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社会福祉法人島田福祉会大森駅前保育園 2021 年度事業報告
1．2021 年度の重点目標の達成度と今後の課題

①｢新しい生活様式｣をはじめとする感染症拡大防止対策が強化･維持される中で、常に安定した運営

を行うために、その時々の方針と園の対策との関連を把握できるよう、全職員が常に情報共有を

行います

引き続き、状況の変化に対応し行政から頻繁に指示されることが予測されるので、指示の内容に

よって園の対応に変更が生じる場合、「なぜ」「どこが」「どのように」代わるのかに関して、全

職員が常に理解し、認識を共有できるよう、会議や MT の場での情報共有を一層徹底します。

②大森北六丁目保育園の運営終了、４園での運営開始という大きな変化の中で、自園の運営を向上さ

せることで、法人の地域･家庭からの信頼を一層確かなものに育てられるよう、現状の運営を再度

見直し、向上に向けて検討を進めます。

各々の園が地域からの信頼を得ることで、法人への信頼が高まるということを改めて意識し、日

常の運営を常に確認･向上していきます。また、継続中の法人記録の作成作業を通して、｢法人の

施設として最も年数を経験している｣ことを改めて認識し、今まで積み重ねてきた実践に自信を

持って前進できるよう、職員の意識向上を目指します。

成
果

・緊急事態宣言期間やリバウンド抑止措置等、名称が変わるが常に感染症対策を維持しなければならないという区の方針に変化がな

　いことを職員･保護者に伝えて協力を求めた。

・職員感染時や家庭からの連絡の流れをチャート化し、万一の事態にイメージを持って臨めるようにした。

今
後
の
課
題

・3月中旬に幼児クラスでの感染拡大が起こり、登園自粛を依頼する事態となった。自衛策だけでは感染防止はできないことを実感　

し、保護者にもさらなる協力を求めた。

・今後も長期的な見通しが困難な状況が続くので、情報不足による不安感を与えないよう、職員･保護者双方に常に園の置かれている

　現状と対策を提示する。

成
果

・園内研修のテーマを｢リスクをマネージすること｣とし、常に全員が運営に関わる意識を育てるよう心がけた。職員によっては意識

の向上が見られ、運営に寄与している。

・年度末に受審した第三者評価でも職員の運営に携わる意識を高く評価された。

今
後
の
課
題

・今後も運営当事者としての自覚を持てるよう、可能なときは課題解決を全員で行い、結果を共有する。

・ある程度の意識を持てるキャリアを重ねる年齢になると、私生活の上での大きな変化を迎えることが多く、リーダー的な立場での

　勤務継続が困難になるケースが増えている。
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③「子どもの主体性を育てる」ためには、ただ｢見守る｣だけではなく、子どもの持つ内面の資質を引

き出す手伝いをすることが重要であるという、幼児教育を行うものとしての意識を明確に持ち、質

の高い保育の充実を目指します。

主体性の育ちには周囲の大人の関わりが重要であることを、園にいる大人全員が正しく理解し、

｢主体的に行動できるような｣適切な環境整備のための学びを深め、日常保育に反映します。

④大森北六丁目の運営終了によって異動してきた職員達を迎え入れるにあたり、互いの経験やスキル

を認め合い、成長し合えるように、職員相互の意見交換の場を多く設定します。

北六丁目から異動してくる職員が、園内で活躍の場を得られるよう、従来の運営ルールを強要せ

ず、異動職員の違和感や疑問点を明確にして協議し、互いに納得できる結論を出すことを目指し

ます。互いの経験やスキルに敬意を払い、そこから運営向上に繋がる議論が生まれるように積極

的に話し合いの場を設けます。

⑤第三者評価を受審し、前回の評価から３年間の運営を検証します。また、利用者アンケートを継続

的に行い、結果を運営改善に役立てます(毎年)。

第三者評価･利用者アンケートを受審し、前回の評価結果を受けて向上したこと、維持できてい

ること等を検証し、今後の運営向上に役立てます。また、日常的なコミュニケーションを重視し、

利用者との信頼関係の構築に努めます。アンケート結果はすべて職員･保護者に公表し、相互理

解による改善を進めます。

成
果

・｢主体性の育ち｣のためには、周囲の環境整備が重要であること、｢主体性の尊重｣と｢放任」とは似て非なるものであることを折に触

れて全体で確認し、｢幼児教育に携わる者｣としての責任を自覚するよう心がけた。

・リスクマネージメントの一環として、各保育室の環境を常に見直し、子どもの育ちに応じての調整を続けた。

今
後
の
課
題

・「やりたいことをやるのを見守る」のではなく、｢保育者が計画の上で身につけさせたいと思うことへの意欲を育てる」ためにどの

ような環境が必要か、導入方法を工夫するなどの中で常に検討･向上を目指す。

・次年度も子どもの育ちを見守り、成長に即した環境の提供を行うよう心がける。

成
果

・自園で迎え入れたのは前園長とパート職員2名であったため、前園長には引継ぎの残務処理ができるような調整可能なポジションを

割り当て、パート職員には設備の違い等を中心に説明を行い、大きなトラブルはなく半年の勤務を終えることができた。

・毎月の経営会議で、他園の旧北六職員の状況を継続して聞き取り、対応を検討した。

今
後
の

課
題

・他園で異動後にメンタル不調を訴える職員もあったため、法人全体として必要な対策を講じる。

成
果

・長期化するコロナウィルス感染症拡大防止対策の中で、感染症対策を重視した形で保護者会･参観･面談等を行い、その際のアンケ

ートや聞き取りを通して、保護者の意見を聞き取る機会を設けた。

・昨年度中止した運営委員会を開催した。

・第三者評価を受審し、特段の指摘なく運営の妥当性に客観的な評価を得たことを保護者に報告を行った。

今
後
の

課
題 ・対面でのコミュニケーションが制限されることが続くので、今後も意見交換の機会を意識して取り入れていく。
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⑥感染症拡大防止対策と地域の子育て支援活動との両立が困難な施設構造であることを踏まえ、｢地

