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２０２２年度 メリー★ポピンズ 豊洲ルーム  

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～ 
法人の子育て理念・子育て目標及び園目標「子どもの学びを支える保育」を基に、「どろんこの子育

てで身につく6つの力」と子どもが『自ら学んでいく力』を育んでいけるように努めた。 

 

大きく【養護】【遊び（学び）】【食育】に注力した。 

 

【養護】に関しては、園内研修にてアタッチメントの理論を学び、子どもとの愛着関係・信頼関係の

構築に努めた。子どもがネガティブな感情・心情を抱いた際に、しっかりとその気持ちを受け止め、

立てなおしてあげることで安心・安全を保障できるようにした。また、保育者と安定した関係を築

き、子ども自らが活動範囲を広げっていった際は、必要以上に介入せず、適度な距離感を大切にし

た。子どもが夢中で取り組んでいる際はその姿を傍で応援し、何か求められた際はしっかりと受け止

めてあげることで、子どもが自信をもって様々なことにチャレンジする（遊び・学びに向かう）姿が

見られた。 

 

【遊び（学び）】に関しては、「子どもを肯定的に捉える」ことを大切な姿勢とし、エピソード研修

（子どもの姿の記録と語り合い）や発達の理解・子ども理解に努めた。また、定期的に遊びの環境構

築を実施すると共に、子どもにとっての遊びの意味を深めていった。「子ども肯定的に捉える」こと

と「子どもの学びのプロセスを大切にする（プロセスに目を向ける）」ことで、子どもの遊び（学

び）を応援・支援することができたと感じる。 

 

【食育】に関しては、子どもの「食べる意欲」を育むこと、食育を通して「自分でできることを自分

でする力」を育むことに努めた。中でも注力したのは日課である「畑仕事」と子どもが自分で量を決

め、盛り付け、配膳し、片付けまで行う「バイキング」である。 

畑仕事では「種まき・間引く・獲る・食べる」の一連の直接体験を通して、子どもの「食べる意欲」

を引き出した。また、スタッフは畑仕事での子どもの姿を記録に残し、共有し、振り返ることで、何

のための畑仕事なのかを深めていった。 

バイキングは、子どもの姿や成長に応じて、都度取り組みやすい環境を構築すること、子どものやり

たい・やりたくない気持ちを尊重し、その子のペースで取り組めるようにすることで、後期には2歳

児を中心に「自分でできることを自分でする」姿が定着した。 

 

以上、年度の基本方針を受けての振り返りとし、各項目の詳細は以下〈1〉～〈7〉に記載する。 
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保育内容の充実・質の向上 

1 計画・ねらい 風通しの良い職場環境を構築する。 

実践結果 施設長からのコミュニケーション、施設長の保育サポート、スタッフ主体

の昼礼、主体的・対話的な園内研修等を通して、風通しの良い職場環境の

基礎はできたように感じる。 

課題は残るが、大きな進歩はスタッフ同士で密なコミュニケーションを取

りながら、主体的に業務に取り組めるようになったことである。 

次年度方向性 今年度築いてきたことを基に、より働きやすい環境を構築していく。 

具体的には、業務時間内で業務遂行できる仕組みづくり、スタッフ同士で

助け合える関係づくり・チームづくりが挙げられる。 

2 計画・ねらい どろんこ会グループの日課・基本活動にこだわりを持って取り組む。 

実践結果 2歳児担当スタッフが中心となり、月１回の目標設定、振り返り、記録の

作成・共有を行うことで昨年度に比べ、こだわり（活動に対してのねら

い・意識）をもって取り組むことができた。 

まずはスタッフ自身が活動に対してしっかりとこだわりを持つことで、子

どもたちによい影響を与えることができた。 

次年度方向性 今年度の取り組みを通して学んだことをスタッフ一人ひとりが深め、継続

していく。加えて、『教育（背中を見せる、伝える、一緒に考える、提案

する等）』を追求していく。 

3 計画・ねらい にんげん力のある保育者集団を目指す。 

実践結果 全スタッフの目標設定、月一回の個人面談に努めることで、スタッフ一人

ひとりがやるべきことを明確に取り組んでいくことができたと感じる。ま

た、主体的・対話的な園内研修や日々の保護者とのコミュニケーションを

通して、スタッフ一人ひとりが『伝える力』の向上に努めることができ

た。 

次年度方向性 引き続き、独学・協同での学びの強化に努め、スタッフ一人ひとりが学ぶ

楽しさ、成長する楽しさを感じられるようにする。また、子ども、保護

者、同僚等、園に携わるすべての人に『思いやり』をもって接することを

常に意識して取り組んでいいけるようにする。 

『学び』と『接遇』にフォーカスする。 

 

