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２０２２年度 メリー★ポピンズ 東神奈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～ 
園に通う子どもたちが笑顔で登園し、法人の目指す「にんげん力。育てます。」の理念の下、主体的

に活動に取り組めるように環境を設定し、関わりが持てるようにしてきた。また、子どもたちが様々

な体験を通して、友だちとの協働性や非認知能力が身に付くように接し、そのためにも異年齢の関わ

りの中で多くの直接体験ができるようにしてきた。日々の保育の中では子どもたちの思いをしっかり

と受け止め、安心して園での活動が出来るように職員同士が連携を図って見守りを行ってきた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 好きな遊びや好きなもの・こと、身近な人との関わりの中で非認知能力を

育むことのできる保育園生活。 

実践結果 遊びや生活の中で、数量・図形・標識や文字などに親しむ体験を重ねると

ともに、身近な人たちと接していく中で喜びや悔しさ、思いやりなどの気

持ち等が育っていくような関わりが出来るようにした。 

次年度方向性 子どもの発達、興味関心に合わせて好きな遊びを深めながら、文字や時計

などに触れていくとともに、友だちや保育者との関わりの中で相手の思い

や考えを推し量れるように関わっていく。 

2 計画・ねらい 食材や食の循環を認知する直接体験を企画し、SDGs への取り組みを更に

深めていく。 

実践結果 乳幼児ともに種や苗に触れ、植物の生長の様子や収穫物をその場で調理す

るなど興味が深まるような活動を取り入れた。食の循環を知るうえでは、

残ったものが無駄にならないように「コンポスト」が出来ないか考えた

が、集合住宅ではなかなかかなわなかった。そこで、まずは自分たちで出

来るだけ残さずに食べられるように配慮した。 

次年度方向性 今年度の取り組みを継続し、子どもたちが「楽しく給食を食べる」ことで

食べる量を増やしていけるように、幼児だけでなく乳児も自分で出来るこ

とを行いながら「おかわり」につなげていけるようにしていく。 

3 計画・ねらい 他者との協働の中で、お互いの思いや考えを共有し、共通の目的を実現す

る活動を進めていく。 

実践結果 友だちとの交流の中で、気持ちを共有し合い、共通の目的の実現に向けて

考えたり工夫したり充実感を持つなどをして活動を進めることが出来てい

た。 

次年度方向性 子どもが好きな場所で好きな友だちと関わり過ごす中で、互いの思いを理

解し合いながら目的に向かっていけるように見守ったり必要時には言葉掛

けをしたりして共通の目的の実現に向けて活動していく。 
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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 遊ばせ方やしつけに関する不安へのサポート 

