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２０２２年度 メリー★ポピンズ kids朝霞ルーム 

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～ 
 

子ども一人ひとりを尊重し、子どもに寄り添い丁寧に関わる保育を実践してきた。園会議、昼礼会

議、ケース会議、クラス会議を行い、子どもたちの様子を職員間で共有し、心情、意欲、態度に留意

しながら日々の子どもたちに寄り添うよう心掛けてきた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 【ねらい】子どもに寄り添った丁寧な保育を行う。 

【計画】 一年間を通し子どもたちの心を学んでいく。 

実践結果 クラス別ではなく、園全体を一つのチームとして捉えそれぞれがチームの

一員として役割を果たすことができた。 

次年度方向性 新しい職員も加わり、新体制での保育が実地されることに伴い、次年度も

今年度同様に学びの環境整備を行っていきたい。 

2 計画・ねらい 【ねらい】保護者や地域の方にも日常の子どもたちの姿を伝えていく。 

【計画】 毎日の振り返りと記録の充実を図る。 

実践結果 園内外にポートフォリオを掲示する立て看板を作ることができた。お迎え

を待つ保護者の方、地域の方にも好評だった。また、コミュニケーション

もとりやすくなった。 

次年度方向性 ポートフォリオの発信に間隔が空いてしまう事があった。 

行事のみではなく、そのときの子どもたちの様子を最新で発信できる状態

を作っていく。 

 

 

〈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 【ねらい】職員間で子どもの育ちを共有する。 

【計画】 3分間対応を丁寧にする。 

実践結果 日々の昼礼会議で子どもたちの様子を共有し、共有した内容をシッターノ

ートに書き込み面談やお迎え対応に役立たせた。毎日の僅かなエピソード

であっても見逃さず共有してきた。 

次年度方向性 パート職員の退勤時間が早いため、共有の方法を来年度の課題にしていき

たい。シッターノートに書き込んでいるが、見逃してしまう事が多々あっ

た。 

2 計画・ねらい 【ねらい】保護者と年2回の個人面談を行う。 

【計画】 保護者とのコミュニケーションをとっていく。 
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実践結果 子どもたちの保護者の様子から面談を提案実施し、保護者の心に寄り添え

るよう心がけた。日々の連絡帳やタイムライン、ポートフォリオの活用で

子どもの育ちを丁寧に発信する時間を積極的に持つ様にしてきた。 

次年度方向性 普段ゆっくり話ができない保護者には、面談の声掛けを行ってきたが都合

が合わなかった方もおり、来年度は全園児行えるようしていきたい。 

3 計画・ねらい 【ねらい】保育の可視化・見える化を行う。 

【計画】 子どもたちの姿を発信する。 

実践結果 エピソード記録、ポートフォリオの掲示を保護者、地域の方へ掲示してき

た。保育の活動写真なども多く張り出し、保育の様子を知らせてきた。 

次年度方向性 子どもたちを安心して預けられる保育園であることが分かるように、でき

るだけ多くの機会を捉え発信し、子どもたちが楽しく過ごしていることを

認識していただく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 【ねらい】親子で楽しむ機会を設ける。 

【計画】 ちきんえっぐに関心を持ってもらう。 

実践結果 コロナ禍の中でも、チラシを積極的に張るとともに公民館や図書館などに

置かせてもらった。地域の方が、クッキングや花育等に参加し、リピータ

ーも増えていった。 

次年度方向性 新型コロナウイルスが拡大すると、途端に地域の参加がなくなってしま

う。来年度は、新型コロナウイルスも落ち着くものと想定し、引き続き宣

伝活動を行っていく。 

2 計画・ねらい 【ねらい】子育て相談の機会を設ける。 

【計画】 園庭解放にて地域の方とコミュニケーションをとる。 

実践結果 「おしゃべりサタデー」を月に1度行い、大好評を得てきた。「話し相手

が居ない」、「友だちができない」といった声を上げていた育休の保護者

にも横のつながりを持つお手伝いができたようだ。地域の方も参加し、と

てもいい企画となった。 

次年度方向性 次年度も「おしゃべりサタデー」を行っていく。おしゃべりするだけでな

く、職員の得意分野を生かしてもらう「クッキング」「習字」「生け花」

等を保護者、地域の方に楽しんでもらう。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 【ねらい】園内研修を月ごとに職員が受け持つ 