 

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 子どもの姿や子どもの育ちを共有する。 

実践結果 日々の３分間お迎え対応や記録（ポートフォリオ）の公開、タイムライン

の投稿を通して、子どもの姿や子どもの育ちを保護者へ共有することがで

きた。特に記録とタイムラインに力を入れ、保護者はどういった写真や内

容を望んでいるのか、都度、振り返りや改善をしながら、共有していくこ

とができた。 
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次年度方向性 引き続き、記録の公開やタイムラインの投稿に取り組み、保育を見える形

でお伝えしていく。同時にその『質』を向上させる為、保育士の専門性を

活かした保護者対応や記録の内容を目指していく。 

2 計画・ねらい 保護者同士の繋がりの場となる。 

実践結果 年2回の保護者懇談会は保護者間の交流を主とした内容にすることで、普

段はなかなか話すことのできない保護者同士での会話がうまれていた。ま

た、保護者参加行事である、どろんこ祭り、運動会、生活発表会を通し

て、子どもたちの成長を一緒に喜び合うことができた。 

次年度方向性 保護者からも評価いただいた保護者参加行事は継続して実施し、より濃い

内容になるようスタッフ間で意見を出し合いながら取り組んでいく。 

保護者懇談会での交流・繋がりをその場限りにしてしまわぬように、日々

のお迎え時に会話がうまれるような仕掛けづくりに努めていく。 

3 計画・ねらい 保護者の憩いの場となる。 

実践結果 受け入れ時・お迎え時の挨拶を全スタッフが心がけることで、園の雰囲気

やスタッフの印象をよく感じていただけた（利用者アンケート結果よ

り）。また、直接のやり取りではないが、連絡帳の内容から保護者の悩み

や苦労を汲み取り、その内容に丁寧にお返しすることで、子どもだけでな

く、一緒に子育てをする保護者にも寄り添うことができた。 

次年度方向性 今年度しっかりと取り組めたことは継続し、さらに『接遇』に磨きをかけ

る。日々『おもてなし』を意識し、『思いやり』をもった行動を心がけて

いく。 

また、スタッフ一人ひとりが専門性の向上を目指し、保護者一人ひとり・

各家庭のニーズに寄り添っていけるようにする。 

 

 

地域の子育て支援事業 

1 計画・ねらい 地域の方々が保育園を身近に感じ、気軽に訪れることのできる園となる。 

実践結果 園見学や子育サロン、どろんこ祭りを通じて、多くの地域の方々に足を運

んでいただけた。園見学では保護者様のご都合を最優先とし、お問い合わ

せからご案内まで、スタッフ一人ひとりが丁寧な対応を心がけた。 

どろんこ祭りは、コロナ禍により久々の大々的な行事開催だったこともあ

り、保護者同士・地域の方々同士の交流の場としても喜んでいただけた。 

次年度方向性 園見学、青空保育、子育てサロンを軸に、より多くの地域の方に足を運ん

でもらえるように工夫していく。 

2 計画・ねらい ビジター利用の子どもに対する配慮の行き届いた柔軟な保育を展開する。 

実践結果 ビジター利用は園都合で断ることは絶対にせず、家庭のニーズに合わせて

受け入れを行うことで、多くの家庭に利用いただくことができた。また、

0歳児の利用が多数だったこともあり、子どもの様子について保護者と密

のあるやり取りを重ねたり、スタッフ間での共有を日々行ったりすること

で、子どもも安心して園生活を送ることができていた。 
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次年度方向性 引き続き、家庭のニーズに合わせて受け入れを行っていく。 

期間を開けての利用になることも予想できる為、家庭での様子の聞き取り

や保護者の悩みや苦労の汲み取りに努めていく。また、一緒に子育てを行

っている感覚を抱いていただけるように寄り添っていく。 

3 計画・ねらい 地域のニーズに沿った取り組みを実施できるようにする。 

実践結果 上記2の実践結果と重なるが、ビジター利用の需要が多くある為、ビジタ

ー利用希望家庭に対しても不備なく丁寧なご案内を心がけ、安心してご利

用いただけるように努めた。 

また、ビジター利用を多数いただいている状況や家庭保育のご家庭にもご

利用の需要があることから、新プラン（週2・週３）を新設した。 

新プランに関しては、今年度は定員が埋まっている状況の為、多くのご利

用はなかったが、次年度は主に0歳児を中心に需要があった。 

次年度方向性 より地域の実情を知る為、関係機関等への情報収集や近隣施設との交流、

外に出ていく・足を運ぶことに力を入れていく。 

 