域に向けての活動｣の内容そのものの見直しを行い、新しい形での地域との連携を図ります。

開放性の低い、かつ面積が十分でない施設であるという条件から、「外部との接触」を、感染症

拡大防止対策を取りつつ実施していくことは不可能であると認識し、育児情報などの発信も選択

肢に入れ、新しい地域活動のあり方を検討し、できるだけ明確な形にして職員全体で共有します。

また、出前保育などの外部施設の利用、小中高生の育児体験などは、児童館や学校の方針を受け、

その都度柔軟に対応します。

⑦第二次長期計画初年度として、自園が単年度で達成すべきポイントを把握し、職員全体に認識の共

有を図ります。

「社会状況が不安定な中で法人基本方針をどう実践していくか」が計画の柱であることを職員全

員が理解し、状況の変化で不安になったり根拠のない疑義を持つことがないよう、運営の中で常

に明示していきます。

計画の達成度
※すべての目標に関する総括

事業計画で、「2020 年度までは詳細な計画を立てていたが、2020 年度は感染症拡大防止対策のため、
計画の大幅な修正を余儀なくされた。2021 年度も前半はこの状態が続くと予想されるので、職員全
員に目標を周知し、状況の変化の中で「目標達成のために、今何をすべきか」を、職員会の中で 2
ヶ月に 1 回程度確認し、その期間に得られた成果と、次に実施できそうな内容等を確認して進めて
いく形を取る」としていた部分は、園内研修のテーマとも重なるので、課題を確認し、その解決の

ための協議･決定の流れを職員が把握できるよう明示するという目標は達成できた。

成
果

・長期計画の内容を確認し、今年度は実施できない内容を確定した。

・昨年度の緊急時運営を振り返り、｢従前に戻す意義があること」｢再構築の機会とするべきこと｣をそれぞれ整理し明確化し

た。

・次年度への課題を検討し、実現できないと判断した内容の次年度での展開や、状況が不透明な中で最低限担保すべき事柄、状

況に応じて調整できる事柄など具体的な優先度を確認した。

課
題・次年度も見通しが不明確なので、運営を行いながら調整していく。

成
果

・昨年度に引き続き、感染症対策として地域活動は基本的に行えなかったが、入園希望者への情報提供としての見学だけは、園内に

　立ち入らない形での対応を行った。

・法人HPに園の年間計画とデイリーを掲載した。

課
題

・行政が「地域活動」と定義する活動は、現状では行えないことが多いので、今後に関して行政との意見交換を行う。

・Webでの情報提供を推奨されているが、それを｢法人独自で｣行うことの意義を明確にした上で可否を決定する。
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1．施設運営
(1)児童の処遇

ア クラス編成と月別入退園および初日在籍

(短)は短時間保育士

イ 月別保育実施日数

ウ 健康管理・衛生管理

※感染症拡大防止対策を最優先し、日常的な健康観察に十分留意した。

※家庭の価値観の違いに配慮し、歯科検診辞退等の保護者の判断も尊重できる体制を整えた。

クラス名 年齢 園児数 保育士数 担任 担任外

ふたば

わかば

0歳 ６ ２

1歳 ８ ２

つぼみ 2歳 ８
2＋2

たんぽぽ 3歳 ８

ひまわりＢ 4歳 ８
２

ひまわりＡ 5歳 ８

合計 46 10＋1(短) 4＋5(短)