【計画】 職員が園内研修のファシリテーターをおこなっていく。 

実践結果 園内研修を軸に各職員の研修報告を行ってきた。そのことにより少しでは

あるが、保育の質の向上を図ることができた。 

次年度方向性 次年度は研修報告だけに留まらず、子どもたちの発達を育むような研修も

行い、保育の質が少しでも上がるように努力していく。 

2 計画・ねらい 【ねらい】子どもたちの育ちを共有していく。 

【計画】チームとしての必要な援助について考えていく。 
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実践結果 職員一人ひとりの年間目標を明確にし、どのような環境(物的、人的)を整

えているかを話し合ってきた。園会議、昼礼会議にて共有し、子どもたち

にどのような援助が必要かを考え丁寧に接してきた。 

次年度方向性 全職員の話し合いを心がけてきたが、パート職員への共有が足りていない

と感じていた。どのような方法で共有していくかを次年度の課題にした

い。 

 

 

〈５〉見守る保育 

1 計画・ねらい 【ねらい】子どもたちの主体性を大切にする。 

【計画】 チームとして活動することにより、流れるような保育を目指し

ていく。 

実践結果 日々、子どもたちの成長と発達を最優先に考え、見守る保育を実践してき

た。子ども達の主体性を尊重し「自分で考え」「自分で行動する」事を促

すよう努めた。 

次年度方向性 職員の中には、声掛けが多いと思われる職員もいるため、次年度は、職員

の声をできる限り抑えて、子どもたちが更に主体的に動けるようにしてい

きたい。 

2 計画・ねらい 【ねらい】子どもたちの一人ひとりを理解する。 

【計画】 適切な援助をする。 

実践結果 子ども達一人ひとりを理解するために、昼礼会議にて全職員で共有を欠か

さず行ってきた。子どもたちが自分で考え、行動するにはどうしたら良い

かを話し合い、実践してきた。 

次年度方向性 一人ひとりを理解するのは重要なため、次年度も引き続き全職員で取り組

み、子ども達のために話し合っていきたい 

 

 

〈６〉食育活動を更に高めていく 

1 計画・ねらい 【ねらい】食育と意欲を育てる。 

【計画】 日常の生活に密着した楽しい食育を充実させる。 

実践結果 子どもたちは、野菜の種を蒔き間引き、収穫と成長の過程を見守り、最後

はクッキングをして味わった。地域の方も参加し、楽しい時間も設けられ

た。野菜についての関心や理解も深まったようだ。 

嫌いな野菜も自園の畑で採れると食べる姿も見られた。 

次年度方向性 今年度は、調理職員の力が大きく子ども達にも沢山のクッキングを楽しま

せることができた。次年度も調理職員中心に食育を楽しんでいきたい。 

2 計画・ねらい 【ねらい】ゴミの堆肥化「ＳＤGs」を知る。 

【計画】 段ボールコンポストを続け、外部発信をしていく。 

実践結果 野菜くずを集めて堆肥を作り、その堆肥で植物を育てることで食の循環、

環境への意識を大切に行ってきた。子どもたちも自らコンポストを手伝い

ながら、残食を減らそうと毎日グラフを付けてきた。「もったいない」の

言葉もでるようになった。 
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次年度方向性 次年度の４月には、コンポストの堆肥ができたため畑に肥料として蒔くつ

もりである。引き続きコンポストの堆肥つくりを続けていきたい。 

 

 

 

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 
6人 6人 9人 10人 10人 10人 51人 

年度後半：

10~3月 
6人 6人 9人 10人 10人 10人 51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 

225

人 

303

人 

284

人 

274

人 

268

人 

272

人 

230

人 

259

人 

264

人 

281

人 

293

人 

3112

人 

うち0

歳児 
6人 27人 35人 32人 34人 37人 42人 35人 40人 38人 36人 41人 403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    
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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 １人 

