保育医療専門学校 2名 見学実習 

2/13～ 埼玉福祉保育医療専門学校 1名 臨床実習 

2/13～ 浦和大学 2名 保育実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 
実施なし 

 

 

 

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 

25日 

33名 

27日

33名 

24日 

32名 

29日 

32名 

26日 

32名 

16日 

32名 

28日 

31名 

25日 

31名 

23日 

31名 

20日 

31名 

22日 

31名 

2３日 

31名 

人権・虐待研修 28日 

 
   

26日 

 
 

21日 

 
     

アレルギー・疾病

研修 
 27日      25日     

性教育について        25日     

アプローチカリキ

ュラム・環境 
     16日 21日      

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5/13～27 
日本キャリアパスアカデミ

ー株式会社日本教育公社 

強度行動障害支援者養成研

修 
1名 有 

6/12 食べ物の文化研究会 
食と健康を考えるシンポジ

ウム 
1名 有 

7/2～10/12 
株式会社プログレ総合研究

所 
相談支援従事者初任者研修 2名 有 

5/23～7/25 学び事業部 性教育 2名 有 

7/11～ 
株式会社プログレ総合研究

所 

サービス管理責任者等基礎

研修 

1名 
有 
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7/27 学び事業部 
障害児を持つ親からみた障

害児支援・就学 

1名 
有 

10/15～20 株式会社 金登屋 
サービス管理責任者等更新

研修 

1名 
有 

10/6～12/9 
株式会社プログレ総合研究

所 

サービス管理責任者等実践

研修 

3名 
有 

11/1～12/3 スマートキッズ株式会社 
強度行動障害支援者養成研

修 

1名 
有 

11/8 
さいたま市保健福祉局福祉

部障害支援課 

視程障害児通所支援事業者

等研修会の開催について 

1名 
有 

1/24 学び事業部 遠見さんから学ぶ性教育 2名 有 

2/2～3 埼玉県相談支援専門委員会 
相談支援従事者専門コース

別研修 

2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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

17日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

17日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

全社員研修 12月に動画視聴にて研修を実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 

 

 

〈５〉新入スタッフ月次報告の確認 

子どもとの関わりや自身の振り返り、次月の取り組み、担当スタッフからのアドバイス等をまとめ、

業務の見直しを図った。写真を用いて検証することで、自身の着眼点、視点が明確になり、方向性が

分かりやすくなっていった。報告書にまとめることで自身の課題や子どもへの視点などの気付きにも

なっている。担当スタッフと共に課題を共有することで、目指す方向が見通せるようになった。新入

スタッフの把握することで全体の振り返りにもつながった。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 
つむぎカフェでの地域子育て支援の催しを今年度から実施をするが、アナウンスが施設内に留まって

しまい、保護者の方が多く、地域への発信が次年度の課題。 

月１回の近隣公園での青空保育では地域の保育園や住民の多くの方に参加していただいた。 

 

 

〈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：美園台公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：等 

 

 

 

9. 小学校との子ども間交流・スタッフ間交流 
 

〈１〉今年度の振り返り                                        
施設（保育園・幼稚園・小学校）から支援の方法や連携等～話しあう場の共有をもつことができた。

施設全体でケースを話し合い施設と連携を取る事が出来た。 

保護者・施設（保育園・幼稚園・小学校）・子ども発達支援センター三者の連携を深めることができ

た。 

今後の課題としては小学校への連携を更に図っていきたい。 

 

 

〈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 

4/19,4/21,4/22,

4/25,6/6,7/7,9/

9,9/13,9/27,10/

19,11/11,11/15

,11/30,12/2,1/1

7,1/20,1/23, 

大門幼稚園 6名 大門幼稚園 保育所等訪問 

5/13,7/4,7/8,9/

30,10/3,2/7,2/9 

岩槻ひまわり幼稚

園 

2名 岩槻ひまわり幼稚園 子ども間交流 

5/19,5/26,10/3,

10/13,10/21,2/

6 

北川口幼稚園 3名 北川口幼稚園 スタッフ間交流 
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6/1,6/9,9/14,10

/29,11/9,12/7,2

/1 

あいう園浦和美園

駅前 

2名 あいう園浦和美園 子ども間交流 

5/6,5/23,6/20,9

/15,11/8,1/26 

しらさぎ幼稚園 2名 保育参観（当園園庭） スタッフ間交流 

11/29,1/31 常盤保育園 1名   

4/6,5/11,6/8,8/

10,10/5,1/6 

ブライト保育園 1名   

5/9,6/27,6/30,8

/29,9/22,10/24,

11/24,11/28,12

/16,1/30, 

遍照保育園 2名   

4/26,11/18, 大谷口幼稚園 1名   

7/12,10/11,12/

5,1/13,1/24,2/7 

こばとの里こども

園 

3名   

5/25,6/15,8/31,

10/12,2/8,2/13 

きらりつばさ保育

園 

2名   

5/20,7/14,10/1

7 

安行幼稚園 1名   

5/13,9/28,11/1

6,11/18,11/25, 

まりーな保育園 2名   

5/13,7/11 桂愛幼稚園 1名   

4/14,6/7,7/22,1

0/28,12/9,1/10 

みらい保育園 2名   

4/20,6/22,9/21,

11/2，1/11, 

あいう園ウイング

シティ保育園 

1名   

5/31,8/22,10/2

0 

いちご保育園 1名   

10/18,11/21 ステラ保育園 1名   

11/10 すてっぷ保育園 1名   
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5/24,6/30,11/1,

12/22 

汽車ポッポ保育園 1名   

5/16,6/16,7/11,

9/8,11/7,1/27 

片柳幼稚園 1名   

5/30,6/21,7/19,

8/19,9/16,10/1

4,11/4,12/19,1/

12 

小鳩保育園 2名   

5/27,6/24,7/21,

10/4,12/1,2/2 

チャイルドルーム

東浦和 

1名   

5/18,7/6,10/26,

1/4 

きらり遊愛保育園 1名   

4/15,6/14,7/22,

8/16,10/12,12/

15,2/14 

川口こころ保育園 1名   

10/27 岩槻本町保育園 1名   

12/13 どんぐり保育園 1名   

12/13 川通小学校 1名   

11/7 芝原小学校 1名   

6/10 木曽呂小学校 1名   

6/29,2/3 新和小学校 2名   

11/16 大東小学校 1名   

 

 

 

10. 要支援児  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 
個々の発達や成長に柔軟に対応、支援を提供するため、必要に応じては６ヵ月以下での個別支援計画の見直

しをしていった。見直し前に担当スタッフのモニタリング及び児童支援管理責任者による保護者のモニタリ

ングを行い、保護者のニーズ、子どもの発達、適性を踏まえた上で最善の利益につながる支援内容について

検討、作成を行った。子どもの様子や背景等を理解、把握し、児童発達支援管理者を中心とした策定会議を
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実施し、子どもに携わるスタッフ皆で支援内容を検討し、適切な支援内容を抽出した。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 
幼保小連絡協議会への参加、就学支援シートの作成、うるおいファィル作成の共有を行う。 

 

 

 

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 

16名 22名 6名 13名 15名 16名 13名 27名 16名 14名 16名 15名 189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   

勝手籠設置 
（月）～（土）9:00～18:00 にて実施 

門扉前に無人のフリーマーケットかごを設置 

青空保育

（支援セン

ター主催） 

月1回   公園名：美園台公園にて 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 

16名 22名 0名 10名 12名 13名 13名 25名 9名 9名 12名 15名 156名 

・今年度から実施した、つむぎカフェでの交流の場の参加者は合計、35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８月２６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：８時３０分 

自己評価終了時刻：１８時００分 

自己評価実施者：森谷太郎 
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〈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：９２％ 

 

・施設を利用する人皆が安心できる施設、温かさの感じることのできる関わりを大切にすること、ス

タッフ一人ひとりが意識をもち、施設を創ることを心がけてきた。利用者アンケートでは、子ども一

人ひとりに丁寧な関わりがある、挨拶が気持ちいい等のお声をいただき、今後も子どもを真ん中に

し、保護者の方と共に皆で子どもたちの成長を喜び合う施設であることを大切にしていきたいと改め

て感じた。 

 

 

 

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   
報告すべきご意見 0件 

 

 

〈２〉報告すべきケガ（事故含む） 

No. 発生日 ケガ(事故)の状況とそれに対する対応結果 

1 11月２４日 4歳児 尺骨・橈骨骨折 

公園の U 字の車止めで遊んでおり、バランスを崩して転倒 

園内事故防止委員会を実施 

当該保護者・自治体への報告済 

 

 

※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  子ども発達支援センターつむぎ浦和美園 施設長 古川 みどり 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 八山田ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
保育所保育指針、児童発達支援ガイドラインに則りどろんこ会グループの理念「にんげん力・育て ま

す」「センス・オブ・ワンダー」「人対人コミュニケーション」を指針とし併設された八山田どろん

こ保育園と協働のもと、多様性を互いに認め合い、活かしあえるようなインクルーシブ保育を行 っ

た。 

 

 

 ① 基本としている異年齢保育・座禅・雑巾がけ・さくらさくらんぼリズム体操、散歩9時出発・ 畑仕

事・裸足保育・縁側給食・商店街ツアー・青空保育を確実に行って行った。 

② 異年齢の関わりの中でホンモノの経験・体験をもとに他者との協働や感情のコントロールを繰り返

し積み重ねていき、他者との思いや考えを共有する中で目標達成ができる環境を作っていった。  

③ 併設している八山田どろんこ保育園と混ざりながら共に過ごし、「やってみたい」という気持ちを

大切にして、自然・物・人・事・生活に積極的、意欲的に関り生きる力を育んで行った」。 

④ 開園2年目になり、現在よりも地域の方々とコミュニケーションを豊かにしていき、スタッフ 一人

ひとりが地域の一員である自覚を持ち、地域に根差した事業所となるよう努めていった。  

⑤ 日頃の挨拶や振る舞い気配りを大切にし、保護者、利用者、来訪者、誰が見ても綺麗な環境、 気持

ちの良い空間造りを目指していった。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 養護 一人ひとりが安心して快適に生活ができるようにする。 

実践結果 清潔で安全な環境を整え、適切な援助や応答的な関わりを通して子どもの 

生理的欲求を満たしていった。 

次年度方向性 継続して、一人ひとりに寄り添い過ごしやすい環境をつくっていき、受け

止められる環境を作っていく。 

2 計画・ねらい 生活の中での支援 日々の生活や遊びの中で様々なことに触れ、自己肯定感

を育てる。 

実践結果 戸外活動、散歩、畑仕事など生活の中で興味関心を持った事に寄り添い、 

共感しながら信頼関係を築いていった。 

次年度方向性 生活の中での支援は継続していき、様々な葛藤を味わう中で成長していけ

るように支援していく。 

3 計画・ねらい 自己決定  

自分で考え、自分で選択し決めていけるようにする。 
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実践結果 様々な場面で自分が選択し、決めいける環境を作っていった。 一人ひとり

の主体性を大事にして自己決定する経験を増やしていった。 

次年度方向性 自己決定をしていける環境や配慮をしていき、主体的に活動が行えるよう

に整備していきたい。 

４ 計画・ねらい 発達段階に合わせて成長に繋がる支援 

実践結果 個々の発達段階を捉え、必要な支援、手立てを生活の中で取り入れていっ

た。 専門性のあるスタッフ同士、多角的・多面的な視点での意見を出し合

い子 どもへの最適な支援を実践していった。 

次年度方向性 発達段階を捉えつつ、スタッフ同士で話し合いをしていきより支援の質を

高めていく。 

 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

保護者が安心して利用ができるよう、コミュニケーションを取り、悩みや課題を一緒に考え、保護者 

に寄り添った支援をしていく。 

1 計画・ねらい フィードバックの質の向上 

実践結果 保護者の立場に立ち、子どもの様子をわかりやすく伝え、支援の内容を明 

確に伝えていった。スタッフによりフィードバックの時間や質に違いがで

てしまっていたので、内容を精査できるようにしていく。 

次年度方向性 一人の主観でのフィードバックではなく、多面的に捉え話す内容を精査状

態で行えるようにしていく。 

2 計画・ねらい 事業所内相談支援 

実践結果 保護者の意向や気持ちを受け止め、障害の特性や発達の各段階に応じて 

「育ち」や「暮らし」を安定させることを基本に家族支援を行っていっ

た。 

次年度方向性 事業所内相談支援を積極的に使い、保護者支援も行っていく。 

3 計画・ねらい 関連機関との連携（関係連携加算） 

実践結果 相談支援、保育園、幼稚園と他機関との連携を図り、地域全体で支援をし 

ていく。 小学校、放課後等デイサービスなど就学に向けてのアプローチも

していった。 

次年度方向性 関係機関との連携を密に図り、地域全体での支援を行っていく。 
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地域の子育て支援事業 

