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社会福祉法人島田福祉会大森駅前保育園 2022 年度事業計画

1．前年度の目標に対する成果と足りなかったこと

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。

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。

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。

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。

・本部で行う法人記録の作成作業の進捗状況に応じてサポートができるよう、園内の記録類を把握しておく。

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、感染発生を防いだ。

・2月の園児感染拡大の際にも、区からの自粛要請、日々の感染者数など、全ての情報を即時提供し、混乱が起こらないよう心がけた

・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

・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

・｢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

・次年度も重要目標の一つと位置づけ、「やりたいことをやるのを見守る」のではなく、｢子ども達の育ちの中で身につけさせたいと

思うことに、子ども達が意欲的に取り組む」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。
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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。

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

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。

・パート職員の勤務に関しては定着し、本人達もルーティーンが確立した様子で、積極的に勤務をしている。

・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

・前園長の男性保育士OJTの成果を検証し、次年度以降の男性保育士の指導資料とする。

・他園で異動後にメンタル不調を訴える職員もあるため、今後の向けては法人全体として必要な対策を講じる。

成
果

・長期化する緊急事態宣言下で、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、対面での意見交換を行った。

・年度後半に第三者評価を受審し、運営への客観的評価の中で次年度への課題を確認した。

今
後
の
課
題

・例年通りのアンケートや運営委員会での意見交換を行い、保護者との相互理解を深める。

・第三者評価の結果を分析してさらなる運営向上につなげる。

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にに園の年間計画とデイリーを掲載した。

課
題

・次世代教育のための交流事業を園外で行うことを検討したが、感染流行のためにほとんど実施できなかった。

・Webでの情報提供の意義を明確に捉え、法人独自の情報提供となる部分があれば実現に向けて検討する。
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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。

2．ａ法人の事業計画を受けての今年度の重点目標

①職員が「主体的に学び･積極的に業務に取り組む」意識を明確に持つことで、子ども達に｢主体性を

持って成長していく｣ことの将来像を示し、成長への意欲が育つよう、人的環境をはじめとする園

内環境の整備を進めます

大人が「主体性を持って成長していく」姿を示し、その過程において子ども達の人的環境をはじ

めとする保育環境向上を目指します。また、その姿を通して子ども達に将来像として明確なイメ

ージを与えることを意識し、「自分たちが子どもの成長に資するような勤務を行うことが子ども

の主体性の育ちにつながる」と認識できるように、全職員の意識向上を図ります。

②コロナウィルス感染拡大防止策や各種社会活動の制限と、従来の運営の趣旨の双方を確認し、現状

の運営を｢コロナ前｣よりも向上させるよう、運営のあり方を根本から再構築します。

従来の運営の各部分の基本概念、必要度を再確認し、必要な要素を感染症対策課でどのように展

開していくかを整理するというプロセスの中で、世界的な危機が運営向上につながるよう、職員

の意識を統一します。

③全体の見通しが不明な中で常に安定した運営を行うために、決定の時期や判断材料に関する職員間

の情報共有を密に行います(前年度より継続)。

前年度に引き続き、社会の動向、行政の方針等、すべてが不透明な中で子どもの安全を守って運

営するという困難さを自覚し、｢どこまで決めてあるか｣｢決めていない部分は、いつ、どの状況

が固まったら決めるのか｣等の｢未確定部分も含めて計画を推進する｣ことを、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。

④運営計画の中での自分の業務の位置づけを把握し、計画遂行までの流れに共通のイメージを持ち、

常に振り返りを行って検証を進めながら運営を進めます

前年度の園内研修で、｢計画的に業務を進めることで避けられるリスク｣について学びを深めまし

た。今年度は「自分たちが計画を立てて運営したこと」が、｢実際にどのような効果があったか、

反省点が残ったか｣について振り返り、更に進んだ計画に進めるよう、職員間の議論を深めます。

⑤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)。

2 0 2 1 年度末に公表された第三者評価結果を踏まえ、必要な改善に取り組むことと併せ、2 0 2 2 年
度も実情に応じた形式でアンケートを行います。連絡帳をはじめとする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。