パート 

スタッフ 

保育士 5人 補助 ０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 

・行事反省、次月の行事計画発表 

•園内研修 

給食運営会議 月1回 •自園の食育計画 

•子ども主体の食事環境の設定 

•食育活動実地内容 

•残食量の課題、改善 

•子どもの様子、保護者からの要望、意見 

•園児と一緒に食事の振り返り 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリ、インシデントを検証し検討。 

ケース会議 月１回 個別配慮が必要な子について成長、対応についての検討 

指導計画立案 

乳児、幼児会議 月１回 子どもの共有、保育士の対応を検討 

 

 

〈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 

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・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 歯磨き指導、手洗いうがい指導、園内の汚染区域の安全管理や備品

などの常時点検 

安全対策係 毎月の避難訓練、毎日の環境安全整備。 

防火管理者 火災、地震、自然災害などの災害対応、不審者訓練対応を実践 

食品衛生管理係 食の安全に関わる管理。 

畑係 年間農業計画を遂行するとともに、畑の整備、管理を担当及び子ど

も達と管理し実施。 

生き物係 カブト虫の幼虫が沢山生まれる。５歳児中心に実行。 

 

 

〈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 久しぶりの開催に子どもたち保護者、地域の方が訪れ大盛況とな

る。皆が笑顔だった。 

朝霞市彩夏祭り係 職員も参加し実施する。暑い中、半数の保護者、子どもたちが参

加し楽しむ。 

 

 

 

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 

・乳児、幼児と別日に懇談会を開催する。久々の保護者同士の話し合いに笑顔が 

 見られた。参加できなかった方には個人面談を実施する。 

・日々の保育は、異年齢児保育を中心に活動をする。無理せずクラスに拘ること

をせず、選ばせて活動に参加を促した。 

・職員も必要以上に言葉かけ、関わりを控え、子どもたちが主体的に遊べるよう

園内研修にも力を入れてきた。 

保育参加 
4～3月まで 合計３名 が参加済み  （3月１日時点） 

・今年度は、行事開催も多く参加者が少なかった。 

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） 

・懇談会も開催したため、希望する家庭が少なかった。 

運営委員会 

第1回運営委員会を6月17日に当園にて実施し、参加した保護者2名。 

第2回運営委員会を11月26日に当園にて実施し、参加した保護者3名。 

詳細は議事録に記載  

 

 

〈２〉計画した年間行事の振返り 

 ・別紙「２０２２年度年間スケジュール」に掲載 

 ・保育参加・保護者面談は随時開催 

 

 

〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 【ねらい】食育を育てる。 

【計画】 食べたいものを食べたいときに食べたいだけ食べる。 

実践結果 毎日の散歩で乳幼児共にお腹を空かせ、食べたいものを食べたいだけ食べ

てきた。バイキングは、コロナ禍のため出来なかったが５歳児がお当番で

毎日配ってくれた。食べきれるよう量を調整してもらっていた。 

次年度方向性 次年度は、新型コロナウイルスも落ち着きバイキングが復活することを望

んでいる。子どもたちも自分でやりたいようだ。バイキングでより食が進

むのではないかと思われる。 

2 計画・ねらい 【ねらい】命をいただく。 

【計画】 クッキングを楽しむ。 

実践結果 野菜を始め、魚の解体もクッキングに取り入れてきた。魚の解体は、幼児

中心に行い「心臓が魚にもある」と分かったようだ。 

野菜は、葉っぱなどが付いている大根などは無駄にせず、ふりかけにする 

次年度方向性 野菜作りの失敗をどうするか、子どもたち職員と考えながら挑戦していき

たい。野菜を使ったご当地グルメを次年度も引き続き行っていく。 

3 計画・ねらい 【ねらい】収穫した野菜を大切にする。 

【計画】 野菜を加工する。 
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実践結果 園の畑で採れた果物のジャム作りに始まり、ケチャップ、漬物などを作る

ことができた。茄子のジャムはヒットした。パンに付けてパクパク食べる

子が出た。「リンゴジャムだ」と思うほど美味しかったようだ。 

次年度方向性 次年度も、収穫した野菜は無駄にせず、大切に子どもたちと食べていきた

い。子どもたちと一緒にメニューを考えていきたい。 

 

 

〈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17日／11月24日に実施 

歯科検診 6月14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  ６月中に kids朝霞ルームにて歯磨き指導を実施 