保護者が安心して子育てができるよう、日頃から保護者とのコミュニケーションを豊かにする。日々 

の支援を外部に発信し、保護者や地域の方に知ってもらい子育て支援の拠点となるよう努めた。 

1 計画・ねらい ＳＮＳ・ブログによる配信 

実践結果 活動内容や取り組みを地域に発信。つむぎから子育てのヒントになるよう

にブログを毎月更新していった。 

次年度方向性 Instagram®、ブログの発信を継続し、つむぎの発達支援を知ってもら

う。 

2 計画・ねらい ＴＳＵＭＵＧＩカフェの周知・園庭開放 

実践結果 地域の方が気軽にカフェや園庭に集い繋がる場を提供するが、コロナの影

響で足を運ぶ方は左程いない現状であった。 

次年度方向性 カフェから繋がれる場となるように、誰もが集える場所として周知してい

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、児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイ 

ドラインの理解。 

実践結果 研修会を開き、それぞれの理解を深め、再確認する場を設ける。 また、自

ルームでの支援のあり方を考えていき、併設園のベースを作っていった。 

次年度方向性 引き続き、インクルーシブ保育を実践していくため学んでいく。 

2 計画・ねらい スタッフ一人ひとりが目標設定をしていく中で、自己分析、自己研鑽をし 

ていき、プロとしの自覚を持つ。 

実践結果 コンピテンシーの追及、ＭＢＯにて目標の設定をする。また、都度振り返

り面談を行い、目標に対して進捗確認を行っていった。 

次年度方向性 目標を立てたうえで、適宜進捗を確認し達成していけるようバックアップ

する。 

3 計画・ねらい 子育てスキル講座、勉強会への参加。 学ぶ姿勢を持つ。 

実践結果 積極的にスキル講座や勉強会に参加していき自身のスキルアップを目指し 

ていった。 

次年度方向性 園長大学®保育士大学を活用し、各々のスキルアップを目指す。 
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インクルーシブ保育 

1 計画・ねらい 多様な子どもたちとかかわり、それぞれの違いを受け入れ互いを認め合 

い、一人ひとりの成長を育んでいく。 

実践結果 保育園と連携を図り生活の中や、遊びの中など様々な場面で Trial＆Error 

を経験できる環境をつくっていった。 

次年度方向性 一人ひとりに合わせた支援を追求し、最適な環境の中でインクルーシブを

実現していく。 

 

 

 

食の循環への直接体験 

1 計画・ねらい 子ども自らが食材や食の循環・環境への意識を身につける活動の実行を進

めていく 

実践結果 食育３大方針「調理・保育士・施設長は子どもと一緒に食べる」「噛む力 

を育て、素材を味わえる状態で提供」「子どもが自分たちで盛り付け・配

膳して食べる」ことの実践をしていった。 

次年度方向性 食べる事に対しての理解を深め、子どもの発達の理解を深めながら食育に

繋げていきたい。 

 

 

戸外活動を通した体験 

1 計画・ねらい 戸外活動を通して様々な事に興味関心を持ち、主体的に関わる。 

実践結果 戸外活動での興味関心を広げ、やってみたいと思う環境設定や関わりをし 

ていき、Trial＆Error を多発させていった。 

次年度方向性 戸外活動の中で様々な出会いの場面を大事にし、関わり方を見守りつつ支

援に繋いでいく。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

151

人 

188

人 

239

人 

230

人 

223

人 

199

人 

250

人 

240

人 

225 

人 

233

人 

223

人 

222

人 

2623

人 

登録児

数 

19人 19人 

 

20人 21人 20人 21人 21人 21人 21

人 

22

人 

22人 22人 249人 
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〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分  

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者１名 

 社会福祉士１名 

 保育士２名 

 言語聴覚士１名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・専門士による支援技術の共有 ・研究テーマ（造形、音楽、

自然、食などを設け、資料を使った研修を行う。 ・つむぎ内

外から講師を招いた研修を行う。 

給食運営会議 月1回 食育会議・アレルギー対応・衛生点検 

事故防止委員会 月1回 
危機管理・安全対策・検証・研修・ヒヤリハット・インシデ 

ント 

支援計画策定会議 適宜 

・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。 ・個別支援・

グループ支援それぞれの担当者と児 童発達支援管理者が必ず

参加する。 

ルーム会議 適宜 利用者の様子・行事進捗 

ケース会議 適宜 情報提供・支援内容の検討 
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〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策 計画的

な安全点検の提案、利用者への注意喚起 

防火管理者 防災計画の立案、月1回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、近 

隣施設との連携の推進 

食品衛生管理係 飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食 

品サンプルの管理 

畑係 畑管理 

 

 

〈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 計画の立案・調整・実施 

運動会係 計画の立案・調整・実施 

生活発表会 計画の立案・調整・実施 
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4. 支援・処遇 

マンスリー 

・1日の生活に慣れ、安心して生活を送れるようにする。 

 ・戸外活動を通して異年齢や友だちとやり取りを楽しみ、遊びを 見つけられ

るように環境を作り、丁寧にかかわっていく。 

 ・興味関心をもったことに、主体的にかかわり発見を楽しんだり 考えたり遊

びにとりいれる。 

・異年齢のかかわりの中で、生活や遊びに達成感や充実感を味わう経験を保証

する。  

・様々な体験を通して感性を豊かにし創造性の芽生えを育てる。 

 ・友だちへの興味を広げ、遊びの中で共に育ちあう。 

ビジター 

・環境に慣れ、安心して過ごせる場を作る。 ・見通しを持てるようにかかわ

り、身の回りの事を自分で行う。 ・興味関心をもったことに、主体的にかかわ

り発見を楽しんだり 考えたり遊びにとりいれる。 

・集団の中での簡単なルールや約束を守れるようにしていく。 ・遊びを通して

興味関心を広げ、友だちとのかかわりを増やす。 ・友だちの様々な考えに触れ

る中で、自ら判断したり、考えたり し新しい考えを生み出す。 

個別支援 
・個々の発達課題に合わせ、就学に向けてアプローチをしていった。 

事業所内相談支援 
4～3月まで 合計名 ２５が参加済み  （3月1日時点） 

・ 随時、希望する保護者に対し実施 ・「相談支援記録」を活用 

保護者面談 

発達相談 

・ 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 

関係機関との連携 
・就学・就園に関する各関係機関との連絡調整 ・所属している保育園・幼稚園

との連携し、自施設における支援 内容の調整を行う。 

意見・要望への対 

応 

・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 

 

 

〈１〉計画した年間行事の振返り 

 

別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈２〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 調理員・保育士・施設長とこどもと一緒に食べる 
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実践結果 身近な人と食べて美味しいと思う子を育んでいった。食べたい物への意欲

を大事にしていった。 

次年度方向性 大人からの強要ではなく、自分から食べてみようと思えるよう子どもの気

持ちを受け止めながら関わっていく。 

2 計画・ねらい 食べたいもの、好きなものが多い子を育てる 

実践結果 食に旬があることを知り、季節を感じながら様々な地域の産物を生かした 

食事を体験した。 

次年度方向性 食べる事の意欲を持てる活動や機会を増やしていく。 

3 計画・ねらい 様々な伝統食や行事食を体験する 

実践結果 食の循環野菜等の栽培や収穫し自ら食べる環境をつくるが、実際に食べよ

うとする子は少なかった。 

次年度方向性 一人ひとりに合わせた食べ方、体験の仕方を考ええていく。 

 

 

 

〈３〉保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

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） 

その他実施した児童への保健

指導、又は、取組等 

①   6月4日に幼児室にてはみがき指導を実施 

②   9月3日に幼児室にて手洗い、うがい指導を実施 

③   12月30日に幼児室にて性教育を実施 

流行した感染症 ①   9月に新型コロナ、郡山市障がい福祉課へ報告。10月1日に終

息。 

発作・痙攣等の対応 計1名に対し、計1回ダイアップ使用 

 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・4月5日に八山田保育園にて保険研修をスタッフ2名受講し、習得

済み 

・本日時点で、在籍スタッフ7名のうち、6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、うがい指

導・手洗い指導を行う。 
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〈４〉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 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⇒実施していない日 0日 

衛生管理点検表／毎週 毎週金曜日実施⇒実施していない日 0日 

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⇒実施していない日 0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月の施設内会議時  

⇒4月16日、10月15日に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭5分間 実施済み 

施設内虐待防止委員会 1回／2月に実施 

利用者アンケート調査 8月25日～9月5日に実施済み 

 

 

〈５〉実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 居心地の良い場を創っていく 

実践結果 安心でき居心地の良い空間から隣り合う空間(０歳から５歳)の行き来を大 

切にする。夢中になる場・空間・時間・他者との共有を保障する。ありの

ままを受け止められている環境を考えていった。 

次年度方向性 環境の変化や場面の変化に敏感な子への配慮を考えていく。 

 

 

 

〈６〉手作り遊具安全点検結果 

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 パーテーション 幼児室・乳児室 毎朝 異状なし 
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5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 
 

1 防災対策 防災：消防計画に基づき、自衛消防隊を編成し避難訓練を月１回実施。震 

度５弱以上の際は、園が情報を発信安否・施設状況・避難先・を情報共有 

する体制をとる。また、帰宅困難者対策をふまえ災害に備える。マニュア 

ルの徹底 

2 ケガ、事故防止 

対策 

ケガ事故防止 事故防止チェックリスト年４回設備点検年６回を行い事故 

防止の徹底を図るまた、マニュアルにある園外保育・遊具等の保育士行動 

指針の徹底を図る インシデント・ヒヤリハット報告の分析 グループ内で

状況を共有し日々の保育の中で事故防止策を探る 

3 防犯対策 防犯：年２回防犯チェックリストに従い確認し、併せて不審者訓練を実施 

する。また、訓練は避難訓練確保・不審者撃退・通報の訓練でスタッフ全 

員を対象とする 

4 光化学スモッグ 光化学スモッグ・光化学スモックが発生しやすい気象条件・影響・光化学 

スモッグ注意報を把握し発令があった場合は、内容にあった看板・貼紙等 

を提示する。園児・スタッフは室内で過ごす 

5 危機管理 リスク管理委員会によるリスクマネジメント 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

初の実習生の受け入れとなり、児童発達支援としての役割を説明しながらインクルーシブな環境での

様子や支援の在り方を伝えていった。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

3月2～3月17日 関東学院大学 1人 観察参加実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

受け入れなし  0人 
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7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

15日 

7名 

13日

7名 

10日 

7名 

8日 

7名 

19日 

7名 

9日 

7名 

14日 

7名 

11日 

7名 

9日 

6名 

13日 

6名 

18日 

6名 

18日 

6名 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

10月20日 

11月19日 

11月20日 

1月19日 

園長大学®保育士大学 

保育と自然を未来志向で考

えてみよう  ~飼育・栽培・さ

んぽどうしてる？ 

1名 有 

10月3日 

福島県社会福祉協議会 福

島県保育士・保育所支援セ

ンター 

令和4年度保育所等経営者

セミナー 

1名 

有 

9月21～9月

30日 
学校法人ＹＩＣ学院 

2022年度 相談支援従事者

初任者研修（２日間コース） 

1名 
有 

9月21日２2

日  

10月18日 

10月28日 

福島県 
令和4年度福島県サービス

管理責任者等基礎研修 

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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

施設長勉強会 21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 
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〈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 

核家族化や地域のつながりの希薄化、子育ての負担や不安、孤独感が高まっているため、保育園・ 地

域・家庭が一体となって、子ども子育て支援を行い、子どもの健やかな成長を保障できるよう取り組

んだ。地域の方が自由に園を利用し地域の相談しあえる仲間でいられるようにとの思いから、月１回 

「ちきんえっぐ」を発行し、年間計画のもと地域交流を行った。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：八山田子ども広場 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ﾌﾙｰﾂﾋﾟｰｸｽ、ﾌﾞｲﾁｪｰﾝ、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ、東邦銀行、郡山

信用金庫、富田東郵便局、大東銀行、ﾐﾆｽﾄｯﾌ、ﾟ郡山北警察署、柏屋ﾐﾆｽﾄ

ｯﾌﾟ、ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ、ﾂﾙﾊﾄﾞﾗｯｸ、かんのや、ｶｲﾝｽﾞ、あひるのｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等 

