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２０２２年度 メリー ★ ポピンズ 朝霞東口ルーム  

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～ 
園目標に掲げていた「チーム保育の定着」を達成するために、まずは職員間で園会議や園内研修等を

用いてどろんこ会の保育理念の理解を深め、同じ方向性で保育実施ができるように取り組んできた。 

また、チームワーク力を高めるために、①コミュニケーションの円滑化、②チーム内での役割の明確

化、③情報共有を行い職員間の連携がスムーズとなり、応答的な対応を心掛け同じ方向性で保育運営

に力を注いだ。お互いの良いところを認め、苦手なところはフォローし合えるような関係性を築くこ

とができ、職員一人ひとりが切磋琢磨しながら保育をすることができた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい どろんこ会の基本保育「私たちが育てる6つの力」の理解を深め、 

全職員で考え実践していく。 

実践結果 園内研修などの職員の学びの場で「私たちが育てる6つの力」について 

理解を深められるよう保育品質マニュアルの読み合わせを行い、 

ポートフォリオ作成やディスカッションを行った。 

遊び・労働・食事・休息のサイクルを大切にし、午前中は目一杯身体を 

動かし園外活動での経験を表現（音・言葉・唄・絵・造形）に繋げる。 

次年度方向性 ・引き続きポートフォリオの作成を行う。 

・保護者に関心を持ってもらえていたので、保育内容を知って頂くツール 

としてポートフォリオを活用していく。 

2 計画・ねらい 職員同士が常に連携を図り、チーム保育をしていく。 

実践結果 毎日の朝礼や昼礼、週会議など園内の会議では、職員同士で意見を 

交わし情報を共有し会議の充実を図り、保育の質の向上に繋げる。 

又、早番保育士と遅番保育士の引継ぎ（情報共有）が弱いため、 

シッターノート等も活用し伝達漏れのないようにした。 

次年度方向性 週会議や園会議では職員同士で意見交換を行い充実した会議だったので、

次年度も意見交換の場を多く取り入れていきたい。 

3 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を作成し、 

実践する。 

実践結果 担任が子どもの姿を捉えた保育計画を作成しても、他の職員へ落とし込む

ことができていなかった。 

次年度方向性 次年度は、職員一人ひとりがしっかりと子どもの発達を捉え、小学校接続

を見据えた保育をしていく。その為に、子どもの発達をしっかり学ぶこと

と、小学校見学などを積極的に行う。 
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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 保護者が感動するレベルで日々の子どもの様子を保護者に伝えていく。 

実践結果 「自分が保護者なら受けたい、見たい」を心掛け、丁寧なお迎え対応 

（３分間対応）、連絡帳、タイムライン、個人面談などを行い保護者との

密な関係性を図った。 

次年度方向性 次年度も引き続き、保護者からの発信を見逃さず、一つ一つ受け止め、一 

人ひとりの保護者を理解し平等に対応していく。保護者との信頼関係を築 

き、職員一丸となって共に子育てできる場となるよう努力し、選ばれる保 

育園を目指していく。 

2 計画・ねらい 子育ての喜びを保護者と共に分かち合えるようにする。 

実践結果 職員は知識や技術を活かしながら日々保育を行い、ポートフォリオを 

作成し保護者に公開することで子育ての喜びを分かち合えるようにした。

又、保育参加や行事への参加を積極的に呼びかけ子どもの育ちを共有する

ことができた。 

次年度方向性 保護者の気持ちに寄り添い、温かみのある応対を次年度も継続して行って 

いく。 

3 計画・ねらい 保護者がいつ見ても気持ちがよい施設を目指す。 

実践結果 保護者や来訪者がいつ見ても、どこを見ても整理整頓されており、 

気持ちがよい施設となるように、日々の掃除は保育室の隅々まで行った。

又、保育で使用した物はそのままにせず、使用後はその都度元の場所へ 

片づけるよう職員へ意識づけをしてきたが、大きな行事（どろんこ祭りや

運動会、生活発表会など）が近づくと、保育室内が乱れてしまっていた。 

次年度方向性 保育室内の整理整頓は園の第一印象でもあるので、引き続き整理整頓され

ている施設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 地域の子育てをしている保護者が気軽に訪れ、相談できる保育園を 

