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２０２２年度 メリー★ポピンズ 北千住ルーム 

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～ 
どろんこ会グループが目指す園の姿を念頭に０・１・２歳児一人ひとりにとってより良い保育の充実

を目標とします。 

1 職員全員が子どもの育ちを理解し、体の発達について知識を深めます 

 

さくらんぼリズムを日課とし、日々今の子どもたちにとって必要なリズムを取り入れ、体の動き

やリズムを確認し合いながら取り組んでいく事ができた。また、どのスタッフもリズム遊びに取

り組めるようにピアノの確認等一人一人の努力が見られた。 

 

2 食材・食の循環を認知する直接体験を大事にします 

 

定期的かつ継続的な畑の取り組みを行えたと同時に、土づくりなど保護者も巻き込んで一緒に行

う機会や畑についてスタッフと意見交換する機会を設け、スタッフ一人一人の意識を高めていく

事ができた。 

 

3 0.1.2歳児ならではの子育ての悩みを抱える保護者にとっての育てのパートナーとなります 

 

スタッフ一人一人が保護者に対し思いやり接遇の気持ちをもち、子どもの育ちや発達の共有など

を丁寧に行い、コミュニケーションを深めていく事ができた。 

 

4 職員一人ひとりのスキル向上を目指します 

 

スタッフの今の課題に向き合い、離乳食・言葉・関り・乳児期という視点で互いに学び合い、そ

れをアウトプットしていく機会を作り、保育の見直しや今後の向上に努めることができた。 

 

5 地域に開かれた園にします 

 

地域と親しみを深め、日頃の関りや会話を大事にし、日ノ出町団地内の関りやコミュニケーショ

ンを活かし、日頃の保育や生活に活かすことができた。 

 

〈１〉保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい ０歳から２歳児までの発達段階の理解を深め、養護と教育の一体性を意識

し、清潔で安心安全な場の充実を図っていく。 

実践結果 定期的な育ちの共通理解・園内研修・常日頃からの整理整頓・環境整備へ

の意識を高め努めていく事ができた。 
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次年度方向性 定期的な環境設定や育ちの共通理解に意識を引き続き高めながら、様々な

視点からの配慮をし、多様なかかわりから個々への関りを更に工夫できる

ようにしていく。 

2 計画・ねらい 子どもをど真ん中に、子どもたちにとってより良い関りを常に考え、興味

関心を存分に引き出せる環境や保育を組み立て、心の成長の基盤作りを大

事にしていく。 

実践結果 ポートフォリオを通し子どもの気持ちの深読み・様々な視点から子どもを

捉え、丁寧に子どもと向き合っていく事ができた。 

次年度方向性 ポートフォリオ作成だけでな、子どもの発達や育ちを気軽に保護者と共有

し、いつでも観覧できるような工夫をすることで、保育の共通理解を図っ

ていく。 

3 計画・ねらい 子ども一人ひとりにあった生活リズムの中で、くつろぎ安心できる時間・

空間・関りが保障されることを大切にしていく。 

実践結果 発達に応じた環境・関りを定期的に考え、温かい目線・関り・雰囲気はど

う作られるのかを日々試行錯誤し子ども一人ひとりと向き合っていく事が

できた。 

次年度方向性 職員一人ひとりの役割をよく考え、連携しながら落ち着いて丁寧に関わり

を持てる雰囲気を作り、保育者自身が温かく思いやりあふれる関りを意識

し応答的な関りをより意識していく。 

 

 

〈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 いつでも頼れる保育園で在るように、専門性を生かした支援とともに相談

