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２０２２年度 まめどくれっしゅ 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～ 
子ども自らの興味や関心に基づき各自が好みの遊びを選ぶ中で、必要な遊びや体験活動を通して、自

分で考え、行動することのできる子を育んでいくため、「にんげん力」「人対人コミュニケーショ

ン」を大事に、日々の保育計画に活かしながら進めてきた。 

子ども一人ひとりの個性を受け止めること、認めること、そして尊重しながら進め、子どもを真ん中

にする保育に努めた。また、子どもだけでなく、保育者同士でも個性を受け止め、認め尊重すること

を大切に進んできた。職員間でもお互いにコミュニケーションを大事にし、園内研修や園会議などで

は年齢や役職、経験値に関係なく話が出来る雰囲気を心掛け、常に子どもを真ん中にする保育につい

て、また子どもの人権についても取り上げ、丁寧に話し合うことをした。 

新型コロナウイルス感染症による制限は緩和され始め、行事もできることが増えたことで、保護者

様にも喜んで頂けたことが多く良かった。次年度は徐々に元の生活に戻っていくと思うが、必要に

応じ、必要な対応を行い、子どもの安全に十分努めながら進めいきたいと思う。 

 

 

〈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 

実践結果 その時その時の子どもの興味・関心に寄り添い、保育計画を作成・実行し

たり、子どもを中心とした保育を進めていけていたが、職員間の日々の確

認が少なくなってしまうこともあった為、次年度に活かしていきたい。 

次年度方向性 忙しい中でも、コミュニケーションを取り合いながら、常に子供を真ん中

にした保育を続けていけるよう、職員間の確認を進めていく。 

2 計画・ねらい 異年齢児との関わりの中で、自分で考え主体性を持って行動ができるよう 

になる 

実践結果 子どもが自由に行き来できる、室内環境を整えていったことで、自分で過

ごしたい部屋や友達を考え、選択して過ごす姿が増えていった。 

次年度方向性 引き続き今年度出来てきていること継続することをベースに、新入園児や

慣れていない子も進んで入り、楽しみながら自分で考え行動できる子を育

んでいきたい。 

3 計画・ねらい 出来ないを出来るへ 

実践結果 保育内容を計画、考えている時には楽しみに感じる部分も多くあるが、実

践になると上手くいかないこと、できないということもあった。その中

で、上手くいかなかったから、色々な理由からできなかったから、できな

いとそこで終わらせるのではなく、どうしたらできるか？という事を大人

が子供の見本になって進めていくことが難しかった。 

次年度方向性 大人がまずたくさん失敗することも大事にしていく。上手くいかなかった

からできないと諦めるのではなく、子どもたちと一緒にどうやろうとと考
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え、進めていけるよう、一緒に育っていけるよう、柔軟に考えられるよう

にしていきたい。 

 

 