項目 対象 回数等 項目 対象 回数等 項目 回数等

健康診断
0.1歳児 週1回

身体計測
0.1歳児 週1回 全館消毒 毎月第4金曜

全園児 4/20．10/19 全園児 月1回 布団乾燥 年9回土曜

歯科検診 全園児 6/23．11/10 蟯虫検査 2歳以上 年1回 園庭消毒 4/6・10/26

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

初日在籍 ４５ ４５ ４６ ４６ ４６ ４５ ４６ ４６ ４５ ４５ ４５ ４５ ５４５

入園 ８ １ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １1

退園 １ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ３

4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 備考

２５ ２３ ２６ ２５ ２５ ２４

２９３10月 11月 12月 1月 2月 3月

２６ ２４ ２４ ２３ ２２ ２６
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エ 保育

〔各クラスの保育目標〕 事業計画で示した下表の目標にそった運営を行い、保育内容に関して大

多数の家庭から高い評価を得た。

クラス 年齢 年間目標

ふたば・わかば

共通

・子ども達一人ひとりを受容し、保育者との信頼関係を築いていく。

・個々の成長･発達･要求に合った「あそび」を楽しむ。

・自分でしようとする気持ちの芽生えを大切にしながら、保育者の援助を通して基本的な生活習慣が身につくようにする。

ふたば 0歳児

・安全で清潔な環境の中で、生理的欲求を満たし、心地よく過ごす。

・受容的、応答的な関わりを通して、大人との信頼関係の基盤を築き、安定した情緒で過ごす。

・一人一人の発達に応じた援助のもと、離乳の完了や歩行の完成を促し、健康な心と体を育てる。

・保育者との愛着関係を深め、心地よい気持ちのやりとりを重ねながら、身近な人と共に過ごす喜びを感じる。

・身近なものへの興味関心を広げ、探索活動を楽しみ、豊かな感性をはぐくむ。

わかば 1歳児

・安定した生活リズムで過ごし、身の回りのことなどに興味を持ち、自分で取り組む気持ちを育てる。

・季節や自然に触れながら、さまざまなものに対する興味や好奇心を広げる。

・保育者との信頼関係を基に、友達との関わりや心地よい気持ちのやりとりを楽しむ。

・歌や音楽に親しみ、身体を動かすことや自由に表現する楽しさを味わう。

・自我の芽生えを見守り、したいことやしてほしいことを自分なりに表現する。

・全身運動や指先の機能の発達を促し、心身共に健康な身体作りをする。

つぼみ 2歳児

・リトミックや戸外遊びなどを通して、身体の発達を促し、元気な身体づくりをする。

・活動や生活の中で、微細運動の発達を促す。

・安心できる関係や環境の中で、十分に自分の思いを伝えていく。

・友だちとの関わりを通じて、遊びを広げていく。

・身近な自然に関わり、さまざまなことに興味を持ち、感性を豊かにする。

・保育者や友だちとの言葉のやりとりを通して語彙をはぐくむ。

・さまざまな経験から豊かなイメージを育てる。。

・発達過程に応じた適度な運動と休息を行い、健康的に過ごす。

・自我の育ちを認めて共感し、自主性を育てていく。

たんぽぽ 3歳児

・戸外で十分に身体を動かし、健康な身体をつくる。

・健康的な生活リズムを身につける。

・保育者や友だちとの関わりの中で、喜びや楽しさを味わう。

・身近な自然に親しみを持ち、興味や関心を持つ。

・生活や遊びを通して、友達や保育者とのやりとりを楽しむ。

・友だちや保育者と関わりながら、必要な言葉を理解する。

・さまざまな素材に触れ、興味を持っていろいろな遊びを楽しむ。

・基本的生活習慣が身につくよう意欲を育てる。

・さまざまな経験を通して、主体的に活動できるよう、探究意識を高めていく。

ひまわりＢ 4歳児

・身近な環境に積極的に関わり、物の性質や特性を感じ取ったり、気づいたり考えたりする。

・全身を動かして運動遊びを楽しみ、体力の向上、運動機能の発達を図る。

・安定した生活を送る中で、約束事や決まりを守りながら、活動にとり組む楽しさを味わう。

・友達や異年齢児と話す中で、相手の話を聞いたり、自分の考えを伝えたりしながら言葉への感覚を豊かにする

・さまざまな楽器や音楽、リトミックに触れ、表現する楽しさやリズム感を養う。

・さまざまなあそびや体験を通して、豊かな表現力や想像力を培う。

ひまわりＡ 5歳児

・意欲的に遊びや生活、行事に取り組み、主体的に行動して充実感を味わう。

・健康や安全など、生活に必要な基本的な生活習慣や態度を身につけ、積極的に活動する。

・生活の中で充実感や達成感を味わいながら自信を持ち、就学への期待につなげる。

・季節の変化に気付き、収獲を喜んだり自然物を使った遊びを楽しんだりする。

・自然や身近な事象に興味や関心を持ち、豊かな心情や知的好奇心、探究心を高める。

・友だちや異年齢児に思いやりを持って関わり、互いの思いを調節しながら集団での活動を楽しむ。

・さまざまな楽器や音楽、リトミックに触れ、表現する楽しさを知り、豊かな感性を培う。

給食

・「おなかがすくリズムを持てる子ども」｢食べたいもの、好きなものが増えていく子ども」｢一緒に食べたい人がいる子ど　

　も」｢食事作り、準備に関わる子ども」｢食べものを話題にする子ども｣の育ちのために保育と連携する。

・各年齢の年間指導計画の内容に沿って、食育などを進めていく。

保健 ・園児の健やかな心身の発達につながるよう、年齢にあった衛生観念を育てられるよう働きかけていく。
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〔主な行事〕前年度は感染症拡大防止対策の必要から、中止 /縮小した行事が多数あったので、当該
年度は計画立案時に中止を決定した行事も多く、開催する場合は、平日の保育時間内に園児対象で実

施することをメインとした。開催時には「原則開催」の方針で必要な感染症対策を講じるという基本

方針で実施。(○：基本的に計画通り実施、△：規模の縮小等変更して実施、×：完全中止)