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を図り、園舎の状況や近隣の現状に配慮して、

新たな地域活動の形を検討します(前年度より継続)。

「外部との接触」が不可欠である地域活動を、感染症拡大防止対策を取りつつ実施していくとい

う困難な状況、特に園舎の開放感のなさから来る様々な制限を踏まえ、戸外での近隣への働きか

けを可能な限り実施します。また出前保育や保育体験など、園だけでは何段できない活動に関し

て、外部の情報の収集を積極的に進め、活動のヒントとします。

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｣を整理し明確化した。

課
題

・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する。
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⑦感染症拡大防止対策下の運営における計画推進について見直しを図り、法人が 2023 年度からの中期
計画(後半)に反映すべきと思われる内容を園のレベルで整理します

第二次長期計画策定時以降本格化した、コロナウィルス感染拡大防止策下の運営の中で、策定し

た計画内容が実現できない部分を総括し、当面実現不可能となる部分と、実現の形を変更する必

要がある内容の変更の可能性に向けて法人に提案を行うために、園の実情を踏まえて整理します。

ｂ 目標をどのようにして達成するのか。(年間計画)

この 2 年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。2022 年度も前半はこ
の状態が続くと予想されるので、2021 年度同様に、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な内容とを確認して進めていく形を取る。
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3．施設運営
(1)児童の処遇
ア クラス編成(表の通り)

イ 月別保育予定日数

ウ 健康管理

エ 保育

〔各クラスの保育目標〕指導計画と一致させること。各分野の目標を全部具体的に書くこと。

クラス名 年齢 保育士数 園児数 備考(他の保育士、職名、職員数記入)

ふたば 0歳 2+1 ６ 副主任・フリー保育士は、公休代

替や補助にあたる。

＋の後の人数は短時間保育士

(すべて有資格者)

わかば 1歳 1+2 ８

つぼみ 2歳
2＋2

８

たんぽぽ 3歳 ８

ひまわりＢ 4歳
1+1

８

ひまわりＡ 5歳 ８

フリー 3(主任含む)+2

合計 9＋8 ４６

4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 備考

２５ ２３ ２６ ２５ ２５ ２４

２９１10月 11月 12月 1月 2月 3月

２４ ２４ ２４ ２３ ２２ ２６

項目 対象 回数 実施月 項目 対象 回数 実施月

健康診断

0歳児 週1回
身体計測

0歳児 週1回

1歳児 月1回 全園児 月1回

全園児 年2回 5月・10月 蟯虫検査
2歳児～

5歳児
年1回 5月

歯科検診 全園児 年2回 6月・11月

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。

・手洗い指導を受け、石けんを付ける、洗う、流すなどの一連の流れを覚えて習慣づける。
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〔主な行事予定〕

4月
進級児健康診断

新入園児・1.4．5歳児保護者会
10月 運動会、健康診断、秋の遠足、保育所運営委員会

5月
子どもの日集会、ぎょう虫検査(2歳以上児)

2.3歳児保護者会
11月 歯科検診、参観・面談・試食週間、七五三集会

6月
健康集会、歯科検診

保育参観・面談(0歳児)
12月

おみせやさんごっこ、ｸﾘｽﾏｽ会、

えほんの会、0.1歳児保護者会（保育所運営委員会）

7月
七夕集会、夏のお楽しみ会

保育所運営委員会
1月 お正月集会、2～5歳児保護者会

8月 えほんの会　0.1．4.5歳児保護者会 2月 節分集会、発表会(2歳～5歳児クラス)

9月 引取訓練、2.3歳児保護者会 3月
お別れ遠足、お別れ会、卒園式、

新入園児オリエンテーション

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。

・身近な自然との関わなどり、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豊かな語彙をはぐくむ。

・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、主体性を育てていく。

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･取得する。

・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 ・健康で安全な生活をしていくための習慣を身につけられるように働きかけていく。
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オ 栄養管理