世代間交流 ハートライフ八山田にて交流を実施 

異年齢交流 実施なし。 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

２１世紀の教育の在り方が模索され「小学校学習指導要領」「保育所保育指針」が改訂された。ま た、

子どもの生活の連続性を踏まえ小学校と連携が円滑にいくように連携・接続していく。キーワー ドに

なっている「主体的・対話的学び」とへの教育のありかたを具体的に小学校の教諭と共に要領・ 指針

の相互理解を図っていった。 

 以下計画について、小学校と相談・協議を４月１日（土）より開始する。小学校との交流活動（小 学

校見学・運動会未就園児プログラムへの参加）を通じて小学校との交流を図る。また、幼保小連絡 会

議への参加を通じての情報交換を行う。また、小学校へのスムーズな接続を実現するために、保育 所

保育要録送付児童情報申し送りの面談を実施した。 
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〈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 

8月29日 大島小学校 

 
1名 

・書類提出 

・電話にて対応 

就学前連携 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

① 子どもや家族への面談等により専門的な視点からアセスメントを実施する。子どもの障害の状態だ 

けでなく、子どもの適応行動の状況を適切な観点からみることができるツールを使って確認してい 

き、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、これまで受けてきた支援などを鑑み、保護者のニ

ーズに照らして子ども自身の持つニーズを明確にしていくことに重点を置く。  

② アセスメントでの情報について課題を整理し、具体的な支援目標やその達成時期、生活全般の質を 

向上させる為の課題、児童発達支援の内容や具体的な手立てを検討し、個別の支援計画を作成す 

る。  

③ 支援内容については、「いつ」「だれが」「どこで」「どのように」「どれくらい」支援するとい

うことが計画の中で明確になるようにする。  

④ 子どもや保護者に対し、ガイドラインに沿った児童発達支援の提供すべき支援を鑑みながらこれに 

基づき作成された「個別支援計画」を示して説明を行い、子どもに必要な支援が提供させる内容に 

なっているかどうか、同意を得る。 

⑤ 支援手法においては、個別支援・グループ支援などその子どもの課題に応じて適宜組み合わせて行 

う。  

⑥ 原則として6カ月に１回以上のモニタリングを実施するが、子どもの状態や家庭状況に変化があっ

た場合などは、改めて提供している支援の客観的評価を行い、支援計画の見直しをする。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

各自治体、関係機関と連携を図り、就学支援シートを作成し小学校への接続をスムーズにすると共 

に放課後等デイサービスへの接続にも円滑に行った。 

 

 

〈３〉毎月のケース会議開催 （適宜） 

策定会議だけでなく、ケース会議を実施することで、子どもへの理解をスタッフ全員で深めていき、

支援の内容を充実させていった。 
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11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 利用なし 

勝手籠設置 （月）～（土）7:00～20:00 にて実施 

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：八山田子ども広場にて 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 0名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２３年３月 1 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：９時００分 

 自己評価終了予定時刻：１２時００分  

自己評価実施予定者：阿久津祐太 

 

 

〈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：100％ 

 

 

 

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。 
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報告すべきご意見  

報告すべきご意見 0件 

 

 

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：発達支援つむぎ八山田ルーム施設長 阿久津祐太 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 新羽ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
子どもが安心して好きな遊びで遊べるよう、子どものやりたいことを尊重し、受け止めていくこと

を心がけた。難しかった点として子どものやりたいことを受け入れすぎることやスタッフの思いが強

くなることがあった。次年度は受け止めることと受け入れることの違いをスタッフ間で話し合い、対

応を考えていきたい。また自分でやりたいことを選択したり伝えたりすることができるよう自己表現

ができる環境を整えた。スタッフ自身の関わりを振り返り、「どこに行きたいか」ではなく「何をし

たいか」と言葉かけする意識をもった。次年度はデザインマップを作成し、言葉での表現が難しい子

どもも写真やイラストで選ぶことができるよう工夫していきたい。また集団の中で友だちの遊びを見

本とし、真似をすることが増えた。好きな人や好きな場所、好きな遊びが見つかり、遊びの幅の広が

りやコミュニケーションの向上、他者とのやりとりの広がりに繋がった。好きなこと・得意なことだ

けではなく、苦手なことにも挑戦していく自信がついてきたと感じる。次年度はより他者との関わり

が広がるよう様々な人と関わる機会をつくり、様々な遊びを展開していきたい。 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 主体的な活動 

実践結果 自分で活動を選択できるよう室内環境を見直し、コーナーを設置した。子

どもの様子に合わせて環境を随時見直した。また遊びの WEB マップを作

成し、子どもの興味関心を探りながら、次の遊びの方向性を検討した。 

次年度方向性 子どもの興味関心から遊びを拾い、コーナーを設置したり、遊びの道具を

変えたりしていく。遊びの WEB マップを作成し、子どもの興味関心が何

なのか探っていき、どんな道具があればもっと遊びが広がるかなどを保育

園スタッフと検討していく。 

2 計画・ねらい 戸外活動の充実 

実践結果 どの公園に行きたいかを問いかけ、公園の選択をしていた。遊びのＷＥＢ

マップ、ドキュメンテーションを作成し、公園で何をして遊んでいるかに

注目をして振り返りを行った。どこに行きたいかではなく、何をしたいか

で公園の選択ができることが増えている。 

次年度方向性 デザインマップを作成し、公園でどんな遊びをしたかを視覚化し、子ども

が遊びを選択しやすいよう工夫していく。公園の選択が難しい子どもに対

して強引に連れていくのではなく、「〇〇公園に行くよ」「まてまてしよ

う」などと行く場所や遊びを具体的に伝えて意識を高めていく。 

3 計画・ねらい 地域とのつながり 
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実践結果 散歩先ですれ違う人にスタッフが挨拶する姿を見せ、挨拶をする子どもが

増えてきた。近隣の園芸店への買い物を定期的に行い、交流を深めた。 

次年度方向性 近隣の園芸店、商店に定期的に買い物へ行き、交流を深めていく。ポスタ

ーやちらしを作成し、配布や掲示を行い、地域からの理解を深めていく。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 保護者が安心して預けられる場所 

実践結果 フィードバックでは子どもの様子を写真や動画を用いて詳しく丁寧に伝え

た。利用人数が増えたことでフィードバックの時間が十分にとれないこと

や待ち時間が長くなることがあったが、迎えの時間をずらす対応を行い、

時間の確保と待ち時間の短縮に努めた。また伝え方が難しいと感じる保護

者を対象として、伝わりやすい伝え方について検討後、実践し記録をとり

振り返りを行った。保護者に合わせた伝え方の意識づけができた。 

次年度方向性 保護者に合わせて伝え方を工夫する。伝え方が難しい内容や伝わりにくさ

を感じた時にはその都度、伝え方の検討を行い、よりよい保護者支援につ

なげていく。 

2 計画・ねらい 子育ての悩みや不安を相談しやすい場所 

実践結果 保護者の顔色や態度の変化を随時共有し、保護者の心境の変化や体調の変

化について敏感になる意識付けを行った。保護者の心情に寄り添い、対応

を検討し、必要に応じて事業所内相談支援を実施した。 

次年度方向性 子どもや保護者の様子の変化を感じた時には保護者に状況を聞き、必要に

応じて事業所内相談支援を実施する。発達検査後や就学前などの保護者の

心情や態度の変化を感じとり、保護者に寄り添った対応を心がける。 

3 計画・ねらい 保育園・幼稚園への移行支援、小学校との連携 

実践結果 所属する幼稚園・保育園への見学・相談を行い、子どもの様子の共有を行

った。スタッフの対応を統一することや子どもの成長や課題に対する共通

認識を持つことができた。また就園・就学をテーマに保護者対象のおはな

し会を実施した。就園児・年長児の保護者から体験談を聞き、具体的なイ

メージを持つことができた。 

次年度方向性 所属する幼稚園・保育園への見学・相談を引き続き行う。年度初めに小学

校見学を行い、小学校1年生の姿を見たうえで就学相談での保護者の悩み

に寄り添っていく。また保護者参観を実施し、実際の集団での様子を保護

者に見てもらう機会をつくる。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 近隣公園の清掃活動 
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実践結果 丘陵公園での草刈り・清掃にスタッフが参加し、地域の方々との交流を深

めた。 

次年度方向性 丘陵公園での草刈り・清掃を継続して実施する。 

2 計画・ねらい 近隣商店とのつながし 

実践結果 近隣商店への買い物を定期的に実施し交流を深めた。 

次年度方向性 ポスターやちらしを作成し、配布・掲示を行う。 

3 計画・ねらい 地域への情報発信 

実践結果 毎月ドキュメンテーションを作成し、その内容をもとにブログを作成し

た。子どもの活動の様子を継続的に見ることで、子どもの様子を詳しく知

ることができた。ねらいに対しての振り返りを行うことでねらいを明確に

することやどんな育ちが見られたかを把握できた。 

次年度方向性 子どもの気持ちや心情に寄り添った支援ができるよう、スタッフの関わり

方、言葉かけを見直す。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい チームでの支援 

実践結果 ケースカンファレンスを実施し、子どもの育ちや課題について共通認識を

持つことができた。スタッフ間で話し合う時間が増え、相談しやすい雰囲

気づくりを行った。 

次年度方向性 ケースカンファレンスを保育園スタッフと共に実施し、多様な視点で子ど

もの育ちや課題を捉えていく。 

2 計画・ねらい 活動のねらいを言語化 

実践結果 遊びのＷＥＢマップ、ドキュメンテーション、ケースカンファレンスなど

様々な手法を用いて話し合いを実施し、子どもの育ちや関わり方の振り返

り、遊びの様子など観点を変えて話し合いを行った。 

次年度方向性 遊びのＷＥＢマップ、ドキュメンテーションを保育園スタッフと交えて作

成し、振り返りを行う。活動のねらいを伝えあいながら、支援観・保育観

の共通認識を持つ。 

3 計画・ねらい 保育園スタッフとの連携 

実践結果 クラス担当制にしたことで、保育園スタッフとの連携が行いやすくなっ

た。クラス担任との連絡をこまめに取り合い、保育園スタッフからの相談

が増えた。 
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次年度方向性 クラス担当制にし、クラスごとの連携を行う。保育園との連絡をこまめに

行い、すべての子どもをすべてのスタッフでみる意識を高めていく。 

 

 

保育園と共に過ごす時間を深める 

1 計画・ねらい 日々の情報共有 

実践結果 クラス担当制にしたことで、担任との情報共有がこまめに行えたため連携

がとりやすくなった。保育園スタッフからも話しやすいと意見があったた

め次年度も引き続きクラス担当制で行っていく。 

次年度方向性 日々の振り返りを保育園スタッフと共に行い、様々な視点で子どもの様子

を考察していく。また公園の選定や行事の流れなどの立案を保育園スタッ

フと共に行う。 

2 計画・ねらい 子どもの様子を相談しあう 

実践結果 つむぎ利用児の様子を共有する機会が多くあり、保育園スタッフからの関

わりが増えた。つむぎ併用の保育園児について相談を受ける機会が増え

た。そのほかの保育園児に対しては話す機会が少なかった。 

次年度方向性 つむぎ利用児だけではなく全ての要配慮児、保育園児に対して、保育園ス

タッフと共に関わり方を検討していく。保育園スタッフと話をする中でつ

むぎスタッフの関わりの意図を伝え、お互いの支援観・保育観のすり合わ

せを行う。 

3 計画・ねらい 将来を見据えたねらいの考察 

実践結果 保育園スタッフが行事やクラス活動などで子どもの課題を捉えたことで保

育園スタッフと就学後の様子について話す機会が増えた。保育園での子ど

もの様子をその都度共有して話すようになった。一方でつむぎスタッフが

子どもの課題について伝えた時に保育園スタッフに伝わりにくさがある。 

次年度方向性 子どもの様子の振り返りを保育園スタッフと行う際に、就学後の様子や将

来の姿について具体例を挙げて伝えていく。課題や困難さに対してどのよ

うな配慮が必要かを保育園スタッフと共に考えていく。 

 

 

 

2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

児童発達支援 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 

198

人 

167

人 

224

人 

178

人 

191

人 

215

人 

247

人 

215

人 

215

人 

235

人 

200

人 

230

人 

2515

人 
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登録児

数 

22人 22人 24人 25人 28人 29人 33人 36人 34人 35人 37人 36人 361人 

地域の訓練会、リハビリテーションセンターでの口コミ評判が広まり、利用につながるケースが増え

た。 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 

 保育士１名 

 機能訓練担当３名（言語聴覚士１名、作業療法士２名） 

  