 

次世代を担うスタッフ育成 

1 計画・ねらい 子どもの姿を捉えた保育計画を作成する。 

実践結果 日々の子どもの姿や成長を計画に反映できるように、スタッフ一人ひとり

が『振り返り』を意識して取り組んだ。施設長はスタッフが記入した日誌

（省察）の内容にしっかりと目を通し、助言や肯定することに努めた。 

また、記録（ポートフォリオ）作成から見えてきた子どもの姿も計画に反

映することでよりよい保育を展開することができた。 

次年度方向性 今年度取り組んできたことは継続し、加えて、子どもにどのような力を育

んでほしいのか、保育者の願いを込めた保育計画を作成できるようにす

る。『教育』を追求していく。 

2 計画・ねらい 子どもの姿の記録と公開を行う。 

実践結果 1年を通して記録の作成・公開（ポートフォリオ、タイムライン）を行う

ことができた。 

記録を作成することで保育者の振り返りとなり、公開を行うことで、子ど

もの姿や成長を保護者と共有することができた。また、取り組みながら、

スタッフ自身が内容や取り組みそのものの改善を重ね、より意味のあるも

のにしていくことができたことは大きな学び・成長であった。 

次年度方向性 学びの一つとして継続して取り組んでいく。また、何のための記録なの

か、何のための公開なのか、スタッフ一人ひとりが考えながら取り組んで

いけるようする。 

3 計画・ねらい 選ばれる園となる。 

実践結果 スタッフ一人ひとりが内部監査項目の理解に努めた。特に清掃面や施設の

美観に関しては大きな成長が見られた。また、施設長以外にスタッフも見

学対応に取り組み、『伝える力』の向上に努めた。 
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今年度は3歳児クラスの定員が埋まらず、94％の入所率となったが、来年

度は100％の入所率で迎えることができた。 

次年度方向性 子ども、保護者、同僚など、相手の立場に立って、物事を考えたり行動し

たりできるようにしていく（『思いやり』『接遇力』の向上に努める）。 

また、園内研修や見学対応、日々の保護者対応を通して、引き続き、自ら

の言葉で伝える力を向上させていく。 

 

 

遊び（学び）の環境構築（施設長が力を入れて取り組むと決めた事柄） 

1 計画・ねらい 子どもを肯定的に捉える力を養う。 

実践結果 エピソード記録やポートフォリオの作成と子どもの姿の保育者間での共有

を行い、『子ども（その子）を知る』ことに努めた。また、園内研修を通

して日々の子どもに対する言葉かけや関わり方などを振り返ることで子ど

もを肯定的に捉えることを意識した。 

まずは意識すること（意識できること）から始め、少しずつ『質』は向上

しているが、スタッフ一人ひとりがより深く考えて行動していかなければ

ならない。 

次年度方向性 記録や園内研修などを通して、発達理解・子ども理解に努め、養護と教育

が一体となった保育を展開していく。 

2 計画・ねらい 子どもにとって安心・安全な保育者となる（アタッチメントの形成）。 

実践結果 園内研修にてアタッチメントの理論を学び、自園での事例を通して理解を

深めた。子どもがネガティブな心情を抱いた際に、しっかりとその気持ち

を受け止め、立てなおしてあげることで安心・安全を保障できるように努

めた。 

すべての大人がすべての子どもを見守る姿勢を大切にし、子ども自身がそ

の時々の状況や心情に合わせて特定の大人を求められるようにすることで

安心して過ごせる環境を構築していった。 

次年度方向性 特に012歳児にとって重要な関わりであり、来年度の重要施策に挙げてい

る『養護の徹底と教育の追求』の『養護』にあたる箇所でもある為、引き

続き、学びを深め、スタッフ一人ひとりの質向上に努めていく。 

3 計画・ねらい 子どもにとっての「遊び」の意味を深める。 

実践結果 園内研修（エピソード記録やポートフォリオの共有、遊びに関しての講

義）を通して、子どもの遊び（学び）について学びを深めた。また、スタ

ッフ間で定期的（4期に1回）に環境の見直しを行うことで、子どもの興

味・関心、成長に合わせた環境構築に努めた。 

次年度方向性 今年度の取り組みからスタッフ一人ひとりが学んできた『子どもはいかな

る時も善くなろうとしている』こと、『遊び＝学び、学びの最中である』

こと、『学びのプロセスに目を向け、そのプロセスを大切にする』ことを

大切な姿勢とし、『教育』を追求していく。 

4 計画・ねらい 他者との協動の中で互いに思いや考えを共有し、共通の目的を実現する。 
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実践結果 345歳児の在籍がなく、012歳児の乳児期の子どもたちにとって『他者と