目指す。 

実践結果 イベント開催のポスター掲示や、告知の案内がなかなか出来ず、参加者が 

いなかった。 

次年度方向性 次年度は積極的にイベント開催の掲示や告知などを行い、参加者を増やし 

ていきたい。 

2 計画・ねらい 地域の子育て支援関係機関等との連携を図る。 

実践結果 園見学の対応、青空保育の実施、勝手籠の設置で地域の方に園の存在を知

って頂くことはできたが、子育て不安や育児不安になった際の相談できる

窓口にはなれなかった。 

次年度方向性 次年度も引き続き、積極的に園見学の対応や中学生の保育体験の受け入れ

を行っていくとともに、子育てサロン開催に力を入れて地域の方が気軽に

立ち寄れるような園となれるようにする。 
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〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 法人の理念や方針に対する学びを深める。 

実践結果 自身の保育をより良きものにするための知識や技術を自ら獲得できるよ

う、園内研修では職員一人ひとりが中心となって研修や議論を行った。 

次年度方向性 次年度も職員が得意分野や研修で学んだことを園内研修や園会議でアウト

プットし自己変革に繋げたい。 

2 計画・ねらい 子どもの保育に関わるあらゆる職種の職員ひとり一人が、コンピテンシー

№3「計画・実行する」、№4「判断する」について極め、 

保育の質の向上に努める。 

実践結果 ・週会議や園会議にて、職員全員で子どもの姿を共有することができた。 

子どもの姿から、一人ひとりに適した保育や環境を考え、計画することが

できた。 

次年度方向性 ・次年度も、会議を通して子どもの姿を職員間で共有していき、子どもた

ち一人ひとりにとって、今一番大事なことは何かを考え、保育計画や環境

設定を行っていく。 

 

 

〈５〉チーム保育の実践 

1 計画・ねらい 職員一人ひとりが園としての目標を共有しながら協働する。 

実践結果 園内研修の中で、保育環境や事故防止、子どもや保育者の心情についてデ

ィスカッションをしたり、意見交換をしたりする中で色々な角度から保育

を追求することで、チームワーク力が身についた。 

次年度方向性 次年度も園会議や園内研修では、職員同士の話し合う場を大切にしていき

たい。 

2 計画・ねらい 日々保育を振り返りながら全職員で情報を共有し、次の保育に繋げてい

く。 

実践結果 日々の昼礼だけでなく、保育中にも声を掛け合う等、職員間のコミュニケ

ーションがよく取れていた。 

次年度方向性 次年度も引き続き全職員で情報を共有し、次の保育に繋げていきたい。 

 

 

〈６〉食材や食の循環を認知する直接体験 

1 計画・ねらい 畑仕事を通じて、野菜の興味関心を育み、育てる喜びや調理する楽しさを 

味わい、食の循環を体験する。 

実践結果 週に2回の畑活動を通して、野菜に興味を持つことが出来、野菜の種類や

成長の様子を知り、収穫や調理して味わう喜びを経験することが出来た。 

野菜の苦手だった子どもが、自分から食べてみようとする姿も見られる 

ようになった。 

また、梅干しや味噌、切り干し大根などの加工品を作り、発酵するまでの

過程を見たり、完成したものを味わったりすることもでき食の循環を 

伝えることが出来た。 

次年度方向性 次年度も引き続き、畑仕事を通して育てる喜びや苦労を経験し、収穫や 

調理して食する楽しさを経験できるような保育を目指していきたい。 
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2 計画・ねらい 畑仕事や食育活動を通して「命あるものを食している」ということを 

子どもたち伝えていく。 

実践結果 地域の魚屋を園に招いて、子どもの目の前で魚を捌いて頂いた。魚が切り

身になっていく様子を見たり、こめ組は一人一尾の魚を捌いたり、捌いた

魚をみんなで味わう体験を行うことができた。 

次年度方向性 次年度も引き続き、魚の解体や畑仕事を行う中で「命あるものを食してい

る」体験を沢山取り入れていきたい。 

3 計画・ねらい 環境（SDGs）への意識を身に付ける活動を行う。 

実践結果 給食食材で出る野菜くずを利用してコンポスト作りに挑戦した。コンポス

ト作りは成功したが、子どもたちへ野菜くずが堆肥になる過程を落とし込

むことができなかった。 

次年度方向性 次年度も引き続きコンポストをつくり、子どもたちへ食の循環を伝えてい

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 
0人 5人 5人 5人 5人 5人 25人 

年度後半：

10~3月 
0人 5人 5人 5人 5人 5人 25人 

0歳児は受け入れを行っていない。 

 

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 78人 95人 62人 61人 54人 54人 44人 59人 37人 ●●