〈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、成長の様子を共有していく。 

実践結果 タイムラインや写真を通して、日々の子ども達の成長の様子をわかりやす 

く知らせたり、共有をするように心掛けた。 

次年度方向性 引き続きタイムラインや写真などを活用し、視覚的にも分かりやすく伝え

られる方法を探したり、写真の撮り方や精度を上げ、保護者様と共有でき

ることを増やしていけるようにする。 

2 計画・ねらい 保護者が安心して、子どもを預けてもらえる園を目指す。 

実践結果 登・降園時、一人ひとりの様子が分かるように丁寧に様子をお伝えする。 

また、コミュニケーションも大切に行っていく。遅番職員であっても、日

中の様子を職員間で共有することで、誰でも対応ができるようにしたり、

どの人が出ても安心感のある対応が出来るように努めた。 

次年度方向性 今後も職員間のコミュニケーション・連携を大事に、保護者様や子どもた

ちに、誰でも対応が出来ること、安心感をもってもらえるような、温かく

丁寧な対応を心掛けていく。 

3 計画・ねらい 気軽に子育て相談がしやすい関係づくりに努め、保護者との相互理解を深 

めていく。 

実践結果 子どもの様子を丁寧に伝えたり、小さなことでも伝え、話す中で保護者と

の信頼関係の構築や、相互理解を深められるようにしてきた。 

次年度方向性 保護者との信頼関係を丁寧に積み上げ、相談しやす雰囲気や関係性を引き

続き作っていけるよう、職員間でも対応の仕方や接遇面での研修を行い、

強化していく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に開放的な園を目指す 

実践結果 青空保育、ちきんえっぐなど、感染症予防に十分配慮し、参加していた 

だきやすいよう、公園で一緒になった方々に声をかけたり、園見学などで

訪れた方にも説教的に声をかけ、園に興味を持ったり、立ち寄りやすい雰

囲気作りに努めた。 

次年度方向性 子どもの手本になるような、気持ちの良い挨拶を行い、公園などで一緒に

なった地域の方々にも積極的に声掛けを行い、園の紹介を行っていく。 

2 計画・ねらい 近隣施設との交流を深める 

実践結果 近隣の保育園や商店街、施設との交流が出来るよう、声をかけたり、連絡

をして機会を作った。商店街ツアーで訪問した店舗によっては、何度か繰
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り返し訪問させて頂ける機会もあった。コロナの影響はあるものの、近隣

の保育園との交流もできたので良かった。 

次年度方向性 今年度訪問・交流のあった商店や保育園での方々とは、次年度も引き続き

交流が持てるよう、つながりを大事にし、長くつながっていけるよう、丁

寧な対応をしていく。 

3 計画・ねらい 見学時や電話問い合わせ時の丁寧な対応 

実践結果 どんな時間に保育園に来園、電話がかかってきても、日々の子どもの様子 

や園の様子が分かるよう、丁寧にお伝えしていくことを心掛けた。 

次年度方向性 誰でも園見学や電話電対応が同じで、気持ちよく丁寧な対応が出来るよ

う、接遇について職員間で考える時間を作ったり、研修を行い向上に向け

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、外部研修、スキル講座への参加 

実践結果 ・研修予定や内容を掲示し、情報提供をしたり、参加意欲を高めていける

ようにした。 

・昼礼や園会議などで研修報告の場、職員間でも情報共有の機会を設け

た。 

次年度方向性 興味関心や参加意欲がわくような掲示の仕方や、紹介をするなかで、職員

一人ひとりが参加したいと思えるようにしたり、学んだことをアウトプッ

トして報告の場を作っていく。 

2 計画・ねらい 「報連相」の徹底したチーム保育 

実践結果 「報告・連絡・相談」を徹底し、一人ひとりが考え、職員同士で話し合う 

機会を持つようにした。子どもや保育の話だけでなく、常にコミュニケー

ションを取ることを大切にし、個々の能力を活かした保育ができるように

していった。保育者自身の弱点を補い合い進めていく、保育ができるよう

努めた。心の余裕がなくなると、報連相やコミュニケーションが減ってし

まうこともあった。 

次年度方向性 お互いの特性や弱点を知り、補い合い、よりよい保育が出来るよう、話し

合いやコミュニケーションを大事にしていく。また、心に余裕が持ち、相

手を気にかけていくことも忘れずに進めていく。 

3 計画・ねらい 保育者自身の人間力を育てる 

実践結果 経験・年齢問わず各職種 が得意分野、専門分野にて各自の力を発揮し、互 

いに連携を図りながら共に語り合い、考えていけるようにした。 

報連相やコミュニケーションが足りなく、各自の能力が上手く発揮できな

い部分は改善していきたい。 

次年度方向性 コミュニケーションや話をすることを大事に、それぞれの事を思いやり考

え、力を合わせながら、大人自身が自分で考え、他人と相談して進めてい

く。 



20221215版 

 

〈５〉子どもを主体とした保育と環境作り 

1 計画・ねらい チーム保育の実践 

実践結果 職種や経験、年齢に囚われず、全職員が保育者の一人・一員として、一人 

ひとりの子どもと向き合い、一つ一つの課題を丁寧に考えていくことを基 

本とし、子どもを真ん中にした保育が出来るよう、コミュニケーションを

大事にした。 

次年度方向性 コミュニケーションを大事にし、一人ひとりが自分事と捉え、子どもたち

一人ひとりのこと、大人同士のこと、保育園の事をみんなで考え、チーム

として保育園を通っていく意識を持てるような語り合いの場なども作って

いく。 

2 計画・ねらい 保育環境の整備 

実践結果 全年齢の子どもが自由に行き来できる室内環境作りは前年度からの基盤も

あり、スムーズに出来ていた。月日が進むにつれ、子どもたちも選択する

幅が広がり、良い方向に進んでいっていた。 

次年度方向性 今年度積み上げてきたものを大事に、次年度はどのように継続していくの

か、どんな変化を付けるのかなど、発展できるように話し合いをし、実際

にも進めてみていく。 

3 計画・ねらい 日々、丁寧に関わる保育の実践 

実践結果 子どもの気持ちに受容し、共感しながら、子どもと継続的に信頼関係を気

築いてきていた。しかし人によって感覚の違いや認識の違いがあることに

気づき、確認しあうことができた。 

次年度方向性 定期的に認識の違いや感覚の違いがある音を確認していけるよう、園会議

などでみんなの意見が聞き、すり合わせられる場を設けていく。 

 

