
社会福祉法人島田福祉会 島田保育園 ２０２２年度 事業計画 

１．２０２１年度の重点目標  成果と足りなかったこと 

①新しい生活様式を理解し、先行き不透明な状況の中で、常に安定した運営を行うために、その時々の方針に関

する職員間の情報共有を密に行います。 

成 

果 

・コロナ禍の流れとして、昨年の情報を活用しながら、行事の開催方法を検討したことで、混乱なく実践できた。 
・緊急携帯を設置してのメール配信や災害ボードを活用して、保護者と職員は感染状況を迅速に共有するようにした。 
・区役所などの関係機関と連携を取り、感染者の対応方法や運営方法など確認し、職員間で情報共有することができた。 
・新しい生活様式を見据えた運営計画を立て、職員間での情報共有を徹底したり、感染に関する社会情勢の急激な変化に、園医
のアドバイスも受けつつ迅速に対応した。 

・全国、園内の感染症の動向を確認し、玩具、室内の消毒等、感染症対策を徹底し、職員、保護者に向けて手指消毒やマスクの 
着用をお願いした。また、職員のみならず、清掃・消毒を行う人員を増やし徹底したこともあり、現在までクラスターの発生
はしていない。 

・職員会議での看護師からの学びも含めて、新型コロナウィルス感染症対策を理解し、職員間で周知徹底をした。 
・会議（リーダー会、職員会議）等では、行政、法人から方針、動向を共有し、一人一人が理解できるようにした。また、会議 
 以外でもその都度新しい情報などは園務日誌などで伝えるようにした。 

課 

題 

 

・感染防止のため会議中止や開催方法の変更・時間短縮等により、情報共有が難しかった。 
・社会の状況を把握しつつ、情報の信憑性の確認とその共有をもっとできるとよかった。 
・新型コロナワクチンの 3 回目の接種は徐々に進んでいるが、今後の感染症の動向を引き続き確認しながら、消毒、感染症対策 
を継続していく必要がある。また、厚生労働省からの情報を把握し、職員や、保護者に向けて情報提供が必要。 

・迎え時間が重なる時、保護者を待たせることになる。用事があってイレギュラーに迎えが早い保護者を待たせることも発生 
 する。いつもより迎えの早い保護者への配慮、声掛けが必要だった。 
・園は周知しているが、感染に関しては個人情報保護の観点から共有する内容に限りがあるため、全体共有されていないと感じ
る職員もあり、共有についての認識の違いにより誤認する部分もあった。 

・情報の更新が多く、柔軟に変更して対応することが難しいこともあった。全体での学習が追い付かず、個人での情報収集が必
要になり共通認識が難しかった。 

②法人が今まで積み重ねてきた利点に基づく地域・家庭からの信頼をいっそう豊かな者に育てるために、さらな
る成長を目指して各園がより一層の運営向上を進めます 

 

成 

果 

・四階に他園の園だよりや法人だよりを置くことで、今現在取り組んでいることを知ることができた。 

・異動された職員から、その園での経験を踏まえた意見を取り入れた。 

・園毎の取り組み等を年齢別、部署別ＭＴ、法人研修等であらためて再確認し、情報交換を確実に行い、各園の特色や食育を取
り入れ、自園の向上に繋げることができた。 

・園内研修では「主体的保育とその実践」と言うテーマで取り組み、質の高い保育の充実を目指した。テーマに沿って 
レポートを提出し、保護者に向けて年に 2 度、掲示物を作成することができた。 

・園内研修の成果を保護者に伝えることで、子どもの様子を伝えるとともに、育児のヒントを提供することへも繋がった。 

課 

題 

・法人から出ている“法人だより”を各家庭にも配布するか、“ご自由にお取りください”にして配布することでより一層信頼
を得ることにつながる。 

・現在求められている保育を行っていくには、人的環境や物的環境の両者を整えていく必要がある。また、一人一人の保育力の
向上を図る必要もある。 

・園の構造上などにより、取り入れることが困難なこともあったが、他園の意見や取り組みを活かして今後もより良い方向に 

向かうよう検討していく。 

・感染については、個人情報保護の観点から、情報を公開するには限度がある。また、感染する可能性があるため、応援に行く
こともできないという状況を、各自が理解・自覚している必要がある。 

・コロナ感染防止のため、各園の交流ができなかった。 

・園内研修に関し、今後も「研修」ととらわれず、日々の保育に役立てることに取り組む事を課題とする 

③保育指針で求められた「子どもの主体性」を「育てる」ことの本質を理解し、幼児教育を行う者としての意識

を明確に持ち、質の高い保育の充実を目指します。 

成 

果 

・年間指導計画を基にしながら、子どもの姿や保育の様子に合わせた月の計画を立てた。 
・子どもの様子に合わせて、その都度環境の再構成を繰り返し行った。 
・感染拡大の中でも、ウェブで研修をして学んだ。 
・園内研修でも主体性を課題にし、園全体で環境設定の見直しや言葉掛けについて学びを深めることで意識が高まった。 
・保育者への理解を深めながら、年間計画に成長や発達過程を記し、見直すことが出来た。 
・保健指導や普段の関わりの中で子どもの主体性を意識して声かけや活動を行ったことで、子どもからの訴えが増えたと感じる。 
・園内研修で取り入れたことにより、日々の保育の中で常に“主体的な保育”を意識することができた。 
・各自が受け入れている研修などでも“主体的な保育”などのことが取りあげられていると思うので、考える機会は多かった。 
・園内研修委員会で各クラスの様子を共有することができた。 
・食育指導で子どもの興味や関心を持つような取り組みを行い、主体的に考え抜く力を引き出すことができた 
・園内研修でのテーマに取り上げられたこともあり、職員一人一人が常に意識して保育に取り組んだ。日常保育での取り組みを
写真や文字で掲示することで、客観的に見て振り返ることもできた 