しやすい職員の雰囲気づくりに努め、保護者とのコミュニケーションを大

切にしていく。 

実践結果 お迎え時の際に子どもの様子を丁寧に伝え、心地よい会話、関わり話しや

すい雰囲気を作っていく。また、成長や発達を共有し喜びを共有・共感し

ていく事ができた。 

次年度方向性 一人ひとりの丁寧に子どもたちの育ちや姿を丁寧に伝え保護者との信頼関

係を深めること大事にしながらも、保護者の立場に立って思いやりや心配

りを忘れずに臨機応変に対応できるようにしていく。 

2 計画・ねらい 0・1歳児の食の支援を行い悩みや相談、専門知識の発信を行う中で、食の

営む力を育んでいく。 

実践結果 離乳食の作り方や進め方の発信、家庭での食の悩みを一緒に共有し前向き

に導いていけるよう機会を作っていく事ができた。 

次年度方向性 定期的な離乳食や家庭での食事での困りごと等を日頃の会話から保護者の

方に負担なく成長段階と共にスムーズに進めてけるように今後も専門知識

を高めていく。 

3 計画・ねらい 子育ての喜びを共有し、相互に理解し合える信頼関係を築いていく。 

実践結果 タイムラインやアルバムでの子どもの育ちや様子を、丁寧で質の高いもの

にし発信する意味を職員一人ひとりが意識を高め、楽しいものにしていく

事ができた。 
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次年度方向性 わかりやすい子どもの姿の写真の記録をさらに工夫し、保護者へより子ど

もの育ちや発達を理解し、一緒に子育てを楽しめる雰囲気づくりに努めて

いく。 

 

 

〈３〉地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 開放的で地域と密な関係性をもち、集いの場となるような開けた場として

の機能に努める。 

実践結果 青空保育・子育てサロン・地域の方が気軽に立ち寄れる場の工夫をするこ

とができた。 

次年度方向性 定着した青空保育等で、顔なじみの参加者や参加しやすい雰囲気づくりが

できたことで、より周知させながら参加する地域の方を増やしより園を知

ってもらう機会を広げていく。 

2 計画・ねらい 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

機会をつくる。 

実践結果 子育てサロンの声掛けや、団地内・園外先での交流を大切にしていく事が

できた。 

次年度方向性 顔なじみの地域の方や定期的に声をかけ関わる機会を作ったことで、より

拓けた園となるように職員一人ひとりの声掛けを大事にしていく。 

3 計画・ねらい 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

を作る。 

実践結果 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事ができた。 

次年度方向性 日ノ出町団地の交流をさらに深め横のつながりを太くしていく事で、よち

日ノ出町団地の活性化に努めていく。 

 

 

〈４〉次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい ミドルリーダーを中心とし、保育の方向性や課題、繋がりのある保育を展

開していけるようにする。また、職員それぞれの良さを引き出し、補い合

い向上していけるチーム力を作る。 

実践結果 計画案を職員同士で確認し合いながら、繋がりのある保育を組み立て、子

どもを真ん中に考えた遊びを発展させながら質の高い保育を目指す。ま

た、子どもの育ちや発達の共通理解を深めていく事ができた。 

次年度方向性 目標や一人ひとりの自己理解に努め、学ぶ意欲につなげながらも、アウト

プットする機会を作ることでより学びを深めていけるようにしてく。 

2 計画・ねらい 視野を広げ、報告連絡相談が密に行われ、風通しの良い同僚性や雰囲気を

作る。 

実践結果 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気づけるよう、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。 
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次年度方向性 意見交換や互いの保育観を伝え合うことで、互いを受け入れ補合いなが

ら、更なるチーム力を高めていく。 

3 計画・ねらい 子どもに携わる職員全員が様々な視点から意見を出し合い、よりよい充実

した保育を作るために、互いに刺激し合い向上していける人間性豊かな職

員を育成していく。職員の小さな気づきや発見、思いを大事にしていく。 

実践結果 意欲的なスキル講座への参加や学ぼうとする意識を互いに深め合っていけ

る研修を取り入れ、互いの意見の気づきを大事に認め合い思いやり支えあ

う関係性を築いていく機会が少なかった。 

次年度方向性 反省を活かし、一人ひとりが研修に取り組む時間や機会を設けることで視

野や保育観を広げ豊かな知識と学びを持てる機会を増やしていく。 

 

 