 

〈６〉環境を整える 

1 計画・ねらい 感染症拡大・怪我や事故を未然に防ぐ 

実践結果 室内、玩具消毒、換気をしっかり行い、感染症対策に努めた。 

ヒヤリハットや事故記録簿の振り返り、傾向と対策・要因を園会議などで

話し合っていく予定だったが、上手く時間が作れなかったり、認識の違い

に気づくことが遅くなり、すり合わせが不十分な部分もあった。 

次年度方向性 新型コロナウイルスへの対策だけでなく、子どもたちの体の安全を守るた

め、引き続き室内、玩具消毒、換気をしっかり行う。また、今年度出来な

かったヒヤリハットからの振り返りと傾向の分析などを行い、園の危機管

理を上げていく。 

2 計画・ねらい 大きな一つの家、全職員での保育。 

実践結果 ・園を一つの大きな家として、保育者全員で見守り、協力し合いながら、 

子どもの成長や興味にいち早く気づき、子どもが自信をもって他者と関わ 
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りながら、興味が持続し夢中になって取り組み、最後までやれるよう、見

守ってきた。保育者と子どもの距離が近くなりすぎてしまった部分があっ

た。 

次年度方向性 引き続き、全員での見守りや子供の成長や特徴を共有し合いながら、大き

な家で暮らす全員が互いに助け合い、成長しあえるようにする。 

 

 

 

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 
0人 0人 2人 1人 5人 1人 9人 

年度後半：

10~3月 
1人 0人 1人 3人 ４人 1人 10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 

6人 6人 7人 8人 8人 8人 9人 9人 10人 11人 10人 10人 102人 

うち0

歳児 

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 1人 0人 1人 3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 3人 5人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 11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）2022年10月より一時保育事業は休止としている。 

 

 

〈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 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 3人 補助 1人 調理 1人 事務 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 

・人権について 

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 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 

 

 

〈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 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 

るのかを考えていった。 

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 消防計画を作成し、これに基づく消火・通報及び避難訓練を行うた 

めスタッフの作成した計画内容、実施内容の確認と訓練の反省を行 

った。 

食品衛生管理係 課内食育会議への参加、園内給食運営会議の計画と実施をする。衛 

生的な環境で、アレルギー除去食提供児にも配慮された安全な給食 

の提供に加え、食の循環について園内で話し合い、子どもと一緒に 

取り組める環境と内容を検討している 

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。 

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た。鶏などの 

生き物の世話を通して、子どもも保育者も生き物の愛着や 

食物連鎖につながるのかを考えていった。 

 

 



20221215版 

 

〈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、新型コロナウイルス対策を踏まえた開

催の仕方を考え実行した。 

運動会係 運動会の立案・実行。会場の下見や備品管理。子どもの姿をどう

伝えるか話し合いの場を持ち、準備、状況を追い、役割分担をし

ながら、全体の進行を進めた。 

生活発表会係 生活発表会の立案・実行。会場の下見や備品管理。子どもの姿を

どう伝えるか話し合いの場を持ち、準備、状況を追い、役割分担

をしながら、全体の進行を進めた。 

子育て支援担当 子育て支援事業の企画立案・実施。新型コロナウイルスの影響か

らか、緩和されてきても参加者は少なかったが、園庭開放など来

園者には温かい対応を心掛け進めた。 

 

 

 

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は少なかった 

が、下半期より、子どもの成長や変化を感じ、園での生活を実際 

に体験してみたいという声が多く、参加者も増えていった。保育者として参加す

ることで、家とはまた違った子どもの様子や成長している姿をリアルタイムに見

ることが出来、喜びの声を多く聞くこともできた。 

保育参加 4～3月まで 合計32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2名 が参加済み  （3月1日時点） 