実施の有無 予定行事 実施予定日 中止の理由・変更点等

○
新入園家庭保護者会

クラス保護者会(0.1歳児･4.5歳児）
4/22

感染症拡大防止対策に配慮し、クラス毎に時間差を付けてて実施

○ 子どもの日集会　 4/28

○ 保護者会(2.3歳児) 5/23

○ 保育参観＆個人面談(0歳児＋希望者) 6月 新入園の0歳児は全員、他クラスは希望者のみとし、長期間を取り1日1名の参加を徹底

○ 七夕集会 7/7

○ 夏のお楽しみ会 7/15 計画立案時から平日の午前、園児のみとして開催

○ ふれあい水族館 8/5 外部業者にPCR検査等園舎立入のための健康観察を依頼して実施

△ 絵本とお話の会 8/19 園児のみ対象として実施

△ 保護者会(0.1歳児･4.5歳児） 8/28

△ 運動会 10/11 会場提供が不透明なため園内開催とし、入れ替え制で保護者の受け入れを行った。

○ 秋の遠足・４～５歳児 10/31 4.5歳児のみの徒歩遠足とし、帰園して食事をするという前年度の形を年度当初から決定

○ 鮭の解体見学 11/4 納入業者と連携を取り、当日の健康状態を確認して実施。

○ 七五三集会 11/11

△ 保育参観＆個人面談（1歳児以上） 11月 前期同様1日の参加者を限定して長期で実施

△ おみせやさんごっこ 12/2 感染症拡大防止対策のため、各クラス単位で開催

△ 絵本とお話の会 12/16 園児のみ対象として実施

○ 保護者会(0.1歳児) 12/18

○ クリスマス会 12/23

○ お正月集会 1/6

○ 保護者会(2.3歳児･4.5歳児） 1/23

○ 節分集会 2/3

△ 発表会 2/23 感染者発生のため当日は中止。平日に園児のみ・クラスごとに「発表会ごっこ」として開催

○ 新入園児オリエンテーション 3/6 二部制とし、園医健診も個別に受診してもらうなど、感染症拡大防止対策に配慮して実施

× 進級児保護者会 3/10 説明すべき内容を全て文書として配布し、質問があれば回答する方式とした

× お別れ遠足(4.5歳児) 3/17 当該クラスから新型コロナウィルス感染症が発生し、大田区からの登園自粛期間中、期

間終了直後にあたったため、卒園関連行事を全て中止。× お別れ会 3/24

△ 卒園式 3/26
上述の通りの状況となったため、園庭で証書授与式のみを行い、家族の療養機関の関係

で1名のみ時間をずらして玄関前で授与を行う。

備考

1．例年実施しているが、感染症対策を取る上で開催不可と判断し、当初から計画に入れなかった行事

入学報告・敬老集会・卒園児招待会・絵本とお話しの会(外部向け分)

2．外部機関が実施主体であり、当該機関が中止を決定した行事

ふれあいまつり、出前保育、森っこフェスティバル
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オ 栄養管理

カ 安全管理

キ 事故による通院・救急搬送 救
急
搬
送
は
な
し
、
受
診
は
全
て
初
回
の
み
に
て
終
了
。

交通安全教育
3/7の交通安全集会は大田区の該当部署に感染者発生とのことで派遣を辞退。日常の園外活動時に

教育を行った。

非常災害時の避難訓練
4/15(火).5/13(地・津).6/17(地).7/8(火).8/5(火).8/12（地）.9/1(地).

10/14(火).11/25(地).12/7(火).1/20(火).2/10(火).3/31(地)

引き渡し訓練の実施 9/1実施

その他災害訓練 消防署立ち会い訓練7/14・Web情報伝達訓練12/1・不審者訓練12/15

集団給食施設栄養報告 島田の栄養士の指導の下、5月と11月の2回、定期報告を行った。

献立作成上の

留意点

園独自の行事食や、食育への取り組みを推進。

→行事食(こどもの日、七五三、クリスマス等の特別メニュー、卒園リクエスト献立など）

→食育(感染症拡大防止対策のため、職員が食卓で指導することや、クッキングなど、食育活動の多

くを中止せざるを得なかったが、可能な限り配慮して行った)

給食供給者としての

諸管理

・衛生管理点検表による毎日のチェック・月の腸内細菌検査は全て行い、事故、保菌者なし。

・調乳担当者に関しても上記通り（保育、調理、看護担当全員が細菌検査実施）調乳担当者用衛生管

　理点検表実施。

・食材の保管に配慮すると同時に、常に品質を確認し、業者との連携を密にして運営。事故なし。

・大田区による食材の放射能検査。すべて基準値を下回り問題なしとの結果受領。

・保健所による立入検査でも特段の指摘事項なし。

発生日 年齢 状況 診断

4/2 4歳女児 他児と接触して顔面打撲 鼻打撲･鼻出血(山王耳鼻科)

4/6 3歳男児 遊具につまずき転倒 頭部打撲･擦過傷(大森牧田クリニック)

5/26 2歳男児 コンテナを踏み外して顎を打撲 下口唇挫傷・頤部打撲(ウチダ歯科クリニック)

5/28 2歳男児 走っていて転倒し顔面打撲 頭部打撲･擦過傷(大森牧田クリニック)

5/31 3歳女児 公園のネットで露出していたワイヤーに接触 左前腕擦過傷(大森皮膚科クリニック)

6/17 1歳女児 室内で歩いていて足がもつれ、柱に前頭部ぶつける 右前額部打撲傷（くどうちあき脳神経外科クリニック）

7/7 1歳女児 室内でボールを拾おうとして転倒し、テーブルで眼瞼打撲 左眼瞼打撲・擦過傷(大森眼科)

9/14 2歳女児 手を繫いでいた他児が転倒したため転倒 上唇擦過傷・上唇小帯裂傷･上顎右切歯脱臼(ウチダ歯科クリニック)

10/7 2歳男児 他児に背中を噛まれる 咬傷(山王皮膚科クリニック)

10/13 1歳女児 椅子の脚につまずき転倒し、テーブルで目の横を打撲 顔面打撲(大森眼科)

11/5 2歳男児 グラウンドでのボール遊びで、ボールを踏んで転倒 後頭部打撲(大森牧田クリニック)

11/24 4歳女児 縄跳びの縄に足を取られて胸部･顎を打撲 前胸部打撲(北條医院)・右歯牙脱臼・下唇裂傷(ウチダ歯科クリニック)

12/7 4歳男児 午睡時に足爪より出血 左第一足趾爪甲剥離(大森皮膚科クリニック)

12/7 0歳男児 ベッドで立ち上がろうとして転倒 額部打撲(大森牧田クリニック)

12/10 0歳男児 立ち上がろうとした際に前方へ転倒 頭部外傷（くどうちあき脳神経外科クリニック）

12/27 0歳男児 階段でバランスを崩して転倒 頭部打撲（せき山王クリニック)

1/19 2歳男児 滑り台の階段で振り向いた際にバランスを崩して転倒 頭部打撲(大森牧田クリニック)

2/10 1歳女児 両手に玩具を持って歩き、足下の玩具につまずいて転倒し、肋木で打撲 額部打撲（せき山王クリニック)

2/15 0歳男児 肋木につかまって屈伸していて口唇部打撲 上唇小帯裂傷(ウチダ歯科クリニック)