実践結果 子どもとの関わりに不安を感じている保護者の方の話を聞き、子どもの姿

や保護者の悩みに合わせて、個別面談をしたり園での生活を見てもらった

りしてきた。また、園での様子を見ていただく保育参加も開催してきた。 

次年度方向性 保育参加週間や個人面談週間を設定し、保護者が参加しやすい形態を取り

入れながら、園での子どもの姿や友だちとの関わりを知ってもらう機会を

増やしていく。 

2 計画・ねらい 食事や栄養に関する情報のお知らせ。 

実践結果 園での食事状況や好きな食べ物などの情報を保護者の方と共有するととも

に、家での様子も聞いてどのように喫食量を増やしていくかを相談してき

た。また、園での食事状況などもドキュメンテーションでお知らせした

り、タイムラインに乗せたりして様子が分かるようにした。 

次年度方向性 調理に関わるスタッフから子どもたちに人気のあるメニューレシピを提供

したり親子で作りやすいメニューを考案したりし、家族で食事やおやつを

楽しめるようにしたい。 

3 計画・ねらい 多様化する保護者の保育に対する需要に対応。 

実践結果 保護者の就労と子育ての両立などの支援をするため、保護者の状況を考慮

するとともに、子どもへの福祉の尊重と子どもの生活の連続性に配慮でき

るようにしてきた。 

次年度方向性 法人で決められている範囲の支援ではあるが、各家庭にあった園でのサポ

ートを受けてもらえるように、必要なサービスの案内や声掛けをしてい

く。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域に根付き、地域に開かれた子育て支援。 

実践結果 地域に向け、どろんこ祭り（夏まつり）の案内を出したり、近くの公園で

絵本や紙芝居などを実施したりした。又、園見学時には園庭で遊ぶ体験を

してもらうなど、保育園を身近に感じられるようにした。 

次年度方向性 今年度の取り組みを継続して、祭りの知らせを少し広範囲に配布したり近

くの公園で本読みなどの機会に渡したりできるように準備していく。 

2 計画・ねらい 地域の関係機関などとの連携。 

実践結果 子育て支援に関する情報を提供してもらい地域の保育者養成校などとの関

係を深めたりして、まずは地域の子育て拠点となれるように活動を進めて

きた。 

次年度方向性 地域の小学校や養成校などとの交流を深めながら園の取り組みを知っても

らい、連携を増やしながら地域に必要とされる施設となる様にしていく。
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そのために連絡を定期的に入れていくようにする。 

3 計画・ねらい 園利用の保護者や地域の方に選ばれる保育園。 

実践結果 保育園は地域の子どもたちの拠点となる重要性を感じながらも、スペース

的には園舎内での活動を提供していく事が出来ないため、地域の方とは思

うような関わりを持つことは叶わなかった。 

次年度方向性 園利用の保護者の方のニーズをもっと知り、少しでも欲しい情報の提供に

つなげたり青空保育を行っている反町公園での活動を深めたりする中で、

地域で選ばれる保育園になれるようにしていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 保育園での活動や生活の様子をしっかりと伝達。 

実践結果 昼間の活動の様子を保護者お迎え時に伝えながら、待っているご家庭には

ドキュメンテーションで日中の活動の様子を写真で見ることが出来るよう

に案内してきた。 

次年度方向性 お迎え時の伝達時間を有効に活用できるように、普段と違う姿や昼間の友

だち同士のやりとりなどエピソードを交えて伝えていく。そうすることで

安心して園に預けていただけるようにする。 

2 計画・ねらい 自身の保育力向上のために組織的に研修に取り組む。 

実践結果 保育の質を向上させるように、一人ひとりが自分の得手不得手を再確認し

協力し合って保育に携わってきたが、研修としては質会議や若手会議など

の情報を共有するに留まり積極的に外部の研修には参加できなかった。 

次年度方向性 法人で行っている研修への参加や行政で提供している研修などに積極的に

参加し、それを他の職員にも伝達していけるように、園会議の時間を有効

に活用して保育の質を向上させていく。 

3 計画・ねらい 日常的にスタッフ同士が主体的に学び合う。 

実践結果 前向きに学べるようにと計画されている「スキルアップ研修」では自園ス

タッフが他園のスタッフも含めて遊びが広がるような玩具づくりの研修を

行い、学ぶことができた。 

次年度方向性 スタッフ集団が子どもたちの為に、自分の得意分野の情報提供や研修提供

などをすることでボトムアップし、主体的に多くの学びをしていけるよう

に計画をしていく。 

 

 

〈５〉答的な関わりと子どもが主体の保育 

1 計画・ねらい 子ども一人ひとりの気持ちを受け止める保育。 
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実践結果 スタッフがそれぞれ個性を持つように、子どもたちも様々なことの受け止

め方が違ったり表現が違ったりすることを受容して主体的に活動につなが

る様に見守ってきた。 

次年度方向性 子どもの姿をよく見て、何を考え・何を伝えたいのかをしっかり捉えなが

ら日々の保育を進めていく。そのためには一人ひとりは違って当たり前で

あることを理解し、その子にあった対応をしていく。 

2 計画・ねらい 子どもと子どもの思いをつなぐ保育。 

実践結果 子どもの思いは皆違うが、集団生活の中で活動に参加していくためには自

分の思いを人に伝える大切さを知り、表現できるように関わってきた。 

次年度方向性 一つの活動をするにも意見は様々である。自分の思いをしっかり伝えられ

るように、小さい子どもでも「いやだ」「いっしょ」などの表現が出来る

ようにし、幼児では互いの意見を出し合い思いがつながるようにしてい

く。 

3 計画・ねらい 指示をしない保育・子どもが主体の保育。 

実践結果 子ども主体の保育では、スタッフはできるだけ口を出さず必要時にサポー

トが出来るように子ども同士の関わりを大切にしてきた。 

次年度方向性 保育者がリードして活動を進めるのではなく、あくまでも子どもたちが自

分たちのやりたいことやルールを決めて活動できるように、子ども同士で

話し合う時間を大切にしていく。 

 