運営委員会 
運営委員会を6月17日に自園にて実施、参加保護者3名。11月18日自園にて実

施、参加保護者2名。詳細は議事録に記載   

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

 ・別紙「２０22年度年間スケジュール」に掲載 

 ・保育参加・保護者面談は随時開催 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 嚙む力を養い、素材を味わう 

実践結果 離乳食では柔らかく煮た野菜をスティック状にし、食材そのものの味や触

感を味わえるよう大きさや形を意識しながら、提供をしてきた。 

幼児でも食材の触感や形を活かす切り方などを行いながら、食事や食材に

興味が持てるようにした。 

次年度方向性 引き続き、食材そのものの味を味わい、季節感を感じながら楽しく食事が

できるようにし、食に対する喜びや楽しみを味わえるように進めていく。 

2 計画・ねらい 食育活動 

実践結果 畑活動では時期的に作物が育てにくい時があり、活動として休みがちにな

ってしまった部分はあるが、自園や連携園で野菜の世話、土に触れること

を通して自分たちで育てて食べる喜びを感じられるようにした。 

またコンポストで土作りを行い、畑に入れ、土づくりをすると、子どもた

ちの畑への興味関心が強まった。 

次年度方向性 次年度もコンポストを活用していくことで、子どもたちに畑や土に触れる

ことをさらに身近に感じるられるようにする。 

3 計画・ねらい バイキングや食事のマナーを知る 

実践結果 挨拶やマナー、食具の使い方等、食育指導を隔月に取り入れ、身に付けて 

いた。 

次年度方向性 食事の挨拶やマナーなど、必要なことを知らせつつ、食に興味を持った

り、楽しんで食事ができるよう、指導などの活動に取り入れていく。 

 

 

〈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14日/11月15日に実施 

歯科検診 6月7日と11月8日自園にて実施 

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  4月21日に自園にて「手洗い・うがい指導」を実施 

②  6月18日に自園にて「歯みがき指導」を実施 

③  10月20日に自園にて「手洗いチェッカー手の汚れを知る」を実

施 

④12月15日自園にて「性教育について」を実施 

⑤2月16日に自園にて「体の仕組みとうんち」を実施 
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流行した感染症 ①  4月、7月に新型コロナウイルスに疾患、関係者による感染報告

有り。横浜市保健所・横浜市こども青少年局に報告済み 

②  12月にインフルエンザに疾患、園児20名・保育者3名蔓延。12

月26日に終息 

発作・痙攣等の対応 1月19日に熱性けいれんから救急車要請。 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・3月24日に自園にてエピペン研修を保育スタッフ16名、計12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、12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/6･11月  

⇒6月14日、11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14日、11月15日 

歯科健診 各年2回/6月7日、11月8日 

運営管理 児童・保護者の人権に関す 年2回/4･10月の園会議時  
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るチェック ⇒4月17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 子どもの「やりたい」を尊重し、発達や興味・関心に合わせた環境を作 

ると共に、安心して過ごせる環境作り 

実践結果 子どもの興味関心にアンテナを貼り、保育計画に活かしていくように努め

た。また子どもが安心して過ごせるよう、一人ひとりにあった対応を心掛

け、子どもの特性を理解、職員間でも共有することで、誰もが同じ対応が

出着るように工夫した。 

次年度方向性 引き続き子どもの興味関心にアンテナを貼り、保育計画・実行に活かせる

よう西、子どもを真ん中とした保育の充実を目指していく。 

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 

実践結果 整理整頓が苦手な人もいるが、声を掛け合い、行っていくようにした。保

育室内では、子どもたちも過ごしやすいよう、片付けがしやすいよう写真

を貼るなど、視覚的にも分かりやすいような工夫を取り入れた。 

次年度方向性 整理整頓は次年度も意識していく必要性は大いに感じる。大人が見本を見

せることで子どもたちの意識にも働きかけていきたいと思う。 

 

 

〈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 
パーテーション  幼児室、乳児室  毎日1回  破損などがみられた場合は処

分した。 

2 
制作机 幼児室 毎日1回 製作机の機能に不備はないか

確認した。 

3 
製作台  幼児室  毎日1回   製作台の機能に不備はないか

確認した。 

4 
ターザンロープ 園庭 毎日1回 ターザンロープに破損や不備

がないか、確認した。 

5 
タイヤ飛び箱 園庭 毎日1回 飛び箱に破損や不備がない

か、確認した。 

6 
泥場 園庭 毎月1回 劣化や不備がない確認した。

黒土も定期的に入れている。 
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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、自衛消防隊の編成をし、年間避難訓練に沿って消火訓 