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・子ども、保護者、地域のチームに分かれて検討 

給食運営会議 月1回 子どもの様子の共有、食育活動の振り返り 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット、事故に関する検討 

支援計画策定会議 81回 子どもの育ちと課題に対して話し合い次期計画を立案する 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 
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併設園会議／法人本部 年4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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

 

係名 活動の様子・省察 

安全対策係 ハザードマップの作成・修正・追加 

防火管理者 避難訓練の実施 

食品衛生管理係 アレルギー児対応 

畑係 畑、プランターの管理。栽培・収穫・調理の実施。 

生き物係 ヤギ小屋掃除 

体験学習係 体験学習の立案・準備・進行 

 

 

〈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 感染症流行のため中止 

運動会係 保育園と初めての共同行事として新羽小学校体育館にて実施。慣

れない環境で参加が難しい児もいたが、保護者より肯定的な感想

を多くいただく。保育園行事に参加している意識が強く、計画を

共に行う難しさがあった。次年度は競技の内容を保育園スタッフ

と共に検討していく。 

生活発表会係 つむぎ利用児の登園日に合わせてリハーサルを実施するなど保育

園スタッフの協力を得ながら準備を行った。今年度は２、３歳の

参加のため参加しやすい内容であった。年齢があがっていくごと

に内容が難しくなるため保育園スタッフと参加方法や内容につい

て話し合いを行っていく。 
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4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 

・戸外活動を通して、運動機能の向上をはかる 

・他児への意識が高まり、共に過ごす時間が増えた 

・おはなし会を通して、保護者同士の交流が深まった 

グループ 

・日中の子どもの様子に合わせて活動選択を実施 

・体験活動や調理活動を多く取り入れ、遊びの連続性をはかる 

・子ども同士のやりとりが深まり、仲間意識がうまれた 

個別支援 
・子どもの課題について保護者と話し合い、実施 

・子どもの様子に合わせてスタッフの固定をし、関係性作りを実施 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計6名 が参加済み  （3月１日時点） 

・保護者が発達や家での関わりについて悩んでいる時に実施 

・幼稚園、保育園の見学後に園の様子を報告 

保護者面談 

発達相談 

・発達検査後に結果を考察し、今後の支援の方向性を検討する面談を実施 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計10名 が参加済み  （3月１日時点） 

・併用利用の幼稚園・保育園に訪問し、情報共有・支援の方向性・具体的な対

応方法の検討を行った。 

 

 

〈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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 畑仕事を通して、食べ物への興味を広げる 

実践結果 栽培した野菜を使用し調理活動を行い、食べ物への興味が広がった。一連

の活動を継続的に行ったことで、子どもが活動を選び、参加しやすかっ

た。プランターでは育ちにくかったため畑を保育園と共に使用していく。 

次年度方向性 保育園スタッフと共に畑の管理を行う。 

2 計画・ねらい 他児と共に食事をする中で、食事への意欲を育てる 

実践結果 他児と共に食べたいという意欲が高まり、他児が食べている食材への興味

が広がった。 
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次年度方向性 好きな人と好きな場所で好きなものを好きなだけ食べられるよう、スタッ

フの指示を減らし、子どもが自分で考えられるような言葉かけを行ってい

く。 

3 計画・ねらい 食育活動を通して、感性を豊かにする 

実践結果 大豆をつぶすなど視覚的な変化がみられる活動に参加しやすさがあった。

大人数での調理活動だと参加が難しい児が一人ひとりの個人作業の活動に

参加していた。子どもの様子に合わせて活動方法の工夫を検討する。 

次年度方向性 保育園スタッフと食育活動の参加方法を検討し、子どもが参加しやすい活

動になるよう工夫していく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 新型コロナウイルス 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・本日時点で、在籍スタッフ５名のうち、５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） 

・本日時点で、在籍スタッフ５名のうち、５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、手洗い指導

を行う。また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈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 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 
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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 

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月の施設内会議時  

⇒4月22日、10月28日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 子どもが自分で考え、自分で行動する 

実践結果 公園の写真カードを用いて子ども自らが散歩先の選定を行った。スタッフ

はどこに行きたいかではなく、何をしたいかという言葉かけを行い、目的

をもって散歩に行く意識付けを行った。 

次年度方向性 子どもが何をしたいかを考え、表現する機会が増えるようデザインマップ

を活用していく。 

2 計画・ねらい 他者と協働する 

実践結果 遊びのＷＥＢマップを作成し、遊びの振り返りを行った。子どもが何に興

味をもっているか、次にどんな道具や言葉かけがあると次の活動に広がる

かをスタッフで話し合い、遊びの充実をはかった。好きな遊びや好きな児

ができたことで他者との関わりが増えてきている。 

次年度方向性 遊びのＷＥＢマップを作成し、保育園スタッフと振り返りを行う。他者と

の関わりがうまれやすい環境構成や言葉かけを検討していく。 

3 計画・ねらい 戸外で遊ぶ 

実践結果 マンスリーでは戸外活動が充実し、散歩に行く意欲が高まる。ビジターで

は遊びの連続性をはかる中で室内での活動が増え、戸外で過ごす時間が少

なくなる。 

次年度方向性 マンスリー、ビジター共に戸外活動を行う。戸外に行くだけではなく、目

的やねらいを明確にして支援を行っていく。 
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〈７〉手作り遊具安全点検結果 

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 帽子入れ 幼児室 毎日 異常なし 

2 ロフト 乳児室 毎日 異常なし 

3 パーテーション 幼児室・乳児室 毎日 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 実践結果 非常災害時の対策として、消防計画に基づいた毎月の消防避難訓練、消火

訓練実施 

2 実践結果 防災設備点検実施 

3 実践結果 年２回不審者訓練実施 

4 実践結果 ヒヤリハット、インシデント、事故防止記録に基づいて、事故防止の検討

を実施。 

5 実践結果 園内外のハザードマップの修正・追加を実施 

6 実践結果 光化学スモッグ発生なし 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

 開所後初めてインターンの受け入れを行う。学生と振り返りを実施し、児童発達支援の理解を深め

る。学生から就職希望があり、説明会への参加を勧める。２０２３年度新卒採用になる。 

 学生の受け入れが初めてだったこともあり、スタッフが指導に悩むことも多くある。指導に向けて

スタッフの育成が必要と感じる。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

８月15日～26日 鎌倉女子短期大学部 専攻科 １人 インターン 
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9月５日～16日 

 

 

〈３〉中高生の受入 

 0人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

2２日 

５名 

26日

５名 

30日 

５名 

6日 

５名 

8日 

５名 

9日 

５名 

14日 

５名 

14日 

５名 

19日 

５名 

27日 

５名 

28日 

５名 

22日 

５名 

嘔吐処理研修        20日 

5人 

   

 

 

 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

なし 

 

 

〈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 

12日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

22日 

1名 

20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 

12日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

18日 

1名 

22日 

1名 

20日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

14日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 12月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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。 
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8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

 地域に開かれた子育て支援施設として、併設の新羽どろんこ保育園と共に地域交流

を実施。 

 

 

〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：ヨネヤマプランテーション、あおば、よつや、イオ

ン、郵便局、消防署  

世代間交流 8月5日に実施予定。先方の都合で中止。 

異年齢交流 5歳児対象に実施。対象児なし 

その他活動 ９月３日ワオキッズ（学童）祭り参加。1月18日消防教室実施。 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

就学支援シートを作成し、児童発達支援の支援内容、子どもの特性や状況、配慮事項について情報

提供を行う。幼稚園・保育園への移行支援として訪問および児童連絡票の作成を行い、情報共有、配

慮事項などについて話をした。 

 

 

〈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 

11月30日 新羽小学校 

 
２名 

小学校見学 スタッフ間交流 

2月15日 新田小学校  

 
２名 

小学校見学 スタッフ間交流 
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10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

６か月に１回のモニタリングを保護者と行い、子どもの育ちや課題、保護者の困りごとや要望につ

いて話をする。計画内容と子どもの姿にずれが生じている際には６か月を待たずに計画書の更新を行

う。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

就学支援シート５名作成。小学校との引継ぎを保育園スタッフと共に行う。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計０件 

自然食堂 

親子ランチ

交流 

毎週（水）10:00～12:00   ⇒計１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 1名 ０名 ０名 １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 

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 

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：新田公園にて 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 

1名 3名 1名 1名 0名 2名 0名 5名 5名 4名 3名 ３名 28名 
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12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年７月２２日に「内部監査チェック表」を用いて、以下の通り、自己評価を実施済み。 

自己評価開始時刻：９時００分 

自己評価終了時刻：１７時００分 

自己評価実施者：内部監査室 

 

 

〈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：100％ 

 

好意的な意見が多くあった。保育園との連携は保護者に伝わりにくさがあるため、フィードバックで

も話をしていく。スタッフの職種がわからないという意見があったため、スタッフ紹介を掲示した。 

 

 

 

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   

報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ 新羽ルーム施設長 浅田 沙貴 
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２０２2年度 発達支援つむぎ 生田ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
２０２２年度の基本方針は、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所として、①保

育園や幼稚園から小学校というフィールが変わっても途切れない連続性を生かした支援を行うこと、

②支援の担い手としての人材育成、③地域に根差す基盤を作ることを目指した。 

全体的に基本方針に準じての運営であったが、スタッフの柔軟な意見やアイディアを取り入れ、事

業計画がより拡大して実施された一年であった。 

 

① 保育園や幼稚園から小学校というフィールドが変わっても途切れない連続性を生かした支援  

日頃から未就学児と小学生が一緒に過ごす異年齢支援を行った。未就学児においては小学生と一緒

に活動することで、小学生の姿を知ることが出来た。しかし、保護者同士が交流する場面を設けなか

ったことは、保護者支援の視点において今後の課題である。 

 

② 支援の担い手としての人材育成  

ルーム内会議での学びの時間、子育てスキル講座の参加、各スタッフ発信の勉強会など、学びのイ

ンプット及びアウトプットは多かった。しかし、利用登録児が児童発達支援、放課後等デイサービス

を合わせても１１名（２０２３年３月１日現在）であり支援数自体が少ないため、支援そのものへの

学びのアウトプットが少ない状況であった。今後はスタッフ自身やルーム全体の「学び」を実践に繋

げるために、利用者数の増加に努めていく。 

 

③ 地域に根差す基盤を作る  

２０２２年９月から生田緑地で青空保育、ルーム内での体験会（チャイティとクッキー作り）を地

域向けに始め、多くの地域の方が参加した。また、つむぎ利用の問い合わせや採用面接に繋がったケ

ースもあった。日頃の支援では、地域の商店街での買い物、公園での戸外活動や散歩など地域資源を

使って支援を行った。また、地域の療育を豊かにする会議（わにの会主催）への毎月の参加、自治体

や療育センターへの定期的な訪問、同業者への訪問など関係機関に出向き、地域に根差す基盤を作っ

た１年であった。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 【計画】養護の視点での支援 

【ねらい】安心して過ごすことによる明日への活力の育み 

実践結果 遊びを中心とした支援を行い、子どもが発信した「やりたいこと」を支援

の中で行った。保護者から「子どもがつむぎを好きと言っている」との声

もあり、つむぎでの時間は利用児の概ねが「素の自分」で過ごしている様

子があり、養護の視点で支援を行った結果であると思われる、 
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次年度方向性 子どもの発達やその日のコンディションを鑑みながら、支援の在り方が