 

〈６〉子どもの姿にあった環境構成 

1 計画・ねらい 自然に触れて過ごせる環境の設定を行う。 

実践結果 出来る範囲で畑仕事に関わり、栽培の様子・成長を肌で感じられるように

計画していたが、遠くの畑を借りて１週間に一度しか行けなかったり水耕

栽培で土いじりが出来なかったりと思うような活動が出来なかった。 

次年度方向性 園の前の花壇を畑として使用できるように準備出来た為、子どもたちがさ

まざまな野菜の栽培を経験しそのまま食育活動につなげられるようにして

いく。 

2 計画・ねらい 子どもたちが主体的に活動できるような環境構成を考える。 

実践結果 子どもたちの興味関心を探り、発達を理解して必要な環境が整えられるよ

うに、子どもたちの意見を取り入れながら環境設定を行ってきた。 

次年度方向性 子どもたちが発する言葉から必要な環境を準備し、自ら遊びたくなるよう

にしていくことでより多くの活動に興味が持てるようにサポートしてい

く。 

3 計画・ねらい ハザードやリスクを予測して安全に配慮する。 

実践結果 日々小さなケガはあるものの、大きなケガにつながらないようにスタッフ

同士が安全に対する情報共有を怠らないようにしてきた。 
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次年度方向性 事前に下見をしたり危険予測を行ったりすることで、子どもたちが安全に

過ごせるようにしていく。特に見失いなどは絶対に起こさないようにスタ

ッフの意識を高め、声を掛け合う。 

 

 

 

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 
0人 42人 38人 42人 30人 42人 194人 

年度後半：

10~3月 
0人 42人 40人 42人 34人 42人 200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 61人 81人 75人 68人 51人 77人 59人 75人 64人 61人 75人 814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    
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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 6人 看護師 0人 栄養士 1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   

 

 

 

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 

・行事について検討他 

給食運営会議 月1回 どろんこ会の３大食育方針に向けての取り組み 

・バイキングの実施 

・畑仕事の活性化 

・再生栽培 

・子どもの姿から発達を促す為の、微細・指先遊びの導入を

し、食具の持ち方へ繋げる 

事故防止委員会 月1回 ・ヒヤリハット、インシデントから傾向の分析と対策 

・リスクマップを作り、危険予測をする 

・子どもの姿に合わせたハザードの洗い出しと認識共有 

・ハザードマップの定期的更新 

ケース会議 月1回 子どもの状況と配慮について、支援機関との連携状況 

乳児・幼児会議 週1回 子どもの日々の様子、月案・週日案の立案 

興味関心と発達に合わせた環境構成 

 

 

〈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 
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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 

保育の質を上げる会議 月1回 保育士 

リーダー会議 年5回 

（5月.7月.9月.11月.1月） 

保育士 

若手会議 年5回 

（6月8月10月12月2月） 

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、コロナ禍の為徹底した消毒を心掛けた。又、定

期的に牛乳パックや段ボールを使用した手作り玩具の入れ替えをし

た。半期に一度は乳・幼児室の倉庫内の掃除をし、必要なものしか

ない環境作りに努めた。 

安全対策係 避難訓練、不審者訓練の計画と実施。事故防止チェックリストを活

用し園内での危機管理への意識の共有も行ったが、スタッフにより

意識の差があり、次年度も継続して行うことで、意識の向上に繋げ

たい。 

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。11月には神奈川区の消防署に「消防訓練」の事前通報・結

果報告などを行い、スタッフや子どもたちは区役所まで避難した。 

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 どんな種を蒔いてどんな世話をしていくか、その後の収穫から調理