〈５〉子ども主体の保育の充実 

1 計画・ねらい 連続性のある保育や遊びの継続ができる保育を目指す。 

実践結果 子どもにとって、なんのために行う保育なのかを考え、日々追求をしなが

ら、自ら遊びを広げて探求心を深め日々の経験を大事にしていく事ができ

た。 

次年度方向性 計画的に継続する力が身についてきた分、さらに PDCA サイクルが深く質

の高いものにしていけるようにする。 

2 計画・ねらい 選択できる環境から好きな遊びを見つけ楽しむ。 

実践結果 発達や育ちを理解したうえで、ゾーン保育の充実を図る。ゾーンや経験、

遊びの豊かさを追求し、よりよい環境を整えることができた。 

次年度方向性 今の子供の達の育ちを捉えたゾーン保育の展開と共に遊び込める環境を専

門的な視点からより遊びを豊かにしていく。 

3 計画・ねらい 健康な心と体を育て、自ら安全な生活を作り出す基盤を培う。 

実践結果 見守る保育を大切にし、見極め、適切で愛情豊かに応答的なかかわりを大

切にしていく。子ども一人ひとりがのびのびと健やかに過ごして行ける雰

囲気を作っていくためにも今後努力が必要。 

次年度方向性 職員一人ひとりの保育観に向き合いながら、乳児にとっての必要な関りを

熟知し、応答的な丁寧な関りまたすべての子どもが豊かに生活できる雰囲

気づくりについて余裕のある時間の仕組づくりさらに話す場を設け共通理

解を大事にしていく。 

 

 

〈６〉子どもも大人も大いに話し合える環境づくり 

1 計画・ねらい 一人ひとりの思いや、声に耳を傾け応答的なかかわりを大切にする。 

実践結果 心地よさ・面白さ・幸福感を感じられるように、生理的欲求を満たし丁寧

な保育を心掛ける。一人ひとりとって心地よい生活リズムを確保してくこ

とができた。 
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次年度方向性 すべての子どもの最善の利益についてより保育と向き合い質の向上に向け

努力し子どもと向き合うスタッフ育成を行う。 

2 計画・ねらい 人権を大切にし、一人ひとりの表現を認め受け入れていく。 

実践結果 一人ひとりの思いを丁寧にくみ取り、愛着関係の土台を築きコミュニケー

ションの喜びを大切にしながら応答的な関りを大切にしていく事が今後も

努力が必要。 

次年度方向性 子どもの人権を守り大切にできるとともに、地域、保護者、スタッフ園に

かかわるすべての人が自分自身を大事にできる関り、接遇を心掛けてい

く。 

3 計画・ねらい 感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性

や表現する力を養い創造性を豊かにしていく。 

実践結果 自己肯定感を高められるように共感・同調・認め合う喜びの基礎を育んで

いく事が今後も必要。 

次年度方向性 弱みも強みも互いに認め、受け止め合いながら、チームで働くうえで感謝

や思いやりを持ち支え合える雰囲気をつくる。 

 

 

〈７〉大人も子どもも全力で遊びを楽しむ保育の充実 

1 計画・ねらい 大人も子どもも経験を豊かにし遊びの充実を図る。 

実践結果 経験値を高めることで、知識や視野を広げ安心安全なかかわりを心掛けて

いく。苦手な事や経験がないものにも意欲的に挑戦していく事が今後も必

要。 

次年度方向性 スタッフも大人にんげん力を高め、日々試行錯誤し遊べる保育を組み立て

ていく。 

2 計画・ねらい 自分で考え遊び込む楽しさを感じる。 

実践結果 気づき発見を大切にし、楽しさや喜びを見出していく。職員全員の知識や

経験を出し合いながら、新しい遊びを発見していく事が今後も必要。 

次年度方向性 自分の気づきや発見をアウトプットしながら、スタッフや園全体を巻き込

み遊び込める雰囲気を作っていく。 

3 計画・ねらい 遊びに適した環境・場・人でダイナミックに遊びを楽しんでいく。 

実践結果 五感を刺激し、快・不快などの感覚神経を培いながら、探索・探求意欲を

高めていく。興味関心を深め心の成長を育んでいく事ができた。 

次年度方向性 引き続き「たのしい」「おもしろい」を追求し、失敗も子どもやスタッフ

を一緒に取り組める環境をつくる。 

 

 

 



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 合計 

年度前半：

4~9月 
３人 ４人 ４人 １１人 

年度後半：

10~3月 
５人 ５人 ４人 １４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 １人 ０人 ０人 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 ２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 １人 １人 １人 １人 ２人 １人 ２人 ３人 ２人 ０人 ０人 14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３０分～１８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 ５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 １人 補助 ０人 調理 ０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 

自己評価・研修報告・園児状況共有・園内研修 

給食運営会議 月1回 マニュアル確認・食育・アレルギー・離乳食 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・事故報告書の分析 

ケース会議 月１回 保育計画立案・修正 

 

 

〈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 

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 こまめな消毒・清掃を分担し丁寧に行っていった。 

安全対策係 定期的な点検や非常食の補充等を行った。 

防火管理者 定期的な点検を行い防火管理に努めることができた 

食品衛生管理係 チェック漏れがないように毎日声掛けをして、意識を高めた。 
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畑係 定期的な畑の管理や設備を整えられるよう努めた。 