の協働』『共通の目的を達成する』は難しい内容となったが、日々の生活

や遊び、異年齢保育の中での他者とのぶつかり合いや葛藤を経験できるよ

うに環境を構築した。 

他者とのぶつかり合いや葛藤などを通して、自分の思いや相手の思いに気

づく経験を積んだことにより、2歳児は生活発表会の場で、自分の思いを

伝え、相手の思いを受け止め、協同で一つの大きなパズルを完成させるこ

とができた。 

物的環境では誰もが行き来できる環境を構築し、人的環境では先回りしな

い保育者の関わりを意識した。 

次年度方向性 次年度は345歳児に在籍がある為、今年度の計画を達成できるように努め

ていく。とは言え、在籍人数は4名と少ない為、近隣園に交流を持ち掛

け、同年代の大勢の中で活動する機会を設けていく。その機会の中で、計

画を達成できるように活動内容を深める。 

スタッフは、引き続き、「見守る」を理解し、深めることに努めていく。 

 

 

食育（施設長が力を入れて取り組むと決めた事柄） 

1 計画・ねらい 食を通して、興味・探求心を育む。 

実践結果 日課の畑仕事や昼食で使用する食材の下処理、クッキング、近隣の魚屋に

ご協力いただいた魚の解体体験などを通して、子どもの興味や探求心を引

き出し、それらを繋げながら（連続性を持ちながら）保育を展開すること

に努めた。 

次年度方向性 引き続き、日々の食材・食とのふれあいや食事の「おいしい」「たのし

い」を通して、子どもの興味・探求心を引き出していけるように、しっか

りとねらいをもった食育を展開していく。また、食事中の何気にない会話

ややり取りにも意識を向け、生活を通して興味・探求心を育んでいけるよ

うにする。 

2 計画・ねらい 「自分でできることを自分でする」力を育む。 

実践結果 子ども一人ひとりの発達や意欲を見極め、個々に応じた食事の提供を心が

けることで、『ジブンデ』の気持ちを引き出せるように努めた。 

また、子どもの成長に合わせてバイキングの環境の見直しと構築を行うこ

とで、子どもが自分で「量を決める」「盛り付ける」「配膳する」「片付

ける」に取り組めるようになった。 

次年度方向性 バイキングに限らず個々に応じた食事の環境を追求していく。 

食具の選択や介助の仕方もそうだが、食事中の保育者の関わり方を深めて

いく。 

3 計画・ねらい 食材・食の循環を認知する直接体験の提供。 

実践結果 1年を通して、「畑仕事」「命をいただく（魚の解体体験）」「加工する

（梅シロップ、味噌づくり）」体験を提供することができた。また、それ

らの活動を記録することで子どもの姿を捉え、スタッフ自身の学びを深め
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た。 

次年度方向性 今年度は直接体験の提供はできたが、その体験に何を求めるのか、どのよ

うな意味を持たせるのかが重要な為、次年度は直接体験を提供したうえ

で、その活動を通して子どもにどのような力を育んでほしいのか、スタッ

フ一人ひとりが『教育』を追求していく。 

 

 