「養護的側面」なのか「教育的側面」なのかを考え、物的及び人的環境を

整える。 

2 計画・ねらい 【計画】子どもが主役となる場所と時間 

【ねらい】子どもが自分で選ぶ、子どもが主体となることによる自己肯定

感の向上 

実践結果 自己肯定感を数値化しての測定はしていないが、「癇癪が減った」「我慢

が少しできるようになった」などの声を保護者から聞くこともあり、また

支援においても「できる」ことが増えた利用児が多かった。できなかった

ことができるようになる過程には自己肯定感の向上が伺われる。 

次年度方向性 子どもの「好きなこと」「できること」に着目をして支援を行う。「でき

た」の成功体験と達成感を得ながら、スモールステップで新しいことや苦

手なことに挑戦する気持ちを育む。 

3 計画・ねらい ・遊びや労働を中心とした支援 

ケガをしない強い体の育成 感情コントロールエラーや合意形成エラーを

経験する 他者理解や問題解決の向上 共同性・協同性・自発性の向上 

実践結果 遊びを中心とした支援はできたが、労働の視点では課題が残った。畑仕事

は読売ランド前どろんこ保育園に行く日が固定していた影響もあり、利用

児全員に保育園での畑仕事は提供できなかった。雑巾がけにおいては、前

半は提供の不安定さが見られたが、後半は概ね実施した。 

次年度方向性 次年度は日課活動の発達支援的意義を考え、日課活動を安定的に行う。 

4 計画・ねらい ・さくらさくらんぼリズム体操の提供 

ケガをしない強い身体の育成 

実践結果 楽しく身体を動かすことを目的として、他の音楽や身体を動かす遊びを行

った。しかし、さくらさくらんぼリズム体操の提供は少数にとどまった。

理由としてはスタッフがさくらさくらんぼリズム体操の身体的発達的効果

を十分に理解していないため、「子どもたちと一緒にする」ことへの動機

が不十分であった。 

次年度方向性 大人が身体的発達的効果を知り、大人がする姿を子どもたちに見せること

から始める。また、身体的動きが不十分の子どもたちは、違うリズム体操

などをして「楽しく取り組む」経験を通して、身体的動きを身に付ける。 

5 計画・ねらい ドキュメンテーションの作成 

活動内容の発信 待った気がしないサービスとしての接遇 活動の振り返

りとしての活用 

実践結果 使用する写真の不許可等もあり、ドキュメンテーションの作成はできなか

ったが、調理活動で作ったおやつ作りのレシピをカフェに置いた。支援中

に保護者がレシピを見ている姿などあり、ドキュメンテーションではない

が「待った気がしないサービスとしての接遇」の一端を担ったと思われ

る。 

次年度方向性 次年度は「待った気がしないサービス」を含む接遇に取り組む。多角視点

から接遇を学び、そのスキルを得て、利用者の気持ちに寄り添った接遇を

行う。 
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事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 事業所内相談 

保護者の不安軽減 保護者との支援の共通理解 

実践結果 日頃の保護者とのコミュニケーションから、事業所内相談を案内して実施

した。事業所内相談をすることで「支援後のフィードバック時間では時間

が足りない」「他の保護者がいて話しづらい」などが解消されたと共に保

護者の不安や悩みに応じることができた。また、保護者と共通理解を得る

ことによってより一層豊かなコミュニケーションに繋がった。 

次年度方向性 次年度も引き続き、事業所内相談を積極的に案内して実施する。保護者面

談としての位置づけで行うことで、相談の回数を増やし、より一層の共有

理解を深める。 

2 計画・ねらい ・保育園及び幼稚園、行政機関、他事業所などへの訪問または電話による

連携 

支援の共通理解 

実践結果 幼稚園及び保育園への園訪問、放課後等デイサービス利用児の所属学校の

訪問、就学支援シートによる連携、他事業所との連携を行った。連携によ

って、利用児やその家庭の背景などを知ることができ、支援の共通理解が

深まった。 

次年度方向性 サービス内容を利用者に周知して、次年度も引き続き、事業所内相談を行

う。 

3 計画・ねらい ・小学校との連携 

不登校児受け入れに伴い登校計画の作成 

実践結果 2022年度は2名の不登校児を受け入れた。併用している他事業や所属して

いる小学校と連携を行い、つむぎでの役割である養護的視点を大切にし

た。その結果、子どもたちは穏やかに過ごし、登校が進んだ利用児もい

た。 

次年度方向性 次年度は「小学1年生を知る」ことを重点施策として、小学1年生の授業見

学、特別支援学級の授業参観及び生田小学校での放課後の校庭遊びなど、

積極的に小学校と連携を行う。 

4 計画・ねらい ・日頃のコミュニケーション強化 

関係性作り 保護者の不安や悩みのより早い発見 

実践結果 保護者との対話の時間を持ち、雑談を含めたコミュニケーションの時間を

多く持った。必要があれば事業所内相談を行い、保護者の不安の軽減や悩

みへのより早い対応を行った。 

次年度方向性 引き続き、保護者との関係を深める。次年度は保護者懇談会も予定してお

り、保護者のニーズを把握しながら保護者支援を行う。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい ・SNSによる発信 

当施設の存在のアピール 子育てのヒントを伝える 

実践結果 SNSの自施設アカウントを取得し、月2～4回の発信を行った。活動の様

子を含め、施設の紹介、企画の紹介などを行った。SNSからカフェ利用に
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繋がったケースもあり、広く地域に自施設の存在を周知した。 

次年度方向性 引き続き、次年度も SNSで活動や企画などを伝える。また、子育てのヒ

ントになるような内容も発信するなど、より多くの視点を持って SNSを

発信する。 

2 計画・ねらい ・青空保育の実施 

公園などに足を運ぶきっかけ作り 地域の子育て世帯への「青空保育」と

いう体験の提供 発達相談へのきっかけ作り 

実践結果 2022年9月より青空保育を生田緑地で行った。毎回、5名から15名程度の

参加があり、絵本や紙芝居、季節の製作を行った。青空保育の中で発達相

談を受け、施設見学に繋がるケースもあった。 

次年度方向性 次年度も引き続き、青空保育を行う。勝手籠の運用も行い、より地域性の

ある青空保育を実施する。 

3 計画・ねらい ・地域に向けたカフェ利用の周知 

子育て及び発達相談の窓口となる 地域の方が気軽に来る場所となる 

実践結果 カフェ利用者は6月2名、7月4名、8月3名、9月2名、10月9名、11月8

名、12月1名、1月6名、2月4名、３月５名、10か月で合計４２名であっ

た。隣の生田支所出張所に来た帰りに当施設に寄るというケースも多くあ

り、親子で遊ぶ姿や保護者同士がゆっくり過ごす姿があった。 

次年度方向性 隣が生田支所出張所ということもあり、今後も親子連れのカフェ利用が期

待できる。今後は子育て相談や発達相談が気軽にできる場所として周知を

する。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい ・法人グループ近隣保育園への OJT 

保育を知る、近隣保育園との連携を深める、スタッフと子どもとの距離感

を学ぶ 

実践結果 2022年4月から6月にかけて読売ランド前どろんこ保育園やメリーポピン

ズ登戸ルームに OJTに行った。保育を経験することで「子ども」の存在を

身近に感じた。また、読売ランド前どろんこ保育園とはどろんこ祭り参

加、園会議参加、また支援の場としての利用、畑の共有など多角的に連携

を行った。 

次年度方向性 支援の「場」としての保育園活用から、保育園児と関わりを深める「イン

クルーシブの視点」での関わりをより一層深める。 

2 計画・ねらい ・保育所保育指針、児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガ

イドラインの勉強会 支援の基礎理解を学ぶ。 

実践結果 上記、指針及びガイドラインの勉強会を行い、全員で学んだ。「知ってい

るつもりだった」「改めて知った」などの気づきがあり、支援や運営のガ

イドラインを通して基礎を学ぶ機会となった。 

次年度方向性 2023年度は小学校学習指導要領を学び、小学生の生活や学びの基礎を知

る。 
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3 計画・ねらい ・危機管理の知識とその対応の習得 

子どもの命を預かる者としての自覚を持ち、安全に配慮した支援を行う。 

実践結果 日々の支援においてヒヤリハットをより多くだし、「ちょっとしたこと」

でも事故やケガに繋がることを理解した。普通救命講習の受講を予定して

いたが、日程などが合わず、新たな取得者がいなかった。 

次年度方向性 普通救命講習をスタッフ全員が受講する。その上で危機管理をより高次の

視点から考え、小さな危険を察知する力を養う。 

4 計画・ねらい ・法人グループの子育てサービス水準の理解 

利用者に満足していただけるサービスの提供 

実践結果 利用者アンケートの結果において、「満足している」「やや満足してい

る」のスコアが多く、利用者に満足していただけるサービスの提供ができ

たと思われる。 

次年度方向性 内部監査の「子育てサービス水準」の勉強会をスタッフ全員ですることが

出来なかった。2023年度は法人の子育てサービスの水準を理解するうえ

でも、内部監査の勉強会を行い、利用者に満足していただけるサービスの

提供を行う。 

5 計画・ねらい さくらさくらんぼリズム体操の習得 

・ケガをしない強い体の育成 

実践結果 社内講師を招いてのさくらさくらんぼリズム体操の勉強会を行った。ま

た、昼礼時にはリズム体操の勉強会を行った。子どもへのリズム体操の提

供の難しさがあり、子どもにはさくらさくらんぼリズム体操ではなく、違

う体操の提供を行い、身体の育成に繋げた。 

次年度方向性 さくらさくらんぼリズム体操をする意義をスタッフ間で理解していき、そ

の先に「これが子どもの発達にどうなのか」「どのように支援の中で行っ

ていくか」を考える。 

6 計画・ねらい ・表現活動の学び 

表現とは何かを知る 

実践結果 ３回のエリア研修で花原先生から「表現について」を学んだ。表現＝アー

トではないことを知り、子どもからの発信の背景にある「感じたこと」に

目を向け、子どもの表現を捉えていった。 

次年度方向性 子どもが表現したくなる環境を保障しながら支援を行う。また、ポートフ

ォリオ、ドキュメンテーションなど「視覚的」に記録を残し、保護者への

フィードバックや支援の振り返りに活用する。 
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2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

児童発達支援 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 

0人 0人 16人 18人 14人 22人 29人 35人 45人 43人 38人 40人 300

人 

登録児

数 

0人 0人 2人 2人 2人 4人 4人 6人 7人 9人 9人 9人 54人 

（解説）登録児童数が伸びなかった。しかし、週２回の利用が多く、利用児一人当たりの利用回数は

７～９回であった。稼働率は20％以内の低い稼働率にとどまった。 

 

放課後等デイサービス 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 

0人 0人 12人 11人 16人 8人 9人 9人 16人 13人 13人 12人 119

人 

登録児

数 

0人 0人 2人 2人 2人 2人 1人 2人 2人 2人 2人 2人 19人 

（解説）登録児童数が伸びなかった。しかし、週２回の利用が多く、利用児一人当たりの利用回数は

７～９回であった。稼働率は10％以内の低い稼働率にとどまった。 

 

 

〈２〉開所時間 

 

９時００分～１８時００分   

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長1名 

 児童発達支援管理責任者1名 

 保育士１名 

 機能訓練担当３名（言語聴覚士１名、心理士1名） 

 児童指導員３名 
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3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシーの振り返り及び当月の目標設定 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・各自が立てたMBO目標の共有、自ルームならでは支援内容

とは何か、安全教育、嘔吐ロールプレーなどについて行っ

た。 

・つむぎ内外から講師を招いた研修は施設長会議でなく別途

の時間を設けて行った 

 

事故防止委員会 月1回 

・法人及びつむぎ全体の事故、インシデント、ヒヤリハット

などを共有した。 

・月々の自ルームで起ったインシデント、ヒヤリハットにつ

いて、その要因分析を行い、対策を検討した。 

支援計画策定会議 複数回 
・支援計画作成に伴い、担当者と児童発達支援管理者が必ず

参加して行った。 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4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 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 
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〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導などを行っ

た。その結果、ルーム内でのインフルエンザや新型コロナの感染を

防止できた。 

安全対策係 事業所内または周辺の安全管理に努め、危険箇所や計画的な安全点

検を行い、不備については都度改善を行った。その結果、施設内外

の設備における利用児のケガや事故はなかった。 

防火管理者 防災計画の立案、月1回の防災訓練を実施した。都度、訓練実施 

の振り返りを行い、「実際に起こった場合はどうか」と言う視点

で、防災訓練への向き合い方を強化した。 

食品衛生管理係 調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食品サンプルの管理

などを行った。また、食材の管理や消費期限などにも配慮して調理

活動を行った。 

畑係 読売ランド前保育園の畑やプランターでの生育計画及び管理を行っ

た。また、子どもが畑仕事に対して主体的に関わることが出来るよ

う計画を立てた。 

生き物係 年度当初は、メダカを飼育予定であったが、譲ってもらう先でのメ

ダカの減少により計画が変更となった。カブトムシの幼虫を飼育し

ているが、子どもたちと労働としての位置づけで「生き物の世話を

する」ことを支援の中で行う工夫をする。 

写真管理係 定期的な社用携帯の中の写真の管理を行った。 

広報係 定期的な SNS及び月１回のブログ配信を行った。 

環境整備および在庫係 子どもが主体的に活動できる環境、美観を保つこと、そして備品の

不足がないように管理を行った。 

実績および稼働管理係 毎月、スタッフが交代で実績及び日報を入力した。その作業を通し

て、現在の稼働状況を把握した。 

 