生き物係 カニの飼育やカブトムシの飼育を行い、日課となるよう努め

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 保護者のご協力のもと、地域の方も一緒に楽しめる行事企画とな

った。 

子育てサロン 地域子育てに貢献し、より身近に園に足を運んでもらえる機会を

作りたい。 

 

 

 

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 

・0.1.２歳児の時期により良い言葉かけや人的環境とは何かを深く考え自分の保

育を振り返り意識を高めていった。 

・0.1.２歳児の発達の中で興味関心を引き出し、見守る保育を大事にしていくこ

とができた。 

・0歳児の離乳食の進め方や保護者にとっての良いアドバイスを職員全員で共通理

していった。 

保育参加 

4～3月まで 合計１名 が参加済み  （3月１日時点） 

・保護者の負担なく、育ちの共通理解や安心して園生活を行っている姿を真近に

感じ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２名 が参加済み  （3月１日時点） 

・育ちの共通理解を深め、さらに園生活や子育ての不安を一緒に解決していく機

会となった。 

運営委員会 

運営委員会を６月24日と11月25日にメリー★ポピンズ北千住ルームにて実施

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 
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〈３〉給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 楽しい雰囲気の中で様々な食材に興味関心を持てるように素材の味を活か

し一人ひとりが満足できる食事の時間を創る。 

実践結果 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

を育ていく事ができた。 

次年度方向性 食の大切さや、命をいただく意味をより深く考え、子ども達にわかりやす

く保育に組み込んでいけるように、職員一人ひとりが知識を深めていく 

2 計画・ねらい 全職員が食事に携わり、食事の時間を大事にしながら発達段階・口腔発達

を共通理解し食事の仕方を身に着けていく。 

実践結果 家庭と保育園との連携を大切にしていく。育ちの共通理解を定期的に行っ

ていく事ができた。 

次年度方向性 今後も家庭と密に連携をつりながら安心して負担なく離乳食の時期を一緒

に育ちを確かめ合いながら丁寧に進めていく。 

3 計画・ねらい 食の循環を意識し、無駄のない食の環境づくりを考える。 

実践結果 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努力が必要。 

次年度方向性 残食等、コンポストにし再活用する機会を計画的にまた身近に感じられる

環境設定を工夫して行っていく。 

 

 

 

〈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２２日／11月30日に実施 

歯科検診 該当なし 

保健だより 毎月25日に発行 

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20日にメリー★ポピンズ北千住ルームにて手洗い指導を実

施 

②  １月１０日にメリー★ポピンズ北千住ルームにてはみがき指導を

実施 

流行した感染症 なし 
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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日にメリー★ポピンズ北千住にてエピペン研修をゼンスタ

ッフが新たに受講し習得済み 

・本日時点で、在籍スタッフ６名のうち、５名が使用可能 

 

 

〈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3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22日、11月30日 

歯科健診 なし 

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10日、10月９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 子ども達自らが選択し主体で遊び込める環境を整える。 

実践結果 ゾーン保育について深める。育ち発達の理解を深め、適切で豊かな環境の

試行錯誤を日々取り組んでいく事ができた。 

次年度方向性 担当だけでなく、全職員がより良い環境になるように意見を出し合い、試

行錯誤をしながら、改善点を見つけ常に豊かな環境を設定していく。 

2 計画・ねらい 四季の身近な事象に親しみ、興味関心を深めていく。 

実践結果 自然に親しむ経験を大切にしていく。一人ひとりの気づき発見を大事に

し、主体的に関り興味や探求心を深めていく事ができた。 

次年度方向性 季節ならではの遊びや飾りつけ、環境設定を行い乳児でも親しみやす温か

い雰囲気をで四季の良さをさらに感じていけるようにする。 

3 計画・ねらい 身近な人と関わり安心して心地よく過ごしていく。 

実践結果 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

整えていく事ができた。 

次年度方向性 整理整頓の維持や継続を行い、常にだれが来ても心地よい園であるように

仕組みづくりを職員全体で考えていく。 

 

 

〈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 衝立 保育室 毎日 異常なし 

2 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） 
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