人 

●●

人 

614人 

うち0

歳児 

－人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 

（解説）18時以降の利用児童数を集計した。 

 

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 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 0人 
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人数 

うち0

歳児 

－人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 －人 0人 

（解説）月極利用児童が定員を満たしており一時保育の受け入れが出来ず、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 3人 看護師 0人 栄養士 0人 調理員等 1人 

パート 

スタッフ 
保育士 2人 補助 0人 調理 0人 事務 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 

・園内研修 

・当月の行事計画の成果発表、次月の行事計画発表 

・人権チェック（年2回） 

給食運営会議 月1回 ・食育計画策定 

・食育活動実施内容 

・配膳方法 

・喫食状況（残食の記録簿）確認 

・検食簿指摘事項の改善 

事故防止委員会 月1回 ・当月のヒヤリハット、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ーと改善策策

定 

・全園事故防止委員会での内容共有   
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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 

朝礼・昼礼 

毎日 ・子どもの出席確認、体調の確認、与薬の確認 

・アレルギー食の確認 

・活動内容の確認・振り返り 

・伝達事項 

クラス会議（週会

議） 

週１回 ・子ども（個々）の発達  

・活動内容の振り返り、計画 

・伝達事項 

 

 

〈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 

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の管理、衛生点検、清掃確認、感染症発生時の 

対応、検便 

安全対策係 避難訓練の実施や安全な環境整備、事故防止点検、設備点検 

防火管理者 消防計画の作成、避難訓練計画の立案、設備の防火管理 

食品衛生責任者 食品の衛生管理、調理室の衛生管理、給食会議の開催 

畑係 畑の管理、作物の栽培計画、保育実践 

生き物係 生き物の飼育管理、保育への取り組み 
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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 どろんこ祭りの企画・立案・計画、地域・各関係機関への周知 

朝霞市 彩夏祭係 地域活動の一環として有志の保護者の補助 

子育て支援係 子育て支援、子育てサロンの計画と立案など 

 

 

 

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 

・園生活の様子を連絡帳やポートフォリオ、3分間お迎え対応を丁寧に行う 

ことで家庭との連携をとりながら、子どもたちの成長を共有した。 

・玄関が狭くお迎え時の混雑する時間帯は、保護者をお待たせしてしまう為、 

緩和策として降園の身支度を早めに行ったり、スタンプ（打刻）を玄関外に  

設置したり、ポートフォリオを掲示し待った気がしないようにした。 

保育参加 

・参加者無しなし （3月1日時点） 

（保育参加に参加する家庭がいなかった為、保育の様子（ポートフォリオ）を 

玄関に掲示したり、生活発表会を通して子どもの成長を感じられるような内容に

したりした。） 

保護者面談およ

び発達相談 

4～3月まで 合計14名が参加済み  （3月1日時点） 

・園での様子や家庭での様子を共有 ・保護者の悩み相談 

運営委員会 

第1回運営委員会を6月23日に当園にて実施し、参加した保護者3名 

第2回運営委員会を11月24日に当園にて実施し、参加した保護者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 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 調理員、保育者、施設長は子どもと一緒に食べる。 

実践結果 コロナ禍で職員と子どもと一緒に食事を取ることはできなかったが、異年

齢の友だち同士で会話を楽しみながら食事を取ることができた。 

次年度方向性 次年度も引き続き取り組んでいく。 
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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 職員間で口腔発達を学習し、咀嚼が大切なことを知ることができた。 

感染症対策のため通年職員が一緒に食べられない状況ではあったが、マス

ク越しでも咀嚼を促せるよう、職員の言葉掛けや一緒に食事をする異年齢

の子どもが見えやすい机の配置等の工夫に努めた。 

次年度方向性 次年度も引き続き取り組んでいく。又、保護者にも口腔発達につて発信し

ていきたい。 

3 計画・ねらい 子どもが自分たちで盛付・配膳して食べる。 

実践結果 感染予防のため、前半は子どもが自分たちで盛付はできなかったが、後半

から盛付・配膳ができるようになった。自分で量を調節したり、食べたい

物を好きなだけ食べることができた。 

次年度方向性 感染対策に配慮しながら、子どもたちが自分たちで盛り付け、配膳し 

て食べることで、食べる意欲を育んでいく。 

 

 

〈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16日に実施 

歯科検診 6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 

① 手洗い指導 

② 歯磨き指導 

流行した感染症 ① 7月にヒトメタニューモ 園児5名感染 7月中旬に終息 

② 8月に RSウイルス 園児5名感染  9月上旬に終息 

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日のキックオフ会議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） 