 

〈４〉行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

体験学習係 体験学習の立案、計画、実行、振り返り 

企画立案係 保護者参加の立案（勉強会、交流会など）、計画、実行、振り返

り 
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4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

放課後等デイサー

ビス  

不登校児支援 

今年度は2名の不登校児支援を行った。1名は自宅から遠いという理由で中途退

所となったが、もう1名は徐々にではあるが別室登校ができた。不登校児支援

は法人内でも前例がなく、手探りではあったものの、「自分のしたいことをす

る」「リラックスして過ごす」など養護的視点を重視して、保護者とのコミュ

ニケーションを深め、利用児の様子、保護者の考え、他事業所との連携、学校

の受け入れ体制などを鑑みながら支援を行った。 

放課後等デイサー

ビス  

午後グループ及び

長期休暇支援 

今年度は2名の支援を行った。未就学児との異年齢支援の中で、おやつ作り、

畑仕事、戸外活動などを行った。他者と折り合いをつけながら、協同性や社会

性などの非認知能力が向上した。うち1名は不登校児支援からの移行であっ

た。登校している、登校していないに関わらず、「居場所」としての機能が果

たされた。 

児童発達支援 

午前グループ 

今年度は未就園児2名の支援を行った。前半はそれぞれが「やりたいこと」を

しながら過ごした。近くの公園への散歩やプランターの世話、野菜を収穫して

の調理活動、そして食するという一連の活動を行う過程で、後半ではお互いを

意識する姿、お互いが関わる姿が見られた。また、子育ての相談もあり、日々

のコミュニケーションを大切にしながら保護者支援を行った。 

児童発達支援 

午後グループ 

週2回利用の利用児が多く、やりたいことの発信、実行、そして振り返りが週

内でできて、連続性のある支援ができた。戸外活動から室内活動、室内活動か

ら戸外活動など「場」の連続性もあり、積極的に戸外活動を行った。また、年

度の後半では、利用児同士の関わりが増えるとともに合意形成エラーや感情コ

ントロールエラーも増え、それらを自分で乗り越える機会の提供ができた。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計3名   

・日頃のコミュニケーションから事業所内相談に繋がった。子育て及び発達の

相談を行う過程で、保護者の不安が軽減し、また保護者自身が自分の問いに答

えを見つける姿があった。 

保護者面談 

発達相談 

保護者面談及び発達相談は事業所内相談支援の枠組みの中で行った。日頃のコ

ミュニケーションの中で保護者の子育ての悩みなどを共有した。保護者の気持

ちを受け止めるとともに、相談の過程で保護者を理解する機会となった。 

関係機関との連携 

4～3月まで 合計3名    

・利用児の母集団である小学校、幼稚園、保育園に出向き、母集団での様子を

見学するとともに関係者と支援についての話し合いを行った。また、利用児が

通っている他事業所に電話等で連携を行い、双方の事業所の役割などを確認し

て、利用児の支援の方向性を調整した。 

 

 

〈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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 食のセンスオブワンダー  

野菜を育て、育っていく過程の「不思議さ」を体験する 

実践結果 読売ランド前どろんこ保育園の畑やプランターなどで畑仕事を行った。苗

の買い出し、苗植え、水やり、間引き、収穫、食する、廃棄物のコンポス

トなど、食の「始まり」から「終わり」までの一連に子ども自身が関わり

ながら行った。 

次年度方向性 「食のセンスオブワンダー」をねらいとしながら、食するに至るまでの畑

仕事という「労働」に視点を合わせていく。また、食を五感で感じながら

食の持つ力を知る機会を整える。 

2 計画・ねらい 食の必要性 

食がエネルギー源になることを知り、身体面から食の必要性を知る 

実践結果 「食」をねらいとした調理活動は高頻度で行った。しかし、作る楽しさや

食する楽しさは感じられたものの、食が自分たちにとって「どうして必要

なのか」を伝える、あるいは子どもたちと一緒に学ぶ機会を作ることはで

きなかった。 

次年度方向性 引き続き、調理活動やおやつ作りを通して食育活動及び調理活動を行う。

改めた場面で食の必要性を伝えるのではなく、食を通した日頃のコミュニ

ケーションの中で伝える。 

3 計画・ねらい 食の循環 

食材が余すことなく利用できることを知り、自然環境下での食の循環を学

ぶ 

実践結果 廃棄の部分はコンポストにするなど食材の廃棄はほとんどなかった。しか

し、野菜スタンプに可食部分を使うことがあり、改めて「食べ物は食する

モノ」であることを知った。 

次年度方向性 コンポストで作った土を利用していく際に「どのようにできた土か」を子

どもたちと確認しながら行う。日頃の活動やコミュニケーションの中で非

可食部分が自然界で循環することを伝える。 

4 計画・ねらい 食からのコミュニケーション 

他者と食事をするという楽しさの体験 

実践結果 自分たちで作ったおやつを他児と一緒に食べる機会を多く設けた。「一緒

に作ること」や「一緒に食べること」を通して、楽しさや嬉しさの共有が

できた。 

次年度方向性 引き続き、おやつ作りや調理活動を行う。食が繋ぐコミュニケーションが

豊かになるような環境を整える。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 
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流行した感染症 新型コロナウィルス、7月にスタッフ１名、１２月にスタッフ2名、

1月に利用児1名が感染し、自治体へ報告する 

発作・痙攣等の対応 なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・7月21日に自施設にてスタッフ9名、受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ7名のうち、7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） 

AED設置なし 

その他保健に関する取組 新型コロナウィルスおよび他感染予防のため、うがい指導・手洗い

指導を行う。また消毒・換気を徹底した。 

 

 

〈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 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 

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月の施設内会議時  

⇒4月21日、10月4日に実施済み 

虐待防止委員会 年1回 2月に実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 ・遊具や教材の配置の工夫（物的環境） 

子どもが自分で活動や遊具を選択して主体的に関わることができるように

する 

実践結果 室内で遊ぶ玩具や教材を置く棚の設置ができなかった。よって、活動に必

要な玩具や教材をスタッフが事前に準備して出しておく、という設定が多

かった。 
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次年度方向性 環境構成としての玩具や教材の配置ができるよう、子どもが自分で選ぶこ

とが出来る環境（例：オープン棚を設置する、など）を準備する。 

2 計画・ねらい ・道具や教材の整備（物的環境） 

子どもがやりたいときにやりたいことができるようにする 道具がないこ

とによる活動の機会を排除しない 

実践結果 道具は活動に応じて適宜準備した。また、子どもと一緒に「どんな道具が

必要か」を考え準備するなど、子どもを巻き込んで環境の整備を行った。 

次年度方向性 スタッフ側で必要な道具をすべて準備するのではなく、子どもと一緒に考

え、道具を購入あるいは作り、「自分で自分の環境を主体的に整える」こ

とを行う。 

3 計画・ねらい ・必要なモノの吟味（物的環境） 

ルームで過ごす時間の心地よさの提供 

実践結果 必要なモノの吟味は十分行った。その結果、室内の玩具や教材は必要最低

限にとどまっている。モノがない中でも創意工夫をして遊ぶことをスタッ

フも子どもも繰り返してきた。 

次年度方向性 引き続き、必要なモノを吟味していく。 

4 計画・ねらい ・子どもを見守る関わり（人的環境） 

子どもの試行錯誤する機会や感情コントロールエラー、合意形成エラーの

機会を保障する 

実践結果 発達段階の確認や危機管理をして、子どもを見守る関わりを行った。ま

た、どこまで準備するか、どこまで子ども自身が関わるかなど、スタッフ

間で試行錯誤を行った。 

次年度方向性 子どもの発達段階や発達課題をアセスメントしながら、子どもがエラーす

る機会を排除しないようにする。 

 

 

〈７〉手作り遊具安全点検結果 

 

該当なし 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践結果 防災への対応 

地震や火災、河川の氾濫などを想定して月1回の避難訓練を行った。訓練

の実施前計画、実施後の反省、次回の課題などを話し合い、スタッフ全員

が防災の意識を高めた。また、防災に関する活動を支援内で行うなど、子

ども及び保護者も防災への意識が高まった。 

2 実践結果 ケガ事故防止への対応 

活動前にはミーティングを適宜行い、予想されるケガやその対応について

話し合いを行った。また、ヒヤリハットをスタッフで出し合い、事故を未

然に防ぐ物的及び人的環境や活動場所の検証行った。 
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3 実践結果 防犯防止への対応 

不審者訓練を年2回行った。笛の所持、インターホンの確認、ドアロック

の解除、施設周辺の点検、合言葉の確認を適宜行った。 

4 実践結果 光化学スモックへの対応 

光化学スモックの知識を身に付けた。実際に光化学スモック注意報は発令

されなかった。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

今年度、実習生や中高生の受け入れはなかった。今後は実習やボランティアを受入れができること

を広く周知して、積極的な受け入れを行う。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

なし 

 

 

〈３〉中高生の受入 

なし 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

25日 

7名 

13日

9名 

8日 

9名 

12日 

10名 

1日 

9名 

6日 

9名 

4日 

9名 

1日 

9名 

1日 

7名 

12日 

7名 

6日 

7名 

1日 

7名 

さくらさくら

んぼリズム体 

6月24日に自施設にて10名のスタッフが出席 

講師：古川みどり： 

感覚統合研修 

 

11月11日に自施設にて7名のスタッフが出席 

講師：小林英里佳 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

9月9日 

特定非営利活動法人かなが

わ障がいケアマネジメント

従事者ネットワーク 

令和４年度神奈川県サービ

ス管理責任者・児童発達支

援管理責任者 補足研修〔前

期開催コース〕 

1名 有 

9月14日 

特定非営利活動法人かなが

わ障がいケアマネジメント

従事者ネットワーク 

令和４年度神奈川県サービ

ス管理責任者・児童発達支

援管理責任者 補足研修〔前

期開催コース〕 

1名 

有 

10月6～7日 
社会福祉法人川崎市社会福

祉協議会 

令和４年度強度行動障

害支援者養成研修【基

礎研修】 

1名 

有 

12月2日 

特定非営利活動法人かなが

わ障がいケアマネジメント

従事者ネットワーク 

令和４年度神奈川県サービ

ス管理責任者・児童発達支

援管理責任者 基礎研修〔前

期開催コース〕 

1名 

有 

2月8日 

特定非営利活動法人かなが

わ障がいケアマネジメント

従事者ネットワーク 

令和４年度神奈川県サービ

ス管理責任者・児童発達支

援管理責任者 基礎研修〔前

期開催コース〕 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

ミドルリーダー養

成研修 

11月29日にWEBにて1名（支援員）が出席 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 
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ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 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。 

 

 

〈５〉スタッフエンパワメント計画 

スタッフ一人ひとりが持っている「強み」に視点を当ててエンパワメントすることをねらいとして、

２～３か月を１クールとして目標を設定し、実行、振り返り、次期目標を設定して PDCA サイクルを

繰り返すことを目標としたが、計画的な実施は未達成である。理由としては、スタッフ一人ひとりの

「強み」の育成とMBOの目標達成に向けての取組みが重なり、MBOの目標達成に重きを置いた。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

今年度の地域交流テーマは「地域に根差す施設になる」であった。地域の一般向けには２０２２年

９月から始めた青空保育、体験会（チャイティとクッキーを作ろう）を行い、リピーターが増えるな

ど多くの方が参加した。一方、子どもの地域交流は読売ランド前どろんこ保育園のみにとどまった。

どろんこ祭り参加や日々の活動の「場」としての活用がほとんどであった。園児との目的を持った交

流はなく、今後はインクルーシブな視点、地域交流の視点を持って同保育園と交流を深めていく。ま

た、今年度は近隣大学のボランティアサークルや高齢者との関わりなど世代間交流ができなかったの

で、次年度は計画的に多様な世代や価値観と触れながら、地域交流を進めていく。 

 

実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回   公園名：生田公園にて 2022年9月より実施 

体験会（チャイティとク

ッキーを作ろう）の会 

月１回   つむぎ生田ルームにて 2022年9月より実施 

多摩区民祭出展 2022年10月17日（土）9：30～15：30 場所：生田緑地 

生田緑地ワークショップ 2022年9月10日（土）           場所：生田緑地 

保育園交流 8月27日に読売ランド前保育園「どろんこ祭り」に参加 
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9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