までを子どもと話し合って進めていった。昨年、害獣により自園の

畑を使用することは出来なくなったが、室内栽培や他園の畑を借用

し、子どもが関わることのできる環境を作り携わってきた。 

生き物係 飼育しているメダカは、年長児を中心に子どもたちとえさやりや水

替えを行った。 
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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 どろんこ祭りの計画を立て、立案・とりまとめを行い実施した 

運動会係 運動会の計画を立て、小学校とのやり取りやスタッフの係り決

め、立案・とりまとめを行い実施した 

生活発表会係 生活発表会の計画を立て、各クラスの出し物のとりまとめやス

タッフの係り決め等を行い実施した 

誕生会係 スタッフが順番に担当月を決め、その月誕生児の紹介や得意な

出し物を準備して披露した 

 

 

 

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 

・園生活での姿が知りたい 

・友だちとの関わりについて知りたい 

・活動への参加の仕方を見たい 

・家庭での様子について 

・就学に向けて 

保育参加 
4～3月まで 合計2名 が参加済み  （3月1日時点） 

・散歩の同行、室内遊び、活動見守りなどの実施 

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） 

・園生活での子どもの姿、保育の中での安全配慮について、発達相談、就学に向

けての話し合いの場を持つ。 

運営委員会 
運営委員会を6月10日／11月18日に園にて実施し、参加した保護者各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 畑仕事を通し、子ども自らが食材や食の循環・環境への意識をもつ。 

実践結果 種蒔きや苗植え、水やり、間引き、収穫などを図鑑や本を使って調べた

り、経験したりして食生活に興味が持てるようにした。栽培する作物や栽

培の仕方を子どもと一緒に考えたり、相談したりしながら進めた。室内栽

培をして、小さな子どもたちも参加できるようにした。 

次年度方向性 次年度は園の前の花壇を畑として使用できるようにしたため、作物選びか

ら種蒔き、水やり、間引きなど子どもが生長を追い、収穫し、食べるまで

を行えるようにする。又、調理員と具体的な活動計画を立てて子どもたち

が積極的に参加できるようにしていく。 

2 計画・ねらい 四季折々の食材や日本の伝統行事を知り、食材や文化に興味関心をもつ。 

実践結果 旬の食材の話や自分たちが食べる食材を切る「包丁」などにも焦点をあて

て、四季折々の食材を調理するために使う道具やその道具を使いやすくす

るためには「研ぐ」という作業が必要なことなども直接的に見て学ぶ時間

を作った。 

次年度方向性 魚の解体ショーやお正月料理・恵方巻など伝統文化の話をしたり行事食を

子どもたちと作ったりしながら日本の料理に関心が向けられるようにす

る。 

3 計画・ねらい 調理員・保育士・施設長は一緒に食べることで楽しさや満足感を味わう。 

実践結果 3～5歳児はバイキング給食を行っており、２歳児や１歳児も出来るところ

から参加するようにしているが、今年度もコロナが収束していない中では

スタッフが一緒に食べることは叶わなかった。 

次年度方向性 次年度コロナの状況が落ち着けば、スタッフが一緒に食事をして食べる楽

しさを覚えたり、嫌いなものにチャレンジしてみたりする。 

 

 

〈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／12月12日に実施 

歯科検診 6月7日／12月6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） 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・2022年3月24日に幼児保育室にてエピペン研修を佐野・三田・髙

野・石田・山崎・本間・吉本・山岸・渡辺・神戸・丸山 計11名が新

たに受講し習得済み 
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・本日時点で、在籍スタッフ9名のうち、9名が使用可能 

その他保健に関する取組 登園時の視診と、健康状態の把握、健康管理に努めた。 

また、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・手洗い指導を定期的に行い、習慣化するようにした。又、 

1日2回の消毒・換気を徹底し感染防止に努めた。 

 

 

〈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 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16日、12月12日 

歯科健診 各年2回／6月7日、12月6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 身近な環境に興味を持って関わり、感じたことや考えたことを表現する力