3/2 5歳男児 室内で回転していてバランスを崩し、机の角でこめかみ打撲 頭部打撲(大森牧田クリニック)

3/7 0歳男児 室内でのボール遊びで、ボールに足を取られ転倒 後頭部打撲(大森牧田クリニック)

3/17 0歳男児 室内でのボール遊びで、ボールに足を取られ転倒 頭部外傷(大森牧田クリニック)
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ク 食育計画

前年度に引き続き、感染症拡大防止対策のため、様々な制限があったが、下記計画に沿って実践活

動を可能な範囲で行った。

年齢 目標

6ヶ月未満児
・お腹がすき、ミルクを飲みたいとき、飲みたいだけゆったりと飲む。

・安定した人間関係の中で、ミルクを飲み、心地よい生活を送る。

6ヶ月から

1歳3ヶ月未満児

・お腹がすき、ミルクを飲み、離乳食を喜んで食べ、心地よい生活を味わう。

・いろいろな食べ物を見る、触る、味わう経験を通して自分で進んで食べようとする。

1歳3ヶ月から

2歳未満児

・お腹がすき、食事を喜んで食べ、心地よい生活を味わう。

・いろいろな食べ物を見る、触る、味わう経験を通して自分で進んで食べようとする。

2歳児
・いろいろな種類の食べ物や料理を味わう。・食生活に必要な基本的な習慣や態度に関心を持つ。

・保育者を仲立ちとして、友だちとともに食事を進め、一緒に食べる楽しさを味わう。

3

歳

以

上

児

食と健康

食を通じて、健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。

・できるだけ多くの種類の食べ物や料理を味わう。

・自分の身体に必要な食品の種類や働きに気づき、栄養バランスを考慮した食事を取ろうとする。

・健康、安全など食生活に必要な基本的な習慣や態度を身に付ける。

食と人間関係

食を通じて、他の人々と親しみ支え合うために、自立心を育て、人とかかわる力を養う。

・自分で食事ができること、身近な人と一緒に食べる楽しさを味わう。

・さまざまな人々との会食を通して、愛情や信頼感を持つ。

・食事に必要な基本的な習慣や態度を身につける。

食と文化

食を通じて、人々が築き、継承してきたさまざまな文化を理解し、つくり出す力を養う。

・いろいろな料理に出会い、発見を楽しんだり、考えたりし、さまざまな文化に気づく。

・地域で培われた食文化を体験し、郷土への関心を持つ。・食習慣、マナーを身に付ける。

命の育ちと食

食を通じて、自らも含めたすべてのいのちを大切にする力を養う。

・自然の恵みと働くことの大切さを知り、感謝の気持ちを持って食事を味わう。

・栽培、飼育、食事などを通して、身近な存在に親しみを持ち、すべてのいのちを大切にする心を持つ。

・身近な自然にかかわり、世話をしたりする中で、料理との関係を考え、食材に対する感覚を豊かにする。

料理と食

食を通じて、素材に目を向け、素材にかかわり、素材を調理することに関心を持つ力を養う。

・身近な食材を使って、調理を楽しむ。

・食事の準備から後片付けまでの食事づくりに自らかかわり、味や盛りつけなどを考えたり、それを生活に取り入れようとする。

・食事にふさわしい環境を考えて、ゆとりある落ち着いた雰囲気で食事をする。
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（2）職員の処遇
ア 職員構成

イ 健康管理

常用職員 有期雇用職員

職種 人数 職種 人数 職種 人数 職種 人数

園長 １ 保育士 12 栄養士 １ 嘱託医 ２

副園長 １ 看護師 ２ 調理員 ３ 短時間保育士 ６

主任 １ 事務･用務 １ 保育･調理補助 ３

職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名 備
考
：
体
育･

英
語
の
講
師
は
直
接
雇
用
で
は
な
く
会

社
と
の
契
約
に
よ
る
派
遣

園長

つぼみ・

たんぽぽ

栄養士

短時間

保育士

副園長

調理員主任

副主任
ひまわり

ふたば

わかば

調理補助

フリー 事務･用務

看護師
嘱託医 感染症対策

嘱託歯科医 体育講師

保育補助 英語講師

項目 対象・概要 回数

職員健康診断 35歳未満の常勤職員全員 各人年1回、前回健診から1年以内に全員実施。結果を受けての専門医への再診等、看護師から助言を行っ

た。(希望者は隔年ごとの乳がん/子宮頸がん検診を法人負担で受診)。
生活習慣病健診 35歳以上の常勤職員全員

腸内細菌検査 保育士・看護師・調理員全員 月1回

ストレスチェックテスト 全職員 年1回

年度内新規採用/異動 年度内退職･異動・契約形態変更

異動日 職名 氏名 採用日 職名 退職日 職名 退職日 変更 氏名

2021.4．1 副園長 (北六より) 2021.4．1 保育士 2022.3.31 副園長 2022.3.31 常用→有期 保育士

2021.4．1 調理補助 (北六より) 2021.4．1 保育士 2022.3.31 保育士 2022.3.31 常用→有期 保育士

2021.4．1 保育補助･用務 (北六より) 2021.10.1 短時間保育士 2022.3.31 保育士 2022.3.31 常用→有期 保育士

2022.2.1 短時間保育士 2022.3.31 保育士 2022.3.30 常用→有期 保育士

調理員 2022.3.31



- 10 -

ウ 職員会議・MT

エ 研修記録

【個別研修】付表の通り。個人別の詳細な計画を立てて研修を進めた。

【全体研修】

※前年度に引き続き、法人内全園での学び合いの機会を多く設定した(法人報告参照)