小学校との連携 

自治体の幼小接続のアプローチカリキュラム及びスタートカリキュラムを十分把握することは

できなかったが、幼小接続の視点を踏まえ、就学支援シートを作成して積極的な連携を行っ

た。放課後等デイサービスの利用では、学校訪問を行い、学校での様子を共有するとともにつ

むぎの役割を確認するなどの連携を行った。 

 

幼稚園・保育園との連携 

利用児の母体園の園訪問を行い、大人の関わりや環境調整なども含め、支援の方向性等の連携

を行った。利用児の発達課題の整理を行うとともに、保護者支援に繋げた。 

 

医療機関 

利用児に関わる医療機関の連携はなかった。しかし、地域の医療機関に出向き、つむぎの紹介

をするとともに、相談者を医療に繋げるパイプを築くなど、今後の連携の基盤を作った。 

 

 

〈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 

5月6日 生田小学校 

５年生 
2名 

田植え（生田小校高下

校庭） 

スタッフと小学生の交

流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

新規利用児及び個別支援計画書更新の際には、保護者の希望や「見たい姿」をモニタリングすると

ともに、利用児の発達段階を鑑み、利用児自身が「何に困っているか」「何ができると生活が豊かに

なるか」など、保護者の言葉を借りて「利用児」に視点をあてたモニタリングを行った。モニタリン

グの策定会議では児童発達管理責任者及び担当スタッフ等で策定会議を行い、利用児の「強み」に焦

点をあてた個別支援計画書を作成した。今後も達成可能な目標を設定して、生活の延長線上で支援を

行うべく個別支援計画書の作成に努める。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

小学校への進学に向けて就学支援シートを作成して、その後、進学先の学校と連絡をとり引継ぎを

行った。具体的な内容の伝達とともに、幼稚園や保育園から小学校という生活のフィールが変わるに

伴って、配慮事項などを中心に連携した。また、放課後等デイサービス利用児においては進級に際し

て学校を訪問してコーディネーターの先生と連携を行った。今後は日頃から連携を行い、引継ぎの時

点では今後を見通した連携がより深くなるように努める。 
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11. 子育て支援事業 

項目 詳細 

つむぎカフ

ェ 
（月）～（土）9:00～17:00 にて実施 

子育て相談 適宜 

青空保育 

月1回   公園名：生田緑地 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 12名 0名 23名 8名 11名 10名 64名 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年11月４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：１０時００分 

自己評価終了時刻：１２時００分 

自己評価実施者：森谷太郎 

 

 

〈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：１００％ 

 

５段階評価のうち連携に関する設問以外は4.0～５の評価であり、概ね高評価であった。連携に関し

ては児童発達支援及び放課後等デイサービスともに3.0～3.5であった。また、「利用児のご利用さ

れているつむぎを他の方に勧めたいですか？」の設問では１０段階評価のうち、９～１０であった。

すべての利用者につむぎを勧めたいと思ってもらえるように、施設内の美観や清潔感、適切な支援内

容の個別支援計画作書成、スタッフ間の共有を強化していくとともに、利用児の母集団や関係連携機

関の連携を行い、できていることの強化及び改善の促進を行う。 
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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   

報告すべきご意見  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：発達支援つむぎ 生田ルーム施設長 安達 美香 
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２０２２年度 発達支援つむぎ 武蔵野ルーム 

事業報告書 

（発達支援つむぎにおける自己評価） 
 

 

 

1. ２０２２年度の概要 ～年度の基本方針を受けて～ 
2022年度は、園とのインクルーシブ保育を活かし、子どもにとって最善の利益を常に考え園児と交

流していく中で、「生きる力」を育んでいくこと、放課後等デイサービスでは、多機能型事業を活か

し、就労支援へと繋げていくだけでなく、利用者の未来を意識しながら、「ホンモノの経験」を提供

しながら、人との関わり、働くことへの意欲を培っていけることを意識し支援を行った。 

児童発達支援と放課後等デイサービス共に、園児との交流機会を多く提供していくことで、対人意

識に繋がり、年齢関係なく関わりを持つことが出来た。 

また畑仕事や栗の管理、空き地での活動を通して、戸外活動を中心に支援を行うことが出来た。 

放課後等デイサービスでは働く意欲を高めるために「ありがとう」の言葉を意識し、地域貢献や地

域交流、製作物などのプログラムを実施してきたが、活動の幅を広げることが出来ず、多くの経験を

提供することは出来なかった。 

 

 

支援内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 計画：園との交流 

ねらい：武蔵野どろんこ保育園との交流を通して、一緒に「したい」「や

りた い」の気持ちを表出する場面を増やしていく。 

実践結果 マンスリー活動として園に行くだけでなく、放課後等デイサービス、土曜

活動などでも園との交流機会を多く持つことは出来た。その結果、多くの

友だちと交流し、お互いに意識しあうことが出来た。 

次年度方向性 継続して交流機会を多くて提供していき、周りを意識しながら行動し、生

きる力を育んでいく。 

2 計画・ねらい 計画：動植物との触れ合い体験 

ねらい：動植物との触れ合いを通し、食の循環を体験する。 

実践結果 ジャガイモのみ収穫。 

夏野菜の動き始めが遅く、育てるものが限られてしまった。秋冬で採った

作物を使って調理体験は出来たが、スタッフが考えて植えた野菜であり、

子どもが考えた決めた物ではなかった。 

次年度方向性 子どもと一緒に植える物を決めていき、一連の食の循環を経験できるよう

取り組んでいく。 

3 計画・ねらい 計画：地域交流 

ねらい：地域連携を通して、つむぎ内だけでなく、子ども、利用者にとっ

て地域と繋がり、地域全体を通して継続した支援を目指す。 

実践結果 連携を取るために挨拶には行けているが、そこから発展していない。 
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次年度方向性 関係機関と連絡を取り、情報共有を密に行っていき、繋がりを作ってい

く。 

4 計画・ねらい 計画：就労に繋げる 

ねらい：就労継続支援 B型つむぎ武蔵野との連携。地域貢献を通して働く

楽しさを感じ、就労に繋げていく。 

実践結果 畑を共に行うことは出来たが、交流する機会は時間が合わず繋がりを持つ

ことが出来なかった。地域貢献でゴミ拾いなどを行い、外部発信も出来た

が、認知度としてはまだ低い。 

次年度方向性 働く意欲を高める意味でも就労との連携は大切にしていく。交流場面を作

っていき、対人意識を高めていく。 

つむぎ武蔵野（就労）とだけでなく、地域も巻き込んだ活動も行ってい

く。 

 

 

事業所を利用する子どもの保護者への支援 

1 計画・ねらい 計画：保育園及び幼稚園、行政機関、他事業所、学校などへの訪問などに

よる連携 

ねらい：連携を取り、子ども、利用者、スタッフにとっての学びに繋げて

いく。 

実践結果 利用児の園訪問、学校訪問などは行うことが出来たが、相談機関や他事業

所との密な連携は取れていない。 

次年度方向性 訪問を増やし、連携を取る中で、児童との交流機会や関係機関との交流場

面を増やしていけるようにする。 

2 計画・ねらい 計画：児童発達支援、放課後等デイサービス共に、支援成果の掲示 

ねらい：掲示することで、地域、保護者にとってわかりやすい活動報告と

スタッフの技量を上げる。 

実践結果 ポートフォリオを作成し、共有することは出来たが、掲示するまでには至

っていない。 

次年度方向性 作成は継続して行っていき、保護者が見られるようファイリングし、支援

の様子をよりわかりやすく伝えられるようにする。 

3 計画・ねらい 計画：保護者にとって安心できる空間づくり 

ねらい：地域の情報源や相談しやすい空間を作ることで、保護者にとって

過ごしやすい環境にする 

実践結果 ブログを通して外部に発信は出来ているが、保護者にとって安心できる環

境にはなっていない。 

次年度方向性 保護者が相談しやすい空間を作るために、定期的な相談会などを行うな

ど、保護者の悩みや変化に気づける環境を作っていく。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 計画：子育て相談 

ねらい：相談会を行うことで、利用している保護者だけでなく、地域の方

にも知ってもらう場を設ける 
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実践結果 つむぎ利用者以外での子育て相談は少なかった。 

カフェスペースとプレイルームを活用して、地域の子どもが遊びに来て、

つむぎを知ってもらうきっかけにはなった。 

次年度方向性 カフェスペース、プレイルーム、園のチキンエッグを活用して、地域の方

がより手軽に相談に来る環境を作っていく。 

2 計画・ねらい 計画：地域につむぎを認知してもらう 

ねらい：認知してもらうことで、地域の方々を含めて、子どもや利用者を

見守っていける環境を構築していく。 

実践結果 ゴミ拾いやブログ発信などを通して外部に向けての発信は出来ているが、

認知度が上がっていない。 

次年度方向性 地域のカフェや子育て相談室などにチラシを置くなどして認知度をあげて

いき、より相談しやすい場へとしていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 計画：支援の質向上 

ねらい：療育が初めてのスタッフも多いため、研修会を定期的に開催し、

園と共に学びを深めていく。 

実践結果 つむぎスタッフだけでなく、園スタッフを含めて研修会を実施することは

出来た。 

また園長大学®保育士大学に参加し、個々の質向上にあてることが出来た。 

次年度方向性 毎月つむぎからの研修会を行っていき、保育の質を上げていけるよう取り

組んでいく。 

2 計画・ねらい 計画：個々で学んできたことのアウトプットの場を設ける 

ねらい：インプットだけでなく、アウトプットにも繋げることで学びに繋

げる。 

実践結果 個々で受けた研修の資料を作成し発表する場面を設けることは出来、研修

に参加できなかったスタッフの学びに繋げることは出来た。 

次年度方向性 継続して発表を行っていき、自身の学びだけでなく、他スタッフへの学び

にも繋げていけるよう取り組んでいく。 

3 計画・ねらい 計画：毎月の目標設定 

ねらい：毎月個々の目標を決めることで、自己成長へと繋げる。 

実践結果 コンピテンシーを行い、目標を掲げることは出来ていたが、振り返りが出

来なかった。 

次年度方向性 継続してコンピテンシーを行っていく中で、フィードバックを行い、目標

を意識して活動を行い、自身の成長へと繋げていけるようにする。 
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2. 施設運営 
 

〈１〉児童利用状況 

 

児童発達支援 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 

0人 0人 27人 52人 69人 84人 93人 92人 87人 82人 88人 95人 769

人 

登録児

数 

0人 0人 6人 11人 15人 18人 20人 22人 22人 22人 22人 22人 180人 

（解説）6月開所のため、4月5月は実績なし。6月以降契約者数は増えていったが、欠席も多く実績数

を伸ばすことは出来なかった。またマンスリー活動では、つむぎはつむぎの利用児だけを見る形にな

ってしまい、園児を含め見守る体制に持っていけなかった。来年度はつむぎスタッフだけでなく、園

スタッフ含め一緒に見守りが出来るようにしていく。 

土曜の支援については、個別支援とグループ支援を実施。戸外活動にも積極的に取り組むことが出来

た。保育園の空き地を活用して、園児との交流機会も提供することが出来た。 

 

放課後等デイサービス 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 

0人 0人 10人 17人 21人 24人 22人 28人 19人 18人 25人 30人 214人 

登録児

数 

0人 0人 2人 2人 3人 3人 3人 5人 5人 6人 6人 6人 41人 

（解説）登録数自体増やすことが出来なかった。後半からは通信制高校に通う利用者が増えてきたこ

とを鑑みて、来年度は通信制高校への営業も踏まえて動くことを検討していきたい。 

プログラムでは、園児との交流場面、地域貢献（ゴミ拾い）、畑仕事と提供し戸外活動を多く行うこ

とは出来た。今後はより多くの地域交流を増やしていき、人との触れ合いの楽しさ、働くことへの意

欲を高めていけるようにしていく。 

つむぎ武蔵野（就労継続支援 B 型）との連携が出来なかった。来年度はつむぎ内での連携を密に行

い、働くことの楽しさを見出していけるようにしていく。 

 

 

〈２〉開所時間 

 

 ８時３０分～１７時３０分 

 

 

〈３〉スタッフ構成 （３月１日時点） 

 

施設長兼児童発達支援管理責任者1名 
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 保育士１名 

 機能訓練担当１名（公認心理士1名） 

 児童指導員2名 

 

 

 