②  １２月中に kids朝霞ルームにて性教育を実施 

③  １月中に kids朝霞ルーム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7名感染報告有り 

②  12月に感染性胃腸炎（嘔吐下痢）にて、園児12名欠席報告有

り。 

発作・痙攣等の対応 痙攣発作、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 

・4月下旬に kids朝霞ルームにてエピペン研修を和田和江、黒沢果

穂、矢部菜々保、山内茜、矢口愛菜、鈴木里奈、福田明子、小林珠

英、川口香梨９名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ１５名のうち、９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２２日に kids朝霞ルームにて救急救命研修を和田和江、矢部

菜々保、鈴木里奈、鈴木典子、中山智美、山内茜、勝田夏美、矢口

愛菜美の８名が新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ１５名のうち、９名が使用可能 

その他保健に関する取組 •感染症、インフルエンザ等の情報お知らせを掲示 

•歯磨き指導、手洗いうがい指導、性教育等を行った。 

•新型コロナウイルス感染予防のため、消毒、換気を徹底してきた。 

•園会議にて職員向け研修。おむつ替え、蘇生について、熱中症、嘔

吐下痢処理手順、消毒衛生管理、インフルエンザ、等を行う。 
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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28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17日、11月24日 

歯科健診 各年１回／6月17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 【ねらい】早番による安全点検。 

【計画】 園庭、室内等の安全点検を毎日行う。 

実践結果 毎朝の安全点検は子どもたちのために、安全な環境を整えてきた。 

保育室の整理整頓は職員にも伝えてきたが、日々忙しい保育の中での整理

整頓は厳しかったようだ。昼礼の後、５分間清掃をすることを提案。これ

がとても良かった。５分と短い時間だが全職員で協力できた。 

次年度方向性 退勤前の５分間清掃は続かなかった。改善のため、５分間清掃が上手くい

った。次年度も続けていきたい。 
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2 計画・ねらい 【ねらい】感染症予防。 

【計画】 1日２回の消毒を行う。 

実践結果 日々の忙しい保育の中でも、室内の消毒、玩具の消毒は、欠かさず行って

きた。換気にも気を配り、玄関は一日中開放していた。 

次年度方向性 新型コロナウイルスが終息しても、室内外の整理整頓、消毒は暫く続けて

いきたい。 

3 計画・ねらい 【ねらい】午睡布団を清潔に保つ。 

【計画】 布団乾燥をこまめに行う。 

実践結果 年間、４回の布団乾燥を行ってきた。午睡後、汗や、お漏らしの布団は天

日干しで清潔を保ってきた。また、金曜日１８時以降は全園児の布団を室

内に干し衛生面に気を配ってきた。 

次年度方向性 午睡布団は、いつでも清潔に保っていきたい。次年度も同じような対応で

衛生面に気を配っていきたい。 

 

 

〈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 パーテンション 幼児クラス 毎日 異常なし 

2 低いテーブル 幼児クラス 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 法人の運営マニュアル、保育品質マニュアルに則り行動する。 

2 実践結果 避難訓練を月１回実施する。年１回の消防署と共に総合避難訓練を行う予

定が、新型コロナウイルス拡大に伴い中止となった。 

不審者侵入訓練も行うが、職員の動きが課題となる。 

3 実践結果 自園でのヒヤリハット、インシデントを元に事故防止委員会で検証し、前

月と比較し全職員周知する。自園での怪我発生時、事故防止委員会を必ず

開き全職員で話し合いを行う。 

4 実践結果 うちのこプリに登録された送迎者以外は園児引き渡しを行わない。送迎者

変更があった際には、早急に修正依頼を依頼してきた。 

5 実践結果 光化学スモッグが発生しやすい気象条件、注意情報を把握し、発生時には

適切な対応をとる。 
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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も落ち着き、実習生も中学生の体験学習も復活する。積極的に動き、子どもた