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、非常時はアプリを利用し、保護へ情報発信を行う通知訓練も 

合わせて行った。 

2 実践結果 園内に事故防止委員会を設置し、ヒヤリハットやインシデントを活用、再 

発防止と共に危機管理・危険予測し、事故を未然に防ぐよう努めた。 

3 実践結果 年４回の事故防止チェック、２か月毎の設備点検チェックを行い安全配慮 

に努めた。 

4 実践結果 光化学スモッグの発生しやすい状況を把握し、発令があった時は速やかに 

対応、室内で過ごし健康状態の確認を行う。 

5 実践結果 新年度キックオフミーテイングで、エピペン講習を行った。 

 

 

 

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の育成として積極的に実習生の受け入れを行った。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した。又、実習生に関わる 

保育者は初心に返り、自身の保育や記録の書き方の見直しをし、保育のプロとして子どもとの向き合 

い方や対応について考える機会とした。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月8日～19日 横浜こども専門学校 1人 部分実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

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 19日 17日 21日 19日 16日 20日 18日 15日 20日 17日 14日 14日 
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ー自己採点 18名 17名 15名 15名 12名 12名 12名 12名 12名 12名 12名 12名 

人権のための

研修 
      

18日 

12名 

15日 

12名 

20日 

12名 

17日 

12名 

14日 

12名 

14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 

10月6日 横浜市歯科医師会 
口腔疾患の予防と口腔機能

育成に関する研修 
1名 有 

10月21日 港北福祉保健センター 
今日から始める健康づくり

のための食生活 

1名 
有 

11月8日 港北福祉保健センター 
行動科学に基づく給食を通

した健康づくり 

1名 
有 

1月25日 港北福祉保健センター 
支援者の為のマインドフル

ネス 

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） 

日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

12日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

11日 

1名 

8日 

1名 

13日 

1名 

10日 

1名 

7日 

1名 

14日 

1名 

施設長勉強会 日 

1名 

17日 

1名 

14日 

1名 

12日 

1名 

16日 

1名 

13日 

1名 

11日 

1名 

8日 

1名 

13日 

1名 

10日 

1名 

7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。 

 

 



20221215版 

 

 

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、近隣保育園との交流会や、商店街ツアー

も活用しながら積極的に地域に出ていったり、かかわりを持つようにした。 

新型コロナウイルスの影響により機会を作ることが難しい場面もあったが、できることを模索し

ながら子どもたちに必要な機会を作れるようにした。 

また園見学に来た方には、園庭開放やちきんえっぐなど実際に参加できるイベントの宣伝も行っ

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：大曾根第二公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：熊野神社、港北消防署、オリンピック、ペットのお 

風呂屋さん、福美湯等 

世代間交流 1か月に1回 老人ホーム（ニチイ）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、施設閉園のため中止となった。 

異年齢交流 7月22日に大豆戸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 

新型コロナウイルスの影響で、小学校との連携が難しい部分もあったが、2月に実際に子ども同士での

交流会が出来たのは良かった。自分が通う学校ではないが、学校の雰囲気を味わうことが出来、小学生と

の触れ合いも楽しめ、就学に向け子どもたちの期待値も上がっていた。 

 

 

〈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 

10月14日 菊名小学校 2名 菊名小校庭下見 職員間交流 

2月8日 太尾小学校 11名 太尾小学校 子ども間交流 
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1月26日 師岡小学校 4名 師岡小体育館下見 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：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 

小学校との引継ぎでは、児童要録や電話を通し、必要事項の引継ぎを行った。 

 

 

 

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 527名 0名 0名 0名 6名 0名 4名 0名 0名 537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   ⇒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 2名 0名 0名 0名 0名 0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 
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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：大曾根第二公園にて 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 

２０23年3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：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、スタッフ代表 

 

 

〈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：30％ 

 

前年度までが新型コロナウイルスの関係で行事関係が縮小せざるを得なく、残念だったという声が多

く、今年度は開催できることを願っているという声が多かった。また、子どもの様子を伝える際に

は、できなかったことではなく、肯定的に伝えてもらえることがありがたいと仰って頂ける方もいて

嬉しく思った。褒めて頂いた部分はそのまま受け取りつつも、ご指摘くださった部分は真摯に受け止

め、次年度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 
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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：まめどくれっしゅ 施設長 鈴木 恵理  