3. 運営報告 
 

〈１〉施設内会議 

会議名 実施回数 会議内容 

施設内会議 月1回 

※2,3月は策

定会議にて

実施 

・コンピテンシー 

・保育の質向上に関わる勉強会 

・施設長会議、児童発達管理責任者会議内容報告 ・専門士に

よる支援技術の共有 ・研究テーマ（造形、音楽、自然、食な

どを設け、資料を使った研修を行う） 

園会議 月1回 
・コンピテンシー、行事の打ち合わせ、リーダークラススタ

ッフによる研修、つむぎスタッフによる研修等 

事故防止委員会 月1回 
・毎月の自ルームとつむぎ全体で起きた事故、全園で起きた

事故、インシデン ト、ヒヤリハットの共有 

支援計画策定会議 随時 

・支援計画作成に伴い、開催時期を調整する。  

・個別支援・グループ支援それぞれの担当者と児童発達支援 

管理者が必ず参加する。 

ケース会議 随時 
・ケース検討を行い、支援方法を考え学ぶ。  

・園でのケース検討に参加し共に成長する。 

 

 

〈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 

児発管会議／法人本部 月1回 児発管 

併設園会議／法人本部 年4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 施設長 
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（5.7.11.2月/5.8.11.2月） 

子育ての質を上げる会議 月1回 スタッフ 

 

 

〈３〉係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 毎日の消毒の点検、感染対策の検討と提案、保健指導 

コロナ対策としての消毒点検の徹底。 

安全対策係 事業所内、または周辺の安全管理、危険箇所の点検と対策計画的な

安全点検の提案、利用者への注意喚起 

ハザードマップを用いて危険カ所を出し、事前に注意喚起を行う。 

防火管理者 防災計画の立案、月１回の防災訓練の実施、消防計画の見直し、 

近隣施設との連携の推進 

就労支援との合同での防災訓練を実施。就労の利用者、放課後等デ

イサービスの利用者を含めて実施。 

食品衛生管理係 飲料水の管理、調理活動の際の衛生点検、冷蔵庫の清掃管理、食 

品サンプルの管理 

調理活動時の衛生点検、定期的な掃除を行い、衛生面を注意して見

ていった。 

畑係 畑の計画的な活動の立案 

計画的に作物を育てることが出来ず、ジャガイモのみ育てた。来年

度は利用児と共に計画を立て、食の循環へと繋げていく。 

生き物係 動物や植物に触れる機会の検討立案 

生き物を飼うことが出来なかった。虫を含め飼うものを検討し、利

用児と共に見守り、生死の原体験が出来るよう取り組む。 

 

 

〈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 園と協働的に準備･進行を行う。 

土曜開催のため、スタッフも利用児も含め参加することが出来な

かった。来年度は計画的にスタッフを配置し、マンスリー利用児

等が参加できるよう調整していく。 

運動会係 園スタッフと一緒に子どもの日々の成長を､会を通して見てもら

う。 

土曜開催のため、参加することが出来なかった。来年度は計画的
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にスタッフを配置し、マンスリー利用児等が参加できるよう調整

していく。 

生活発表会係 園スタッフと一緒に日々の成長を保護者に伝える場として設定し､ 

開催する。 

土曜開催のため、参加することが出来なかった。来年度は計画的

にスタッフを配置し、マンスリー利用児等が参加できるよう調整

していく。 

 

 

 

4. 支援・処遇 
 

〈１〉保護者面談  および発達相談・児童の保護者への支援および意見要望への対応 

マンスリー 

・子ども同士の交流に注力。見守りを大切にし、子ども同士のコミュニケーシ

ョン、衝突などを通して成長を促した。 

・園と少しずつだが連携を取れるようになってきた。 

・つむぎはつむぎの子を見てしまう傾向が強く、園児含め全体を見守る意識が

弱かった。 

幼児グループ 

・土曜のみ開催。 

・相手を意識したプログラムを提供し、少しずつ友達意識がつくようになって

きた。 

・戸外活動に積極的に出ることが出来なかった。 

個別支援 

・戸外活動に積極的に出ることが出来た。 

・1対1だけでなく、同じ時間帯の友だちと一緒に交流することで、個別支援の

中でも友だち意識を構築することが出来た。 

放課後等デイサー

ビス 

・地域に向けた活動（園との交流、紙すき作業、ゴミ拾い等）を行うことは出

来た。 

・畑仕事は出来たが、取り掛かりが遅れ、スタッフが考えた内容に利用者が乗

る形で行ってしまった。来年度は全て利用者で考え取り掛かれるようにしてい

く。 

・就労支援と連携を取ることが出来なかった。出来ることを模索し連携を取っ

ていき、働く楽しさを見出していく。 

事業所内相談支援 

4～3月まで 合計4名 が参加済み  （3月1日時点） 

・相談支援として時間を取り行うこともあるが、支援のフィードバック時に相

談に乗ることが多かった。 

保護者面談 

発達相談 

・支援計画作成に当たり、半年に1回モニタリングを実施。そのほかにも希望

者には随時相談実施。 
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関係機関との連携 

4～3月まで 合計3名 が参加済み  （3月1日時点） 

・利用児が通う園との交流、放課後等デイサービスの利用者が通う学校の先生

との連携等を実施。 

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

 

 ● 別紙「２０２３年度年間スケジュール」に掲載 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 計画：園児と共に食を楽しむ。 

ねらい：食の中で友だちとの交流機会を作る。 

実践結果 コロナのため、バイキング形式は出来なかった。 

普段関りが少ない友だちと一緒に食事をすることで、対人意識、食への興

味を高めることは出来た。 

次年度方向性 継続して友だちと一緒に食べ、食を楽しみ、食への意欲を高めていく。 

2 計画・ねらい 計画：畑仕事を通した食育 

ねらい：野菜の成長を見守り、食育に繋げる。 

実践結果 畑を始めるのが遅く、子どもと一緒に行うことが出来なかった。 

放課後等デイサービスでは、野菜の収穫のみ行い、調理体験に繋げること

が出来た。 

次年度方向性 初めから子ども、利用者を巻き込んで取り掛かり、全て自分たちで実践し

てもらう。栗拾いも行い、食育へと繋げていく。 

 

 

〈４〉保健に関する実施結果 

実施項目 詳細 

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） 

流行した感染症 該当なし 

発作・痙攣等の対応 該当なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に武蔵野どろんこ保育園にて2名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ5名のうち、4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） 

未設置 
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その他保健に関する取組 感染症予防のため、衛生管理に努める 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、手洗い指導を行っていく。

また消毒・換気を徹底する。 

 

 

〈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 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 衛生点検チェックリスト 食育活動開始前：【食育活動】活動別チェックリスト 

検便・細菌検査 毎月1回／5日／全スタッフ 

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月の施設内会議時  

⇒4月29日、10月28日に実施済み 

施設内虐待防止委員会 2月 実施済み 

コンピテンシー自己採点 毎月1回／施設内会議冒頭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 自己選択できる環境づくり 

実践結果 課題に合わせたおもちゃを出しておき、その中から選択できるように環境

設定。 

次年度方向性 必ず戸外活動を行っていく。 

2 計画・ねらい 地域を知る 

実践結果 センターや近隣の特別支援級のある学校、支援学校などの情報を知ること

は出来た。 

次年度方向性 密に連携を取っていき、保護者に伝えられるようにしていく。 
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〈７〉手作り遊具安全点検結果 

手作り遊具・家具一覧 

該当なし 

 

 

 

5. 危機管理（防災・ケガ事故防止・防犯・光化学スモッグ） 

1 実践結果 ・防災  

毎月避難訓練を実施。室内活動時、戸外活動時など様々な想定し行った。  

2 実践結果 ・事故防止委員会  

毎月施設長会議にて、前月起きた法人内の事故、インシデント、ヒヤリハ

ットを共有。ヒヤリハットについては毎日ルーム内で起きたことを共有し

意識し支援にあたることが出来た。  

3 実践結果 ・防犯  

防犯訓練を年2回実施。室内時の防犯だけでなく、戸外活動時の防犯につ

いても話し合うことが出来、全員が意識することが出来た。  

4 実践結果 光化学スモッグ  

危機管理マニュアルに則り、ルーム会議にて共有。  

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

実績なし。 実績はないが、継続して受け入れ態勢は作っていき、今後の人材育成に繋げていけるよ

う努めていく。  

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

〈１〉施設内研修の開催 

  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 

20日 

4名 

6日 

5名 

8日 

5名 

5日 

5名 

5日 

5名 

13日 

5名 

10日 

5名 

11日 

5名 

12日 

5名 

10日 

5名 

17日 

5名 

10日 

5名 
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〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

1月6日 
公益財団法人 総合健康推

進財団 

東京都サービス管理責任者

実践研修及び児童発達支援

管理責任者実践研修1日目 

1名 有 

2 月 21 日～

22日 

公益財団法人 総合健康推

進財団 

東京都サービス管理責任者

実践研修及び児童発達支援

管理責任者実践研修2～3日

目 

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） 

20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

施設長勉強会 20日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

27日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

21日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

子育てスキル講座

研修（エリア共通

計画） 

別紙「子育てスキル講座研修」チラシを参照 

各自参加 

全社員研修 9月に動画視聴にて実施（全スタッフ対象） 

 

 

〈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 

方針：地域に開かれた子育て支援事業所として、併設園である武蔵野どろんこ保育園と共に地域に

根付いた支援を実施していく。 

振り返り：保育園とはマンスリー活動の連携だけでなく、放課後等デイサービスも通して中高生と

園児が交流する機会を多く提供することが出来た。地域との繋がりでは、ゴミ拾いなど地域貢献をす

ることは出来たが、交流までには至っていない。 
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〈２〉実施した地域交流 

活動行事 内容 

青空保育 月1回  おおぞら公園にて 

世代間交流 ZOOM にてフローラ田無（特別養護老人ホーム）と実施 

異年齢交流 不定期開催。放課後等デイサービスに来ている利用者と保育園児との交

流を、武蔵野どろんこ保育園空き地にして実施。 

 

 

 

9. 医療機関・幼稚園・保育園・小学校との連携の計画 
 

〈１〉 今年度の振り返り 

センターや相談支援事業、園とは電話を通して子どもについて共有を行い、共通認識のもと保育、

支援が出来る環境を整えていった。また利用児が通う園に訪問し連携を取ることも出来た。就学にむ

けて小学校との連携が難しかったため、次年度以降は小学校との連携も強化できるようにしていきた

い。 

放課後等デイサービスでは、学校や保護者、つむぎ武蔵野（就労）とは連携を取り、本人の様子な

どを踏まえて話をすることは出来たが、就労先との連携が取れず、次年度以降は連携を強化してい

く。 

 

 

〈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 

2月1日 武蔵野市立第二中学

校（こぶし教室） 
1名 

武蔵野市立第二中学校 スタッフ間交流 

2月6日 田無特別支援学校 2名 田無特別支援学校 スタッフ間交流 

 

 

 

10. 個別支援計画  
 

〈１〉個別支援計画の作成・見直しの状況 

半年間に一度更新を行っていく中で、子どもの発達成長度合いや支援内容の変更に応じて更新を行

っていった。モニタリングをしていく上での気づきとして、感染予防もあり、保護者が園での子ども

の様子をあまり把握できていない状況がわかった。保護者だけでなく、通っている園、センター、他

事業所への聞き取り強化を行っていくことが大切と感じた。全体で子どもを見守っていける環境を作

っていくことが大切と感じたため、次年度強化して行っていく。 
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〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

 年長児なし。 

 

 

 

11. 子育て支援事業 

実施項目 詳細 

施設開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計2件相談実施済み 

 

 

 

12. 施設運営の向上 
 

〈１〉福祉サービス第三者評価の受審 

今年度受審なし 

 

 

〈２〉施設による自己評価の実施 

２０２２年１０月５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：９時０分 

自己評価終了時刻：１７時３０分 

自己評価実施者：田中誠 

 

 

〈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：100％ 

 

多くのご意見をいただく中で、まずは子どもが楽しく通えていることが一番とお声を多くいただき

ました。ご意見の中にはフィードバックの仕方が職員によって違うこと、学校や他児との交流や保護

者向けの研修会などは実施できていないことをご指摘としていただきました。継続してまずは子ども

が楽しく通って来られる場所であること、戸外活動を通して子どもにホンモノの経験を伝えていける

よう取り組んでいきます。改善点につきましても職員間で話し合っていき、新年度に課題として取り

組んでまいりたいと思います。 
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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   

報告すべきご意見 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：発達支援つむぎ 武蔵野ルーム施設長 御殿谷 雄二 