カ 安全管理

キ 食育計画

下記の目標を踏まえ、クラスの現状に即して詳細を立案する。

交通安全教育 職員による交通安全教室（実施時期未定）

非常災害時の避難訓練 月1回以上実施

引き渡し訓練の実施 9月の公立学校始業式の日に予定

安全点検 月1回の避難訓練日に実施

年 目標

0

歳

児

【健】食べ物に興味を持ち、好き嫌いなく、しっかり嚙んで完食できるようになる。

【人】安定した人間関係の中、楽しく食事ができる。

【命】お腹が空き、進んでミルクや離乳食を喜んで摂る。

【文】食事の前後には挨拶があるということを知る。

【料】いろいろな食べ物を見る、触る、嚙んで味わうなどの経験を通して自分で進んで食べようとする。

1

歳

児

【健】好き嫌いせずに何でも食べ、自ら意欲的に食事ができる。

【人】様々な人と楽しく食事ができる。　

【文】挨拶や手洗いなどを進んで行い、食事の準備中や食後など、静かに待てるようになる。

【命】調理の工程を見ることで、食材に興味をもつ。

【料】旬の野菜や魚などの美味しさを知る。

2

歳

児

【健】自分が苦手なものも進んで食べ、自分の体や健康に興味をもてるようになる。

【人】保育者を仲立ちとして友だちと共に食事を進め、一緒に食べる楽しさを味わう。

【文】食生活に必要な基本的な習慣や態度に関心を持つ。

【命】挨拶や手洗いなどを進んで行い、作ってくれた人への感謝の気持ちをもつ。

【料】バランスよく食べる大切さを知る。

3

歳

児

【健】多くの種類の食べ物や料理を味わう。　

【人】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。　

【文】食事を楽しみながら、マナーを身につける。

【命】栽培、飼育、食事などを通して、身近な存在に親しみを持ち全ての命を大切にする心を養う。

【料】身近な食材を使って、調理を楽しむ。

4

歳

児

【健】自分の体に必要な食品の種類や働きを知る。　　　　　

【人】様々な人との食事や対話を通して、愛情や信頼感を持つ。　

【文】行事に関心を持って関わり、食材に親しみを持つ。　　

【命】野菜の栽培を通し、生育の様子を知る。

【料】食材に触れたり、調理することで関心を持つ。

5

歳

児

【健】健康や安全など、食生活に必要な基本的な習慣や態度を身につける。　　

【人】食事を通じて、感謝の気持ちを育む。　

【文】季節の料理や郷土料理を味わい、郷土への関心を持つ。

【命】身近な自然に関わり、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】食事にふさわしい場を考え、ゆとりある落ち着いた食事をする。

ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

●個々のアレルギーの状況を指示書・検査結果表をもとに把握し、それに応じた代替食を提供する。

●家庭と連携をし、徐々に食べられる食品があれば、家庭での状況に準じて無理なく普通食へ移行できるよう援助していく。

●アレルギーの有無に関わらず、家庭で初めて口にする食材のときは、1品ずつ様子をよく見て進めるよう声掛けをしていく。ま

た、離乳食の進み具合に合わせ、アレルギーチェックを行ってもらう。

集団給食施設栄養報 年２回

献立作成上の留意点 島田保育園の栄養士による献立を基本に、園独自のの行事食やクッキング保育を取り

入れていく。

給食供給者としての

諸管理

職員: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。

食材管理：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する。
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（2）職員の処遇
ア 職員構成 イ 健康管理

ウ 各種会議

エ 研修計画

1．園内･法人内研修、個別研修(外部含む)、OJT の詳細

〔園内全体研修〕

・｢ C と A を強化するために｣(詳細後日)
・遊具製作(各クラスに分かれて前期に共同制作、後期に使用のされ方を踏まえての報告)

・リトミック園内研修 (2 名ひと組で毎月交代で担当する)

〔法人内研修〕

・初年度職員のみ :新人研修・上級救命講習(保育士・看護師)
・年 2 回の法人合同研修への参加と、事前・事後の園内学習。
・年 3 回の法人リトミック研修への参加(主催・他園に参加)。
・上記法人主催の研修以外の外部研修に対する、個人の研修計画に沿った参加を促す。