ちとの交流もとれ安定した日々を過ごすことができた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

2月20～ 

3月6日 
日本児童教育専門学校 1人 部分実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

日程 学校名 人数 

2月1～3日 朝霞市立朝霞第一中学校 ５人 

2月7～9日 朝霞市立朝霞第四中学校 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 

30日 

14名 

31日 

14名 

20日 

14名 

13日 

14名 

1日 

13名 

1日 

14名 

31日 

15名 

20日 

15名 

20日 

15名 

20日 

15名 

30日 

15名 

20日 

15名 

園研修 22日 

10名 

27日

８名 

24日 

９名 

22日 

８名 

26日 

７名 

30日 

10名 

28日 

10名 

25日 

６名 

23日 

４名 

27日 

12名 

17日 

8名 

23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 

10月26日 埼玉県教育委員会 

 

令和4年度南部地区幼・保・

小連携推進協議会 

1名 無 

１２月3/4日 キャリアアップ 食物・アレルギー研修 1名 無 

8月18/19日 キャリアアップ 乳児保育研修 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） 

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27日に kids北朝霞にて1名（保育士）が出席 

第2回：１月30日に kids朝霞にて２名(保育士）が出席 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 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 

今年度も、老人施設交流、地域シニア交流等は新型コロナウイルス感染拡大のため、中止となる。 

小学校の交流も断られた。3月の見学だけは、実施する。 

青空保育は、コロナ禍の中公園に来る方も減り参加者無しとなる。 

 

 

〈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：南の風にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：東武ストアー、駅前交番、駅の改札口、郵便局、で

んきち、ドラッグストア、丸亀製麺、市役所、花屋、パン屋、ケーキ

屋、ホットモット等 

世代間交流 コロナ禍の中、地域の方が遊びに来てくれた。行事にも参加し、コミュ

ニケーションも取れるようになった。 
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異年齢交流 中学生の職場体験を実施 

銭湯でお風呂の日 月1回 〈3～5歳児〉 実施 銭湯の経営者が体調不良により10月～1

月まで中止となる。 

 

 

 

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 

 

例年、朝霞第八小学校と連携を続けてきたが、今年度も新型コロナウイルス拡大のため小学校に受け

ての運動会参加、マラソン大会、しいのみ祭り等が実施できなかった。３月に入り、見学だけは承諾

してくれ実施する。来年度は、新型コロナウイルスの状況次第で取り組んでいきたい。 

 

〈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 

3月1日 朝霞第八小学校 

1年生 

10名 小学校1年生授業見学 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 

 

個別支援計画を担任中心に立案していった。子どもたちの状況を的確に判断、支援していくために 

全職員の視点を大切にし、子どもの姿を多目的に捉えるようにしていった。できないところを見る

のではなく、できるところに視点を置きながら対応する中で、苦手な部分が補われていく場面を見

ることができた。 

 

 

〈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：３～６名 

該当児の一か月の様子、変化、次月の職員の援助などを全職員に共有を行う。どの子も主体性を重

んじた対応を大切にし、子どもの成長をどのように捉えるかを職員同士意識しながら保育を行って

きた。 

 

 

〈３〉進級引継、および小学校への引継状況 

児童要録を送付だけでなく、気になる児に対しては幼保小連携に参加し、直接配慮等の引継ぎを行

ってきた。子ども一人ひとりの対応を小学校職員に丁寧に伝える。 
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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 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 ０名 ０名 ０名 0名 

 

実施項目 詳細 

園開放 （月）～（土）9:30～16:30 にて実施 

子育て相談 （月）～（土）13:00～16:30 ⇒計0件 

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 4名 6名 8名 4名 0名 2名 0名 0名 ０名 １名 0名 25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 

2名 0名 6名 2名 0名 0名 0名 0名 6名 0名 0名 0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：南の風にて 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00分 

自己評価実施者：黒沢果穂、鈴木里奈、中山智美、山内茜 
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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％ 

 

今年度も、保護者の方がアンケートに意欲的だった。ご両親で入力し回収率は100％を超えるほどだ

った。温かい言葉も多く、職員一同大変喜んだ。少数意見の改善点もあり、次年度に向けて保護者、

子どもたちのためにも全職員で対応していく。 

 

 

 

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   

第三者委員会への報告すべきものは０件 

 

 

〈２〉報告すべき事故（事故含む） 

 

報告すべき重篤なケガ０件 

 

 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日  

 作成者：メリー★ポピンズ kids朝霞ルーム 施設長 和田 和江 