実ができた。 

2 実践結果 子ども達の命を守るため及び大惨事に備えて保護者との連絡ツールとして

うちのこアプリ閲覧を要請行った。 

3 実践結果 年２回の不審者侵入訓練実施・年２回の発電機稼働テスト実施でスタッフ

同士で再確認することができた。 

4 実践結果 安全マニュアルを２か月毎に実施し、チェックリストと共に確認し、保育

者との周知に努めていく事ができた。 

5 実践結果 事故防止自主点検を年４回実施し再確認していく事ができた。 



20221215 版 

 

6 実践結果 日々の保育中のヒヤリハットを分析・共有し事故防止に努めることができ

た。 

7 実践結果 園外・園内ハザードマップとお散歩マップの見直し・更新・共有すること

ができた。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 

〈１〉今年度の振返り 

保育の楽しさや子どもと関わる楽しさ等、実践を通しより感じることで保育士への道に期待を持ち、

よりよい学びの場となるように実習の指導を行っていくことができた。また、職員同士とのコミュニ

ケーションを大切にし、職員間の中で実習生の緊張を受け止め、柔らかい雰囲気を作ることで共に保

育を楽しんでいく意識を高めていくことができた。 

 

 

〈２〉実習生の受入 

日程 学校名 人数 実習内容 

５月30～6月12日 東京こども専門学校 ２人 観察実習 

10月18～11月2日 小田原短期大学 1人 責任実習 

11月1日～11月15日 

総合学園ヒューマンア

カデミーチャイルドケ

アカレッジ子ども保育 

１人 責任実習 

12月5日～12月17日 東京こども専門学校 １人 責任実習 

 

 

〈３〉中高生の受入 

受入れなし 

 

 

 

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 

８日 

６名 

13日

６名 

10日 

６名 

８日 

６名 

26日 

６名 

９日 

６名 

７日 

６名 

11日 

６名 

９日 

６名 

13日 

6名 

10日 

６名 

10日 

６名 
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〈２〉外部研修への出席 

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） 

21日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

28日 

1名 

18日 

1名 

15日 

1名 

15日 

1名 

17日 

0名 

22日 

0名 

19日 

0名 

16日 

0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 

18日 

1名 

15日 

1名 

15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 なし 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 対象者なし 

 

 

〈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 

地域の人達の集いの場となるような開けた園を目指し、コロナウイルスの影響もありなかなか集

う機会を設けることができなかったが、地域の方一人ひとりとの会話や挨拶を職員一人ひとりが

意識することで、暖かく声をかけていただき、子ども達とも柔らかく接してくれる姿増え、子ど

も達も親しみをもって過ごす事ができた 

 

 

〈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：旭町公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：東口商店街 西口商店街 警察署 消防署 

図書館 ビジターセンター スーパー田中 おかしのまちおか等 
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世代間交流 ６月１２日にメリー★ポピンズ北千住ルームにて絵本の読み聞かせを実

施 

異年齢交流 ８月２２日にどろんこ保育園にて泥遊びを実施 

その他活動 ５月11日にビジターセンターにてカニ捕りを実施 

 

 

9. 要支援児 
今年度、対象園児なし 

 

〈１〉毎月のケース会議開催の状況  

・４～３月に計４回開催 参加者：３名 

会議で出た内容を記録し、全職員に共有していきながら個々の成長をより支援しいけるように、

様々な視点や気づきを大事にし、職員一人ひとりの意見を傾聴していく機会を設けた。 

 

 

〈２〉進級引継、および小学校への引継状況 

北千住どろんこと連携をし、定期的な園庭での交流や戸外遊びでの交流の中で職員同士も子どもの

育ちや様子、現状を伝えながら関りを深めていった。 

 

 

 

10. 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 ５名 ０名 １ ０ ２ ２ ２名 １名 ２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 

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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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：旭町公園にて 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 ０名 １名 ０名 ２名 ２名 ２名 １名 ２名 ２名 ２名 １９名 

 

 

 

11. 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１１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：１８時３０分 

自己評価終了時刻：１９時００分 

自己評価実施者：榊原、鈴木、宮下、西河 

 

 

〈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：128％ 

 

写真の販売の仕方や撮り方にご意見をいただき、職員間で、撮る目線や携帯の画質競設定を共有して

行い、より子ども一人ひとりの姿や遊びや写真でも伝わり見えるように今後もしていく。 

 

 

 

12. 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 
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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） なし 

 

 

以上 

 

 

作成日：２０２３年３月１５日 作成者：メリー★ポピンズ 北千住ルーム 施設長 榊原夏美 