同僚との日常的な学び合い（施設長が力を入れて取り組むと決めた事柄） 

1 計画・ねらい チームで前向きに学ぶ。 

実践結果 施設長はスタッフとの日々のコミュニケーションや月1回の個人面談等を

通して、スタッフが働きやすい環境づくりと主体性を発揮しながら業務に

取り組める環境構築に努めた。また、園会議では主体的・対話的な場とな

るようなファシリテーションに努めた。 

後期にはスタッフ一人ひとりが園内研修を担当し、インプット・アウトプ

ット、学ぶ楽しさを感じられるようにした。 

1年を通して「学び」に力を入れてきたこともあり、スタッフ一人ひとり

の学びに対する意識は向上したように感じる。 

次年度方向性 日々の振り返りや園内研修などを通して、学ぶこと、成長することの楽し

さを感じながら、独学力、協働（協同）での学びを向上していく。 

2 計画・ねらい 互いを認め合う保育者集団となる。 

実践結果 園会議・園内研修では、相手を否定することはしない約束とし、対話的に

進行していけるように努めた。また、エピソード研修や記録の共有を通し

て、互いの保育を共有できるようにした。 

『伝える』『聴く』を大切な姿勢とすることで、課題解決も互いの意見を

取り入れながらチームで解決しようとする姿が見られるようになった。 

次年度方向性 スタッフ一人ひとりが自らを表現しながら、互いの保育観や子ども観の共

有に努め、チームで子どもの最善を探っていく。 

接遇力の向上を目指し、同僚に対しても『思いやり』の気持ちをもって接

していく。 

3 計画・ねらい どろんこ会グループの日課・基本活動にこだわりを持って取り組む。 

実践結果 2歳児担当スタッフを中心に、月毎に計画と振り返りの機会を設けた。 

子どもにどのような力を育んでほしいのかといった個々の子どもに対する

願いを大切にし、課題の改善を繰り返しながら取り組むことができた。 

また、活動内容を記録に残すことで自身の学びとし、そのうえ、見える形

で他スタッフや保護者へ子どもの姿を共有することができた。 

次年度方向性 今年度同様、こだわりを持って取り組んでいく。 

子どもに育んでほしい力をスタッフ一人ひとりが常に意識し、子どもに対

する願いをもって背中を見せながら保育を展開していく。 
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2. 施設運営 
 

 

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 
38人 69人 67人 2人 0人 0人 176人 

年度後半：

10~3月 
42人 76人 70人 0人 0人 0人 188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 

3人 3人 3人 4人 4人 4人 4人 5人 5人 4人 5人 5人 49人 

うち0

歳児 

1人 1人 1人 2人 2人 2人 2人 2人 2人 2人 3人 3人 23人 

（解説）基本時間８時００分～１８時００分 延長保育時間７時００分～２０時００分 

 

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 

7人 6人 9人 9人 2人 10人 13人 13人 15人 14人 13人 14人 125人 

うち0

歳児 

2人 3人 3人 2人 1人 4人 5人 6人 10人 7人 7人 8人 58人 

（解説）利用回数で見ると０歳児の利用が多数。 

 

 

開所時間 

  

７時００分～２０時００分    

 

 

スタッフ構成 （３月１日時点） 

常勤 

スタッフ 

保育士 7人 栄養士 1人 補助 1人 
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パート 

スタッフ 

保育士 1人 

 

 

 

3. 運営報告 
 

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 

 

給食運営会議 月1回 子どもの姿の共有、食育・献立振り返り、栄養士による研修 

事故防止委員会 月1回 ヒヤリハット・インシデント・事故記録簿の分析 

ケース会議 12回 対象園児なしの為、子どもの姿の特記事項共有の場として活用 

 

 

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 

主任会議 

／法人本部 

年12回 施設長 

子育ての質を上げる会議 月1回 保育士 
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係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

衛生管理係 チェックリストを用いての衛生点検・保育室の環境整備に努めた。 

都度中心となって、掃除チェックリストの見直し・改善を行い、園

の清潔維持に努めた。 

安全対策係 ヒヤリハットやインシデント、事故記録の共有・分析を行い、事故

防止、再発防止に努めた。また、系列園の事故報告の傾向を探り、

対策を練ることで自園の事故防止へとつなげた。 

防火管理者 毎月避難訓練を実施し、災害時（地震・火災・水害）の保育者間の

連携を深めた。また、昼礼や園会議にて振り返りを実施し、災害時

の対応への理解を深めた。 

食品衛生管理係 調理・調乳など調理施設の衛生管理を行い、安全な食事を提供でき

るように努めた。 

畑係 畑仕事の年間計画をスタッフに周知し、計画的に活動できるように

努めた。また、子どもと共に、栽培物の管理に努めた。 

生き物係 生き物の世話（餌やり）や水槽の清掃などを子どもと共に行い、子 

どもの興味・関心を引き出した。 

 

 

行事係の設置状況 

係名 活動の様子・省察 

ちきんえっぐ係 地域子育て支援の内容企画立案やちきんえっぐだよりの作成に努

めた。 

 

 

 