・年間研修：園内研修テーマとして「リスクをマネージするということ」を設定し、ここ数

年継続してきた「運営を長期的な視点で捉え、一つの流れの中で各種計画を検

討する」ことの発展として、長期的な見通しを持ち、予想されるリスク要因を

把握することで、リスク回避や軽減につながる運営ができることを学んだ。粘

土の中での明確な課題であるリーダーの休業、感染症対策などを全員で共有し、

対応策の検討を行った。

・遊具製作：例年通り、保育士が毎月交代で作成。作り方と工夫のポイントと共に職員に提

示し、感想･改善提案などを受ける。感染症拡大防止対策の一環として、玄関

での掲示は引き続き中止。

・リトミック研修：前年度に引き続き、各園交代で指導を担当して学習会を年間計画に基づ

いて実施。

・勤務研修：新規入職者を対象とし、「社会人として」知っておくべき事などの説明を行い、

職務意識の向上に努めた。

【OJT】
・OJT、週・月単位の計画に基づく指導。
指導職 MT での情報共有を実施。また、週案･月案の点検時に、計画実施の状況、変更の
理由等をチェックし、問題があれば MT ノートにて指導。

・クラス巡回時の指導：クラスを巡回し、よりよい方法の提案、指導を行い、改善が見られ

ない、または全体に関わる内容であれば全体会で周知･徹底を行う。

オ 職員処遇

1 福利厚生

・福祉医療機構退職共済制度・東京都社会福祉協議会従事者共済会・大田区勤労者共済

職員医療保険：常勤職員は全て加入対象とし、加入時には内容の周知を行った。

・園内職員共済会（よつば会）：例年通り自主的な運営を行い、親睦に寄与した。

2 業務目標、業績評価システム

会議名 実施回数

法人経営会議 4/7.5/12.6/3.7/7.8/4.9/8.10/6.11/4.12/8.1/5.2/9.3/3

職員会議 4/24．5/22．6/19．7/17．8/28．9/25．10/23．11/13．12/18．1/22．2/6．3/5．3/26

リーダー会 4/8．5/13．6/4.7/8．8/5．9/9.10/7.11/5．12/9．1/6．2/10．3/5．3/31

ロングミーティング 4/15．5/20．6/17．7/15．8/19．9/16．10/14．11/18．12/16．1/13．2/17．3/17

クラスミーティング 原則として毎週金曜までに1回

ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ委員会 原則として第2週のﾘｰﾀﾞｰ会に引き続いて(月1回）

給食会議 原則として職員会時(月1回）

法人内交流 年齢別で年3回、園長･事務･看護師は月1回、調理は隔月でMTを実施し、情報交換と交流を図った。
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・例年通り勤勉手当支給前、次年度職級確定等の折には必ず評価との関連、評価の基準につ

いて明確な説明を行った。

3 永年勤続表彰･資格取得表彰

・表彰状・報奨金・リフレッシュ休暇を付与しその功を労った。(園内該当者なし)

・他職種からの保育士資格取得を行った職員に、表彰状・報奨金を付与しその功を労った。

4 有期雇用職員の処遇改善

・一定の勤務条件を満たす場合、賞与や夏休を付与することを周知。

5 コロナウィルス感染症に関わる有給休暇の特例

・ワクチン接種の副反応、感染による自宅療養による休暇の 1/2 を法人が負担することで、
療養期間の待遇の保障を行った。

6 特別有休の付与

・上述以外の感染･休園･休校に伴う子どもの保育のための有休に関しては、前年度に引き

続き国の掲出した制度を取り入れ、該当職員に周知して利用を促した。

7．有休取得･時間外勤務
2021 年度有給休暇取得日数平均

年間 13.3 日(夏休･コロナ特別休等の特別休暇を除く常用職員取得平均値)

2021 年度時間外勤務時数
年間 2.2 時間(指導管理職以外の常用職員の平均値)

２．施設管理
（1）事務関係

ア 会計事務・管理事務

イ 児童処遇事務

（保育、給食、健康管理）

ウ 備え付け帳票類責任・担当者→右表に従い管理・運営。特に園児に関する情報共有と個人

情報保護の関連については職員全員に意識づけを図った。

→以上の分担により効率的に業務を行い、互いに連絡を密にして円滑な園運営を行い、利用者か

らの外部への苦情申出なく年度を終了。

（2）設備関係
ア 固定遊具の点検→非該当。園庭砂場は業者（カワイ薬業）による消毒を行った(年 2 回)。
イ その他設備･備品→月１回の安全点検をはじめとして、日常的に点検、確認を行った。

ウ 衛生管理→空気清浄機（隔月フィルター交換）・布団乾燥（冬期以外月 1 回）・グリストラ
ップ清掃（年 4 回）、害虫駆除消毒（年 6 回）、園庭の蚊の発生抑制(夏季 6 回）
等、衛生管理を定期的に業者に依頼して行い、 3 月中旬のコロナウィルス感染
症以外の大規模な蔓延事例はなかった。

会計責任者 園長 管理責任者 園長

出納責任者 事務 防火管理者 副主任

児童処遇責任者 主任 衛生推進者 看護師

食品衛生責任者 栄養士
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（3）備品関係
ア 備品・保育用品・給食用品・固定資産等購入記録

→下表の通り。計画通り経年劣化による買換を進めたが、感染症対策のための設備整備に

多額の経費を要した。

（4）災害対策
ア 避難訓練

月 1 回（1（1）カの通り）

イ 防災設備の点検委託

右表の通り

※経年劣化による補修の必要の指摘数

点あり、速やかに対処した

ウ 非常食糧の備蓄（全児童数＋全職

員数）× 3 食×（３）日分

3．地域社会との連携(目標と実践総括)
①４にあるような子育て支援事業を実施して地域の福祉に貢献し、また日常の中でも連携を深める

よう職員全員が心がける。（前年度からの継続）

→ 4 で詳述。ほとんどが感染症拡大防止対策として中止せざるを得なかった。次年度も状況の急
激な改善は望めないので、区の方針を見ながら柔軟に対応する。

②地域行事にも積極的に参加するよう心がける。(森っ子フェスティバル等)