の基盤を培う。 

実践結果 子どもの興味関心や発達を知り、具体的な環境構成を話し合い、振り返り

ながら玩具や家具配置を変え、子どもが自分自身で選択できる環境となる

ようにしてきた。 

次年度方向性 子どもの姿に合わせ、必要な環境が準備されているように常に子どもの様

子を見守る。 

2 計画・ねらい 身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をも

つ。 

実践結果 日課としての畑仕事、梅雨時期には雨降り散歩、冬には雪に触れたり氷あ

そびを行ったりした。雨上がりには水たまり遊びする等、自然に関わりな

がら過ごす機会を多く持った。 

次年度方向性 今年度に引き続き、子どもの興味関心と季節や自然環境に合わせた遊びや

関わりを継続していく。 

3 計画・ねらい 日常生活の中で、我が国における様々な文化や伝統に親しんだり、数量・

図形・文字などに関心をもったりする。 

実践結果 お正月や節分など我が国の伝統的な行事や遊びに親しめるように遊びを準

備した。 

次年度方向性 今年度の取り組みを継続しつつ、異文化に触れたり活動を楽しんだりでき

るようにする。また、日常生活の中で図形や文字に慣れ親しめるように環

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 L 字パーテーション 乳児室・幼児室 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 消防計画に基づき、自衛消防隊の編成をして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て保護者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 年に2回、外部から不審者が侵入してきたという設定で訓練を実施した。保

育者は侵入者を刺激しない様に他のスタッフに知らせるように行った。 

3 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。又、

年度初めにリスクマップを活用し園内外のハザードの見直しを定期的に行

い、ハザードマップの作成・共有をする。作成したものは定期的に見直し
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をし、子どもの姿や活動に沿った物であるよう努めた。 

4 実践結果 園内外の危険個所をハザードマップにまとめ、スタッフ間の認識を同じに

して危険回避につなげた。チェックは変更があった時以外に定期的に行っ

ている。 

5 実践結果 乳児・幼児の救命救急講座を受ける予定にしていたものの、コロナにより

集団での講座はかなわなかった。年度初めの「新年度キックオフミーテイ

ング」でエピペン講習を行い、その後新しいスタッフにも研修をした。 

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

に努めた。 

7 実践結果 光化学スモッグ発生時に、行政から来る情報をチェックして屋外活動を自

粛するようにした。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈1〉今年度の振返り 

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

がある。また、地域におけるボランティアの養成と共に、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、実習生・研修生を積極的に受け入れるよう努めた。保育者は卒業した学校

や専門施設などと連携を図って、実習生・学生の受け入れを拡大して行い、卒業してからの就職先と

して選択肢の一つになるように関わってきた。 

 

 

〈２〉実習生及び職業体験の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

8月15・22日 聖心女子高校 1人 職業体験 

8月16日 鎌倉女子大学 1人 職業体験 

8月18・19日 横浜創英大学 1人 職業体験 

9月8日 横浜保育専門学校 1人 職業体験 

10月14日 鎌倉女子短期大学 1名 職業体験 

10月21日 金城大学短期大学 1名 職業体験 

11月29日 大原専門学校 1名 職業体験 

2月9～22日 総合学園ヒューマンアカデミー 1名 実習（部分実習含む） 
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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 

12名 

13日

13名 

3日 

13名 

1日 

10名 

5日 

11名 

2日 

11名 

7日 

10名 

11日 

10名 

2日 

10名 

6日 

9名 

17日 

9名 

16日 

9名 

人権研修 8日 

12名 
― ― ― ― ― ― ― 

2日 

10名 

6日 

9名 

24日 

5名 

16日 

5名 

スキル研修 講習名：～親子で遊べるおもちゃ作り～ 

講 師：自園保育士 

9月10日：メリー★ポピンズ 東神奈川ルーム会場にて Web で開催 5名参加 

 

 

〈２〉外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

5月26日 横浜市神奈川区役所 子どもの救急法 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 

18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 

18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2名（保育士）が出席 

第2回：7月6日に Web にて2名（保育士）が出席 

第3回：9月7日に Web にて2名（保育士）が出席 

第4回：11月9日に Web にて2名（保育士）が出席 

第5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

行った。 
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〈５〉外部研修への参加 

スタッフ一人ひとりの特性や希望に合わせて、内部だけの研修に限らず各種の外部研修に参加できる

機会を設けたものの、参加の人数が少ない状況であった。次年度はスタッフの希望を優先し、研修へ

の参加につなげていきたい。 

 