4. 保育支援 
 

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 

・子どもがネガティブな感情・心情を抱いた際に、しっかりとその気持ちを受け

止め、立てなおしてあげることで安心・安全を保障できるようにした。 

・すべての大人がすべての子どもを見守る姿勢を大切にし、子ども自身がその

時々の状況や心情に合わせて特定の大人を求められるようにすることで安心して

過ごせる環境を構築した。 

・保育者と安定した関係を築き、子ども自らが活動範囲を広げ夢中で遊んでいる

際は、必要以上に介入せず、適度な距離感を大切にした。 
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・日々の生活や遊び、異年齢保育の中での他者とのぶつかり合いや葛藤を経験で

きるように環境を構築した。 

・子ども一人ひとりの発達や意欲を見極め、子どもの「ジブンデ」の気持ちを引

き出し、子どもが「自分でできることを自分でする力」を育んでいけるように努

めた。 

保育参加 4～3月まで 合計0名  （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1名  （3月1日時点） 

運営委員会 

運営委員会を6月23日と11月24日にメリー★ポピンズ 豊洲ルームにて実施し、 

参加した保護者それぞれ2名 

詳細は議事録に記載   

 

 

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 

 

 

給食・食育に関する実践結果 

1 計画・ねらい 自ら進んで食べる意欲を育む。 

実践結果 散歩9時出発、１年を通した戸外活動、畑仕事を実施し、たっぷりと体を

動かすことでお腹が空き、食べたい意欲が引き出されるように努めた。 

また、保育の流れに囚われ過ぎず、個々の「食べたい」に寄り添って食事

の時間を設定できるように心掛けた。 

成長・発達によって食べる量が少なくなることもあったが、１年を通して

よく食べる姿が見られた。 

次年度方向性 食べることの第一歩、離乳食期の介助についてもう一度学びを深め、0歳

児から自ら進んで食べる意欲を育んでいく。 

また、食事中の保育者の関わり方をスタッフ一人ひとりが深く考えて取り

組んでいけるように園内研修等で学びを深めていく。 

2 計画・ねらい 子どもが自己と向き合い「生きる力」を育んでいけるようにする。 

実践結果 口の動かし方、手指の動かし方、素材の味、食の好み等、子ども自身が食

を通して様々な感覚や感情を育んでいることを念頭に置いて関わりを持て

るように心掛けたが、依然として課題は多い。 

次年度方向性 食事の環境や保育者の関わり方を子どもの様子に合わせて考えていけるよ

うにする。 

子どもの姿を捉えて、必要以上の言葉掛けをしないように努めていく。 
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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26日に実施 

歯科検診 実施なし 

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、12月に保育室にて手洗い指導を実施 

② 6月、1月に保育室にて歯磨き指導を実施 

流行した感染症 ①  7月に新型コロナウイルス、園児10名・スタッフ6名蔓延し、自

治体へ報告 

②  6月に手足口病、園児6名感染報告有り。6月23日に終息 

発作・痙攣等の対応 ダイアップ使用なし 

その他、救急車要請なし 

エピペン使用できるスタッフ

の状況 

・本日時点で、在籍スタッフ10名のうち、10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） 

AED 設置なし 

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・換気を徹底した。 

 

 

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 
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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／4･10月  

⇒4月15日、10月21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26日 

歯科健診 実施なし 

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15日、10月21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 

 

 

実施した環境整備の状況 

1 計画・ねらい 年上の子が年下の子をリードして、年下の子は年上の子に憧れることがで

きるようにする。 

実践結果 室内では誰もが自由に行き来できる環境を構築し、戸外活動は異年齢でい

くつかのグループに分かれて活動する日を設けることで、0～2歳児が混じ

り合い、互いに刺激し合いながら生活できるようにした。 

それらの環境を通して、年下の子が年上の子の姿に触発されて様々なこと

に挑戦する姿や年上の子が年下の子の身の回りのことをお世話したり、気

に掛けたりする姿が見られた。 

次年度方向性 引き続き、誰もが自由に行き来できる大きな家を構築し、0～5歳児が共に

暮らし、頼りたい相手・遊びたい相手・遊びたい場所を子ども自らが選択

し、行動できるように支援していく。 

2 計画・ねらい 保育者との安定した関係の下、様々なことに子ども自らがチャレンジでき

るようにする。 

実践結果 園内研修にてアタッチメントの理論を学び、自園での事例を通して理解を

深めた。子どもがネガティブな心情を抱いた際に、しっかりとその気持ち

を受け止め、立てなおしてあげることで安心・安全を保障できるように努

めた。 

保育者と安定した関係を築き、子ども自らが活動範囲を広げっていった際

は、必要以上に介入せず、適度な距離感を大切にした。 

子どもが夢中で取り組んでいる際はその姿を傍で応援し、何か求められた
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際はしっかりと受け止めてあげることで、子どもが自信をもって様々なこ