〔個別研修･外部研修〕※ 2022 年度より、研修内容の実践報告を義務づける。

〔OJT〕
・法人研修主任からの指導を受け、自己評価を行う。

・計画提出時の指導、反省点からの助言。

・日常の中で全体的に指導が必要と考えられる事項をまとめ、職員会で一斉指導。

職種 人数 職種 人数

園長 １ 看護師 2

主任 １ 調理員(栄養士) 3

副主任 １ 事務・用務員 1

保育士(常勤待遇) 7 嘱託医 2

保育士(非常勤) 6 調理・保育等補助 3

外部講師 2

項目 対象・概要 回数

職員健康診断 35歳未満の職員全員　

年1回生活習慣病健診 35歳以上の職員全員

乳がん･子宮頸がん検診 対象年の職員で希望する者

腸内細菌検査 調乳・調理担当者全員 月1回

会議名 回数 会議名 回数 会議名 回数

法人経営会議･園長MT 月1回 法人主任ＭＴ 年4回 ロングミーティング 月1回

法人内年齢別保育士MT 年3回 職員会議 月1回 クラスミーティング 週1回

看護師･事務法人内MT 月1回程度 指導職会議 週1回

法人内調理MT 隔月1回 リーダー会議 月1回

種別 要件 費用負担等 備考

承認

研修

本人の希望と園の承認によ

る研修

外部研修費は職員１人年度25,000円迄園が負

担。交通費、食事代の全額を園が負担。 研修が時間外・休日に当た

る場合研修手当支給。指名

研修

園として必要な研修に個人

を指名して参加させる研修

研修費、交通費、食事代の全額を園が負担。

自主

研修

各人が希望し、各人の費用

負担で受ける研修
支給対象外　



- 9 -

2．キャリアアップ研修対象者の進捗状況と予定

※○は今年度受講予定、△は可能であれば受講。

オ 福利厚生

・福祉医療機構退職共済制度加入

・大田区勤労者共済加入

・職員医療保険加入

・職員共済会よつば会(常勤職員加入)

カ 業務目標、業績評価システム、スケジュール等の概略

右の通り。それぞれの申告日までにシート類の記入を済ませておくこと。

当初申告 4月6日

ヒアリング 4/7～15

中間申告 ９月中旬

ヒアリング 9/27～10/4

最終申告 １月下旬

ヒアリング 1/26～2/2

受講対象者 乳児保育 幼児教育 障害児保育 食育･アレルギー 保健衛生･安全対策 保護者支援 マネジメント

笠島 △ △ 受講済 受講済 受講済 受講済

山本(淑) 受講済 ○ ○ 受講済 (受講済)

内田 受講済 ○ 受講済 受講済 (受講済)

松下 受講済 △ ○ ○

山本(明) 受講済

瀬尾 受講済 △ △
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4．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

園規則付属の別表の通り。

→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目指す。

（2）設備関係
ア 園舎・固定施設・園庭の点検(安全点検の項目に入れる。副主任を責任者とする)