→全て感染症拡大防止対策として中止。

③継続して参加している地域行事以外に、地域との連携を広げる方法を職員全体で検討する。

→全て感染症拡大防止対策として中止。

④隣接する JR の関連会社・違法駐輪監視員との交流を図る。
→違法駐輪対策として柵を設置するなど、保育園の運営に配慮していただき、園周辺の危険が軽

減された。

JR の主催する「子ども絵画展」が中止となり、他の交流もほとんど行えなかった。

品名 数量 支払日 総価格* 用途 品名 数量 支払日 総価格 用途

園庭給水管引き回し一式 1台 5/11 313,500

感染症対策

第三者評価 1式 3/15 550,000 受審義務

園庭手洗い設置 1式 5/11 786,500 食器保管庫買換 1式 2/15 507100 経年劣化による買換

園庭排水工事 1式 8/11 400,000 園舎清掃･ウレタン塗装 1式 1/20 564630 室内衛生管理

職員手洗い自動水栓化 1式 7/12 385,000 空気清浄機増設(2階) 1式 リース 600,000
感染症対策

空気清浄機交換･増設(1階) 1式 リース 1,320,000

点検箇所 実施日

消防設備等点検 7/30．1/27

防火対象物検査 7/30

防火設備定期点検 1/28

建築設備定期検査 8/29

特殊建築物定期調査 非該当(3年に1回)

学校１１０番設置・点検 4/26．7/26.10/25.1/27

空調設備点検 5/29・11/6

エレベーター・ダムウェーダー点検 月１回定期点検(法定点検：1/11)

４
．
子
育
て
支
援
事
業
実
績

名称 実績 評価･反省

緊急一時保育 ０人 感染症への不安からか、利用申込が全くなかった。

体験保育 10人

事前に園の感染症対策に関して理解と協力を求め、了承された上での受け入れを行った。出産前の体験 10人

小中高生の育児体験受入 6回

育児相談 1回

世代間交流・退所児童との交流・出前保育・子育て支援講座等

園内で行うものは部外者の立入を原則禁止としたため園の判断として中止。

外部で行うものは、会場や主催者の意向で中止の連絡があった。

保育拠点活動支援 3人受入 保育実習の学生には、実習中に1日は出前保育の準備や、支援講座の手伝いなど、地域活動の学習をする機会を設けた。
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付：2021 年度外部研修参加記録
※感染症拡大防止対策のため、中止された研修が多かった。

氏名 講座名 主催 開催日 講座名 主催 開催日

園長

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 保育心理士資格取得講座(保育心理演習） 大谷保育協会 10月13日

保育スーパーバイザー養成研修会 全国保育士会 8月31日 LGBTへの理解とこれからの共生社会に向けて 東社協青年委員会 12/13～1/19

個人情報とその管理 島田福祉会 9月11日 社会福祉法人指導連絡会 大田区福祉管理課 2月3日

管理職のためのメンタルヘルス研修会 東京都福祉人材センター 9/1～10/15

副園長
法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 5月29日 個人情報とその管理 島田福祉会 9月11日

法人内リトミック学習会 島田福祉会 6月25日 歩いて学ぶ災害対策(講師) 島田福祉会 10/23・11/21

主任

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 11月27日

個人情報とその管理 島田福祉会 9月11日 役職別オンラインセミナー(管理職) 日保協 12月10日

法人内分科会(5歳児)(アドバイザー) 島田福祉会 11月14日 保育所等実習指導研修 厚生労働省 1月27日

副主任

法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 5月29日 大田区キャリアアップ研修(保健衛生・安全対策) 大田区 11/5～12/13

社会福祉従事者人権研修 東京都保健福祉局 8月27日 大田区キャリアアップ研修(保護者支援・子育て支援) 大田区 12/2～1/24

法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 11月27日

保育士 法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日

保育士

表現と人間 子どもの文化学校 全5回 法人内分科会(1歳児) 島田福祉会 11月14日

たにぞうのみんなの運動会！ 子どもの文化学校 6/30・7/14 法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 11月27日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 法人内リトミック学習会 島田福祉会 12月25日

法人内リトミック学習会 島田福祉会 7月31日

保育士

上級救命講習 東京防災救急協会 5月15日
幼稚園教諭･保育園保育士合同研修会「子ど

もがいきいきと生活できる環境」

大田区幼児教育セン

ター
9月30日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日
子どもに寄り添うためのコミュニケー

ションスキル
東社協 10/7～10/21

法人内リトミック学習会 島田福祉会 6月25日 法人内分科会(1歳児) 島田福祉会 11月14日

夏の芸術教育学校「未満児のままごと遊び

の大切さとその先にあるもの」

NPO法人芸術と遊び

創造協会
7/24～8/15 法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 11月27日

法人内リトミック学習会 島田福祉会 7月31日

保育士

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日
夏の芸術教育学校「見直そう！012歳児

の保育環境と援助」

NPO法人芸術と遊

び創造協会
8月10日

東社協保育部会給食担当者講習会第3回ったべる

機能の発達と好き嫌いの背景について」
東社協 6/21～7/5

子どもの育ちに学ぶゼロ。1.2歳児の発

達と保育
保育プラザ 10月30日

ゼロ歳児の発達と保育 保育プラザ 7月15日 法人内分科会(0歳児) 島田福祉会 11月14日

保育士
(7月より産休)

法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 5月29日 保育実習指導者セミナー 日本保育協会 6/25・7/2