とにチャレンジする姿が見られた。 

次年度方向性 次年度の重点施策である『養護の徹底と教育に追求』に関しての大切な視

点となる為、引き続き取り組み、スタッフ一人ひとりの子どもに対する関

わりの質を向上させていく。 

3 計画・ねらい 他児との関わりや自ら行動する中での様々な葛藤、Error に出会えるよう

にする。 

実践結果 室内・戸外、共に、012歳が混じり合いながら、様々な体験・経験ができ

るように努めた。また、その体験の中での Error や子どもがネガティブな

感情を抱いた際の保育者の関わりを園内研修や記録を通して深めた。 

子どもの「ジブンデ」「やりたい」の気持ちを引き出したり、自分の感情

をコントロールする力を支援したりすることができたと感じる。 

次年度方向性 引き続き、異年齢で混じり合いながら生活・遊びができる環境を構築して

いく。 

スタッフ一人ひとりが葛藤や Error も大切な経験の一つだとしっかりと認

識し、その機会を排除してしまわぬように、また、その機会を、意図をも

って提供できるように学びを深めて実践していく。 

 

 

手作り遊具・家具安全点検結果 

手作り遊具・家具の設置なし 

 

 

 

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 月1回の避難訓練実施と実施後の振り返りを行うことで､災害時に 

各スタッフが落ち着いて行動できるように努めた｡ 

2 実践結果 年2回の不審者侵入訓練を実施し､施設の特徴を理解したうえでの最善の対 

応方法を探った｡また、合同会社ユニバーサル・スマイル・リゾートの協力

の下、安全対策に努めた。 

3 実践結果 4月･7月･10月･1月の事故防止チェックを基に、子どもが安心・安全に過

ごせる環境の見直しと構築を行った。 

4 実践結果 4月･7月･10月･1月に設備点検チェックを実施し、安全に努め、破損や問

題のある箇所が見つかった際は、早急に対応した。 

5 実践結果 事故防止委員会にて自園のヒヤリハットやインシデントに関して共有、分 

析を行い、事故防止につなげた。また、事故が起きた際は、都度、緊急事

故防止委員会を開催し、再発防止に努めた。 

6 実践結果 タイマーを用いた5分おきの4点チェックを確実に実施し、睡眠時の安全に

努めた。 

7 実践結果 東京都環境局による「光化学スモッグ注意報等のメール送信」の登録を行 

い、発令・解除の緊急時情報を取得し、対策を講じた。 
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8 実践結果 施設長が定期的に散歩に同行し、公園や散歩ルートの危険個所の確認や子 

どもの見失いの防止等に努めた。 

 

 

 

6. 実習生・中高生の受入 
 

〈１〉今年度の振返り 

 中高生の積極的な受入を行い、子ども、学生、双方にとって良い体験・経験になるよう支援に努め

た。また、学生との振り返りを施設長だけでなくスタッフが持ち回りで実施し、自分の言葉で伝える

ことや未来の養育者への教えと指導を心がけることで、スタッフ自身のスキルアップに努めた。 

 

 

実習生の受入 

 受入なし 

 

 

中高生の受入 

日程 学校名 人数 

11月16～18日 深川第五中学校 3人 

10月18日、 

10月20日、 

11月29日、 

12月1日 

日本児童教育専門学校 3人 

2月2～8日 松江第四中学校 2人 

2月9～10日 都立第三商業高等学校 3人 

 

 

 

7. スタッフ研修 
 

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 

15日 

9名 

20日

9名 

17日 

9名 

23日 

9名 

19日 

9名 

16日 

9名 

21日 

9名 

18日 

9名 

16日 

9名 

20日 

9名 

17日 

9名 

23日 

9名 

保育の質向上

研修 

15日 

9名 

20日

9名 

17日 

9名 

23日 

9名 

19日 

9名 

16日 

9名 

21日 

9名 

18日 

9名 

16日 

9名 

20日 

9名 

17日 

9名 

23日 

9名 
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外部研修への出席 

日程 主催 研修名 出席 施設長推薦 

9月13日 
公益財団法人  

総合健康推進財団 

保育士等キャリアアップ研

修（食育・アレルギー対

応） 

1名 無 

9月28日 
公益財団法人  

総合健康推進財団 

保育士等キャリアアップ研

修（保健衛生・安全対策） 

1名 
無 

10月18日 
公益財団法人  

総合健康推進財団 

保育士等キャリアアップ研

修（保護者支援・子育て支

援） 

1名 

無 

10月25日 
公益財団法人  

総合健康推進財団 

保育士等キャリアアップ研

修（乳児保育） 

1名 
無 

11月7日 
公益財団法人  

総合健康推進財団 

保育士等キャリアアップ研

修（乳児保育） 

1名 
無 

 