月 1 回、避難訓練日に実施。園庭は年 2 回の消毒を専門業者（カワイ薬業）に依頼。
イ 要修理箇所の洗い出し、計画的修繕

→年１回の全館清掃･2 階ウレタンフローリング塗装を予定。

（3）備品関係 （特に 1 点 10 万円以上の物品・工事は、年度当初から可能な限り予定を立てる）
ア 備品購入予定

→前年度に引き続き、経年劣化による買い換え・修理が増加することを想定した予算配分

を行う。

イ 保育用品購入予定

絵本：新刊を中心に月毎に購入：年間 100,000 円程度
ウ 給食用品購入予定 （メンテナンス業者の報告結果による）

エ 固定資産物品購入予定

→ブロック塀ウレタン加工

（4）災害対策
ア 避難訓練

月 1 回
イ 防災設備の点検委託

右表の通り

ウ 非常食糧*の備蓄
（全児童数＋全職員数）

× 3 食×２日分
*飲料水、ビスケット、非常用ミルク（ほ乳瓶・加熱機能付き）、雑炊 非常用トイレ 300 回
分

エ その他の取り組み ｢園内避難態勢の充実｣をテーマに、実際に園に滞在する時間が長くな

ることを想定した災害用品の整備を行う

5．地域社会との連携(具体的に)
コロナウィルス感染症拡大防止対策により、園外と関わることが大きく制限されるため、園内での

受け入れ可能な内容を検討し、併せて、関連機関との情報交換を密にしてできる限りのないようで

実施する。

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

点検箇所 実施日 業務委託先

消防設備等点検 年2回(届出1回) セコムテクノサービス

防火対象物検査 年1回 セコムテクノサービス

防火設備定期検査 年1回 セコムテクノサービス

建築設備定期検査 年1回 セコムテクノサービス

学校１１０番設置・点検 年4回 電気通信共済会

エレベーター・ダムウェーダー点検 月１回定期点検 三菱電機ビルテクノ

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
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6．子育て支援活動への取り組み

7．全員出勤日の日程・体制等

名称 内容・備考

緊急一時保育 専用パンフレットを児童館等に置いてもらい、地域への周知を図る。

施設見学者にも呼びかける。体験保育・出産前体験

世代間交流

当面の間、高齢者や学童の出入りは制限する。再開は感染症の状況を

見て随時判断する
退所児童との交流

小中高生の育児体験受入

出前保育 児童館とタイアップして実行(実施の可否は未定)。

子育て支援講座 当面の間、外部者の一定時間以上の出入りは制限する。再開は感染症

の状況を見て随時判断する
育児サークル支援

保育拠点活動支援
年間予定表を常備し、受け入れ可能な日程を即日提示する。

感染症対策に関しては各種教育機関と連携を取る。

育児相談・

パートナー保育登録

ここ数年利用希望がないため、適宜受け入れする体制は維持するが、

今後に向けて事業を再検討する。

月日 午前の予定 11：30～12：00
12：00～13：

00
13：00～14：00 14:00～14：30 14:30～15:00 15:30～17:30 17:30～18:00

4/23 保護者会(新・わ・ひ）
クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修

月別指導事項・クラス間情報交換・園外保育について・経理説明

会

5/28 保護者会(つ・た）
クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修

月別指導事項・クラス間情報交換・土曜、早遅の環境について・

夏まつり実施計画　・プール遊び詳細確認

6/25
プール用品準備・月別指導事項、園庭会議・クラス間情

報交換・リトミック研修　他未定
昼食･休憩・退勤準備･移動等 法人合同研修

解散(希望あればその会

場で打ち合わせ等)

7/23 保育所運営委員会①
クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修 月別指導事項・クラス間情報交換・他未定

8/27 保護者会(ふ・わ・ひ）
クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修 月別指導事項・クラス間情報交換・他未定

9/24
保護者会(つ・た）・

プール用品撤去

クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修 月別指導事項・クラス間情報交換

10/8 運動会準備
クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 運動会最終確認・前期の反省と後期への課題・年間研修

10/22 保育所運営委員会②
クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修 月別指導事項・クラス間情報交換・発表会実施計画・経理説明会

11/26
月別指導事項、園庭会議・クラス間情報交換・リトミッ

ク研修他未定
昼食･休憩・退勤準備･移動等 法人合同研修(分科会)

解散(希望あればその会

場で打ち合わせ等)

12/17
(保育所運営委員会③)

保護者会(ふ・わ）

クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修 月別指導事項・クラス間情報交換・職員アンケート結果

1/21 保護者会(つ・た・ひ）
クラス打ち合わせ･

書類記入
昼食･休憩 年間研修 リトミック研修

月別指導事項・研修発表事前チェック・次年度体制内示・クラス

間情報交換

2/5 法人合同会議 年齢別MT打合 昼食･休憩 新人紹介・発表会打合せ・次年度事業計画討議・園庭会議

2/23 発表会・片付け 昼食･休憩 オリエンテーション確認・卒園行事確認・保護者資料確認

3/4 新入園児オリエンテーション 昼食･休憩 (リーダー会)・次年度方針・年間予定・今年度の反省と次年度への提案

3/25 卒園式 昼食･休憩 事務連絡･打ち合わせ 新年度準備