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 東社協保育部会年齢別分野別学習会(食育) 東社協保育士会 6月29日

保育士

2歳児クラスの保育教室 子どもの文化学校
5/11～12/97

（全10回）

夏の芸術教育学校「子どもの心を育む

紙芝居と絵本の魅力」

NPO法人芸術と遊

び創造協会
8月4日

｢子どもがわかる｣ 子どもの文化学校 5/26・9/29・12/1 法人内分科会(3歳児) 島田福祉会 11月14日

幼児期運動指導リーダー保育者養成研修会初級編 幼児教育センター 4/28・6/9 法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 11月27日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 役職別オンラインセミナー(看護師・保健師) 日保協 12月3日

法人内リトミック学習会 島田福祉会 6月25日 法人内リトミック学習会 島田福祉会 1月29日

保育士

上級救命講習
東京防災救急協会

（法人での依頼）
5月15日 法人内リトミック学習会 島田福祉会 7月31日

新人保育者スタートアップセミナー 日本保育協会 5/21・5/28 初級絵画インストラクター養成講座
NPO法人芸術と遊

び創造協会
8/2・8/3

法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 5月29日 法人内分科会(2歳児) 島田福祉会 11月14日

幼稚園教諭･保育園保育士合同研修会「保育実践

を進める上で大切な保育者の役割」

大田区幼児教育セン

ター
6月8日 わかばの家子ども発達支援講演会 わかばの家 11月24日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日
幼稚園教諭･保育園保育士合同研修会「特別な支援を必要

とする子どもの保育の理解と支援のあり方」

大田区幼児教育セ

ンター
12月9日

東社協保育部会年齢別分野別学習会(わら

べうた)
東社協保育士会 6月30日

東社協保育部会給食担当者講習会第4回

食物アレルギーについて
東社協 1/28～2/10

幼稚園教諭･保育園保育士合同研修会「子どもと

保育者の豊かな感性を育む創作の楽しさ」

大田区幼児教育セン

ター
7月14日

保育士

上級救命講習 東京防災救急協会 5月15日 事故予防セミナー 日保協 10月22日

法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 5月29日 法人内分科会(5歳児) 島田福祉会 11月14日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 大田区キャリアアップ研修(幼児教育) 大田区 12/1～1/13
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氏名 講座名 主催 開催日 講座名 主催 開催日

法人内リトミック学習会 島田福祉会 6月25日 保幼少地域連携協議会(入新井2) 大田区 2月15日

東京都保育士等キャリアアップ研修(乳児保育) 東社協 9/1・9/2

保育士

法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 5月29日 役職別オンラインセミナー(保育者) 日保協 11月12日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 法人内分科会(4歳児) 島田福祉会 11月14日

東社協保育部会給食担当者講習会第2回

食べない子が食べられるようになる方法
東社協 9/17～9/30 保幼少地域連携協議会(入新井3) 大田区 2月21日

保育士
上級救命再講習

東京防災救急協会

（法人での依頼）
8月21日 法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 11月27日

個人情報とその管理 島田福祉会 9月11日 法人内リトミック学習会 島田福祉会 1月29日

保育士

島田福祉会職員勤務研修 島田福祉会 4月3日 法人内リトミック学習会 島田福祉会 7月31日

上級救命講習 東京防災救急協会 5月15日 アレルギー対応セミナー 日保協 10月29日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 法人内分科会(0歳児) 島田福祉会 11月14日

夏の芸術教育学校「未満児のままごと遊び

の大切さとその先にあるもの」

NPO法人芸術と遊び

創造協会
7/24～8/15 法人内リトミック学習会(主催) 島田福祉会 11月27日

看護師

保健連絡会 私立保育園連合会 5月10日 職員のためのメンタルヘルス講習会 東京都福祉人材センター 9/27～11/12

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 大田区キャリアアップ研修(食育・アレルギー) 大田区 10/7～11/9

事業場における熱中症予防管理者研修 東京労働基準協会連合会 6月29日 地域母子保健研修会4｢乳幼児期に見られる諸問題」 恩師財団母子愛育会 11/10～11/12

個人情報とその管理 島田福祉会 9月11日 法人内分科会(看護) 島田福祉会 11月14日

看護師

保育所等における感染症対策セミナー基礎編 日保協 6/11・6/18 法人内分科会(看護) 島田福祉会 11月14日

法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 社会福祉施設職員研修会Ⅱ 恩師財団母子愛育会 11/30・12/1

地域母子保健研修会1｢乳幼児保健･育児支援」 恩師財団母子愛育会 7/13・7/14
地域母子保健研修会7｢地域栄養活動～

妊産婦から子ども」
恩師財団母子愛育会 1/20・1/21

「ココロ力を育む気持ちコミュニケーション」 東社協保育部会 7月14日～28日 年齢別分野別学習会(保健) 東社協保育士会 1月18日

保育所等における感染症対策セミナー応用編 日保協 9/10・9/17

栄養士
法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日

東社協保育部会給食担当者講習会第3回

家庭支援について
東社協 オンライン試聴

法人内分科会(調理) 島田福祉会 11月14日

調理員
法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日 法人内分科会(調理) 島田福祉会 11月14日

東社協保育部会給食研究会第1回 東社協 9月16日 14:00～16:00 オンライン試聴 2,000円

調理員
法人合同研修(パーソナルカラー) 島田福祉会 6月19日

特定給食施設講習会「日本食品標準成分表

2020版の概要と活用方法」
大田区保健所 2月7日

法人内分科会(調理) 島田福祉会 11月14日

調理員 東社協保育部会給食研究会第2回～第4回 東社協 10/20・11/17・1/26

事務長 社会福祉法人指導連絡会 大田区福祉管理課 2月3日