 

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 

20日 

1名 

17日 

1名 

22日 

1名 

19日 

1名 

16日 

1名 

16日 

1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 

20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 第1回：9月29日にオンラインにて1名（保育士）が出席 

第2回：1月24日にオンラインにて1名（保育士）が出席 

ﾃﾞﾝﾏｰｸｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 参加なし 

 

 

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。 
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8. 地域交流 
 

今年度方針・テーマの振り返り 

日々の散歩や商店街ツアー、青空保育を通して、園を知ってもらうことに努めた。青空保育は地

域家庭の参加が貧しく課題が残ったが、園見学者に周知したり、実施時に幟を立てたり、工夫し

て改善に努めたい。 

一方で、行事「魚の解体体験」を通して、地域の魚屋と交流を持てたことは子どもたちにとって

良い体験・経験となった。 

 

 

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：豊洲三丁目公園にて 

商店街ツアー 週1回 主な行き先：交番、八百屋、消防署、IHI、花屋、警備員室、肉

屋、豊洲駅、魚屋等 

世代間交流 新型コロナウイルス感染防止の為、実施なし 

異年齢交流 対象児なし  

次年度に向けた近隣小学校・近隣保育園（345歳児）への問い合わせ、

園見学実施 

銭湯でお風呂の日 対象児なし 

 

 

 

9. 小学校との子ども間交流・職員間交流 
 

今年度の振り返り 

5歳児の在籍はなく、012歳児だけであったが、「小学1年生を知る」を目標に近隣小学校との交流に

努めた。まずは子ども間交流を持ち掛けたが、対象が乳児とのこともあり、交流は実現しなかった。 

職員の学校見学や授業参観など、別の切り口からアプローチしてもよかったと感じる。 

次年度は幼児の在籍がある為、今年度の反省を踏まえて交流を図っていく。 

 

 

具体的な連携 

 連携なし 

 

 

 

10. 要支援児  
今年度、対象園児なし 
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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 

12名 17名 26名 27名 39名 13名 14名 30名 13名 11名 8名 10名 220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 にて実施 

ちきんえっ

ぐだより 
毎月1日発行 

子育てサロ

ン 
毎月第2土曜日 10:00～11:00 にて実施 

 

 

 

12. 園運営の向上 
 

福祉サービス第三者評価の受審 

株式会社 学研データサービスに依頼して受審済み 

アンケート配布日：９月２０日 

アンケート回答率（スタッフ）…１００％／アンケート回答率（保護者）…７５％   

経営者ヒアリング・施設長ヒアリング・園審査：１１月３０日に実施 

 

（省察）全体的な評価として９割強のご家庭には満足いただいている状況であるが、残り1割弱のご

家庭には不満を与えてしまっている。満足いただいている点は維持・向上を目指し、ありがたくご意

見をいただいている点は真摯に向き合い改善していく。 

また、評価結果から地震や津波等、災害時の対応を含めた、安全対策・安全管理に課題が見つかった

為、次年度の重要項目として取り組んでいく。 

 

 

園による自己評価の実施 

２０２２年９月１６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００分 

自己評価終了時刻：１４時００分 

自己評価実施者：施設長、0 歳児担当、1 歳児担当、2 歳児担当、栄養士 

 

 

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 
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アンケート回収率：１００％ 

 

（省察）施設長の交代やスタッフの入れ替わりがあり、新たなチームでの1年となったが、園全体や

スタッフへの印象は概ね良い結果をいただけた。第一に取り組んだ日々のコミュニケーションを軸と

したチームづくりが影響を与えたと考える。 

園の雰囲気や保護者との密なコミュニケーションを大切にしながら、課題（専門性の向上、伝える力

の向上、清掃・整理整頓等）に対しては真摯に向き合い、より良い施設運営を目指していく。 

 

 

 

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。 

 

報告すべきご意見   

報告すべご意見 ０件 

 

 

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：メリー★ポピンズ 豊洲ルーム 施設長 石原幸太 