・3月25日のキックオフ会議にて AED研修を受講し習得済み 

・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 

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9日、11月16日 

歯科健診 各年1回／6月7日 

運営管理 児童・保護者の人権に関す

るチェック 

年2回／4･10月の園会議時  

⇒4月8日、10月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 足指で地面を捉える力を育てる。 

実践結果 歩く・走る・跳ぶ・とび降りる・よじ登る・横や後ろに動くなどの 

運動感覚を育てるために、裸足保育を実践した。そのために保育室内や戸

外（園庭・公園）の設備・安全点検を行った。 

転んでも自分の身体を支えることが出来る徒手力を身に着けるために、

又、自分の暮らす場所を自分できれいにするために、雑巾絞りや雑巾がけ

を毎日子どもと保育士が一緒に行った。 

次年度方向性 次年度も引き続き取り組んでいく。 

2 計画・ねらい 子どもの「やってみたい」意欲を大切に、環境を整えていく。 
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実践結果 戸外では安全配慮をはじめ、子どもが遊びたい場所、遊びたい物を見つけ

られるように公園の行き先や活動内容を充実させた。保育室内は整理整頓

し清潔に保つことを心掛けた。 

次年度方向性 次年度も引き続き取り組んでいく。 

3 計画・ねらい 子どもが人と関わる力を育てる。 

実践結果 戸外活動を通して地域の方と挨拶を交わしたり、公園で地域の友だちを一

緒に遊んだり、移動保育で系列園の友だちや保育者と一緒に遊んだり会話

をする中で自園の友だち以外の様々な人と関わることができた。 

次年度方向性 次年度も引き続き取り組んでいく。 

 

 

〈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 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№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、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 【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、事故防止チェック及び設備点検チェックの実施、 

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 【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、不審者侵入時には対応フローチャートに従って訓練が出来た。 

4 実践結果 【光化学スモッグ】…危機管理マニュアル№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 

中学生の職場体験を３名受け入れた。乳幼児とのふれあい交流や保育体験に協力し、次世代育成支援

の観点から、将来に向けて地域の子育て力の向上に繋がる活動に取り組めた。 
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〈２〉実習生の受入 

受け入れなし 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月1～3日 朝霞市立第一中学校 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 

8日 

7名 

13日

7名 

10日 

6名 

8日 

6名 

5日 

7名 

9日 

7名 

7日 

7名 

11日 

7名 

9日 

7名 

13日 

7名 

1日 

7名 

1日 

7名 

園内研修 8日 

7名 

13日

7名 

10日 

6名 

8日 

6名 

5日 

7名 

9日 

7名 

7日 

7名 

11日 

7名 

9日 

7名 

13日 

7名 

17日 

7名 

23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 

受講なし     

 

 

〈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 10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 

新型コロナウイルスの影響を受け、子どもと様々な地域の人との交流はなかなか思うように図ること

ができなかった。散歩の道中に通りがかる店先にいる店員や、通行する人との挨拶を交わし、公園で

出会った地域の家庭との交流等、感染予防に努めながら交流を行った。 

 

 

〈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：一号公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：東武ストアー、アコレ、西友、市役所、向原野菜直

売所、東朝霞公民館、セイムス、ウェルシア、青山フラワーマーケッ

ト、朝霞駅南口駅前交番、サーティワンアイスクリーム、うちで花園等 

世代間交流 新型コロナウイルス拡大防止のため、実施なし。 

異年齢交流 新型コロナウイルス拡大防止のため、実施なし。 

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 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、小学校の行事等への参加は中止となった。 

 

 

〈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 

1月31日 朝霞市 幼保小連絡会 １名 小学校入学に関わる情報交換会 職員間交流 
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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 0名 3名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 3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 

月2回  10:00～12:00   ⇒計24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 

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 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：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 

 

ISO9001審査 
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評価会社名 ペリージョンソンホールディング株式会社に依頼して受審済み 

園審査 11月25日に実施（ステージ 1 審査/テージ 2 審査/サーベイランス審査） 

 

 

〈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：8時30分 

自己評価終了時刻：17時30分 

自己評価実施者：当日勤務職員  

 

 

〈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）職員の人数が少ない為、保護者は職員が慌ただしそうにしていると感じているようだ。アン

ケート結果の中に相談をしたくても忙しそうで話しかけづらいといったご意見が多かった。次年度

は、保護者と面談等を積極的に行っていきたい。 

 

 

 

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 
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               施設長 中村 智美 