 

 

8. 地域交流 
 

〈１〉今年度方針・テーマの振り返り 

地域に選ばれ愛される園として、町内会の方々との挨拶や触れ合いを意識するとともに、毎年行われ

る小学校との交流を続けてきた。近隣の小学校である幸ヶ谷小学校との連携や、公園で一緒になる他

園の子どもたちともまずは挨拶をしっかりと交わすことから関わりを持てるように努めた。 

 

 

〈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：反町公園 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：イオン、CIAL、サカタのタネ、福田人形店、神奈

川消防署等 

世代間交流 青空保育を行う公園で地域の高齢者の方とのやり取りを楽しんだ 

異年齢交流 幸ヶ谷小学校訪問 

保育士養成校の学生との交流 

その他活動 園庭開放…見学時に園庭を見学・利用されていた 

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 

連携先の幸ヶ谷小学校との子ども間交流は3回行う事が出来、子どもたちには良い経験となった。 

スタッフ間交流は残念ながら開催にはつながらなかったが、公園や小学校へ出向いた際に顔を合わせ

次年度への交流の基盤となるようにした。小学生との関わりは、就学を控えた子どもたちには良い刺

激となり、小学校での生活に期待が膨らむ貴重な機会となるため今後も続けていきたい。 

近隣の小学校である神奈川小学校では、今までコロナ渦で開催できなかった運動会を開催させていた

だき、来年以降も運動会だけでなくその他の活動でも関わりを深めていければと考えている。 
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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 

10月22日 神奈川小学校 

体育館 

124名 保育園運動会（体育館） メリー★ポピンズ 東神

奈川ルーム運動会 

11月8日 幸ヶ谷小学校 

6年4組 

17名 プレイパーク（幸ヶ谷公

園） 

子ども間交流 

12月7日 幸ヶ谷小学校 

1年生クラス・校庭 

9名 活動見学（幸ヶ谷小教

室・校庭） 

子ども間交流 

3月7日 幸ヶ谷小学校 

6年4組 

16名 プレイパーク（幸ヶ谷公

園） 

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、ケース会議の中で共有・振り返りを行い、週案・月案の作成時及び

個々の変化や成長に合わせ都度見直しを行う。 

 

 

〈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：3～9名 

・園会議、昼礼、クラス会議などを利用し、個々の様子を共有しながら理解を深めるようにし

た。 

・配慮の必要な子だけでなく、気になる子や成長・発達の過程で配慮を必要とする子についても

共有し、一人ひとりに合わせた対応へと繋げるようにした。 

・定期的につむぎと合同研修の機会を持ちながら、集団の中での関わり方や支援の手立てを学    

んだ。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

・進学する小学校、必要に応じ関連機関と連携しながら、児童要録・電話での詳細伝達を行った。

進学に向けより丁寧な引き継ぎを進められるように、今年度担任が小学校とのやりとりをしてス

タッフと共有した。 

・進級児はスタッフ間で情報の共有をした。 

 

 

 

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 
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4月 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 7名 7名 18名 8名 10名 2名 1名 2名 0名 0名 55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）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 

2023年2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30分 

自己評価終了時刻：14時30分 

自己評価実施者：施設長・保育士 3 名 

 

 

〈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）自然との関わりを大切にし、子ども主体の保育や異年齢中心の保育を進めていく事に賛同い

ただきながら、日々の園生活を送ってきている。園の行事や活動・保育者の対応については理解を頂

いており、特に給食の提供については全員の方から満足・ほぼ満足を頂くことができ素直に喜んでい

る。しかし、園での生活の様子伝達や内容については今より深いものを希望されたり、日々の保育で

の方法についてご意見を頂いたり、散歩中の安全や災害時の対応などにご心配を頂いていることか

ら、園内の様子や安全面での工夫・方法などの見える化を図っていこうと考えている。 

 

 

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
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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 
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