課 

題 

・一人一人の主体性の捉えかた感じ方が違うので、統一するには難しいと感じた。 
・保育指針を理解し、質の高い保育を目指すには意見交換や情報の共有も大切である。 
・時々、意識が薄れてしまうこともあり、子どもの主体的な言葉を聞き逃してしまった事があった。今後も主体性を意識して 
関わっていく。 

・年齢に応じた“危険回避”と“主体性の尊重”との兼ね合いの難しさがあるので、より深く話し合えるとよい。 
・クラス単位での取り組みになりがち。縦のつながりを意識した取り組みが少し薄かったように思う。 
・保育指針を理解し、質の高い保育を目指すには、意見交換や情報の共有も大切である 
・子どもの思いや考えに寄り添い、主体的な考えや想像する力を育てる指導内容にする 
・子どもの主体性という部分で捉え方が職員によっては難しい部分もあった。 
・密になることが規制されている今、会議という形にとらわれず、「さっきの声かけいいね」「この会話、記録しておこう」等
日常の保育の中で、お互いの保育を認め合ったり、子どもの成長を確認しあったりすることもできるので、方法をいろいろ考
えていく必要がある。 

 



④2020 年度末の大森北六丁目保育園の運営終了により、法人内で大きな職員異動が行われることをプラスに 

捉え、2021 年度の運営に向けて互いの経験やスキルを認め合い、成長しあえるような人間を目指します。 

成 

果 

・担任同士でこまめに話し合いをすることで、情報共有ができた。 

・職員会議では、異動してきた職員の提案のもと新しい取り組みも増えた。 

・異動してくるまでは疑問に感じず行なってきたことでも質問が出た時に改めて考え直す機会となった。 

・職員間のコミュニケーションを大切にすることでお互いの経験やスキルを認め合うことができた。 

・異動者が異動先での仕事がスムーズにできるような環境を整え、経験やスキルを活かすことができた 

・職員異動があったことで、ＭＴ、会議等で意見交換でき、内容に広がりがみられた(あらたな考え方や他園での経験をもとに） 

課 

題 

・法人全体の一体感が大切と改めて感じた。 

・事務の手続き等、些細な違い程、わかっているだろうとの思い込みにとらわれず丁寧に確認する必要性を感じた。 

・来年度も新しい職員や異動の職員と協力できるように普段からコミュニケーションを図っていく。 

・今回の北六職員に限らず、また、異動、新規にかかわらず、入職した職員を認め、得意、不得意や一人一人の特性、状況を 

 受け入れて働き方を柔軟に考え、対応していけるような体制作りをしていく必要がある。（法人、園として） 

・職員間のコミュニケーションを大切にし、互いの知識やスキルを伸ばしていけるような環境にしていく。 

・園それぞれの運営に違いもあり、保育内容や業務全般で共有するのに時間がかかった。それぞれの園での経験やスキルを出し 

あい、高めて生けるようなシステム(人的・物的)が必要。 

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） 

 

成 

果 

・送迎時に保護者との情報交換や職員間での引継ぎをしっかり行うよう努めた。 
・コロナ渦であっても三回目の運営委員会は行い、直接意見を聞いたり回答したりすることができた。 
・保護者会がなかったので、保護者会の資料の中に日頃の子どもたちの様子を載せて配布した。 
・運営委員会のアンケートで、子どもの様子をウェブ上で見たいという意見が出た。ウェブでは出来なかったが、季節ごとの 
行事や遊びの様子などの写真を掲示した。 

・園内研修アンケートでいただいた意見に迅速、丁寧に対応した。 
・感染症対策に配慮した上で、保護者との交流の機会を設定した。 
・入園手続きの書類の受け渡し段階から、「利用者である」という認識で接するよう心掛けた。また、日ごろから園務日誌等で、 

保育の情報確認をこまめにするようにした。 
・第三者評価の結果、発熱やきょうだいの一人が体調不良の時の対応についてのご意見があった。理解を求めるために繰り返し 

説明を行った。 

・アンケートの結果を見て保護者の要望を知り、改善できた。また、アンケートのまとめは職員一人一人が目を通せるように 
なっていたので、保護者や職員の意見を知ることができた 

・感染症対策に配慮した上で、保護者の交流の機会を設定した 
・コロナ禍で保護者の意見を直接聞く機会が少なかったが、アンケートをとることで保護者の思いを知る機会となり、改善でき 
るところは会議等で共有することができた。 

・第三者評価のアンケートにて、良い評価をいただいた。 

 

課 

題 

 

・全保護者のアンケートを貰うことができなかった。 
・感染状況によって保護者との交流、情報交換の機会が少なくなることも予測されるので、状況を見ながら子どもの育ちに関す 
る共有を進めていく。 

・保護者によって考え方や感じ方が様々なので、職員同士、丁寧な確認・報告が必要だと感じた。 
・新年度から新入園児も入園してくるので、保護者とのコミュニケーションを大切にしつつ、集団生活を行う上で守ってほしい 

ことを適宜伝えていく。 

・感染状況によって保護者との交流、情報交換の機会が少なくなることも予測されるので、状況を見ながら子どもの育ちに関 
する共有を進めていく 

・保護者の意見を直接聞く機会が少なかった。文章では伝わらない部分も多いので、保護者の意見を直接聞いて話し合える機会
（保育所運営委員会）が必要である。 

・保育参観を行えるよう、方法を構築する。 

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、新たな地域活動の形を検討します。 

 

成 

果 

・クラスの散歩時に地域の方に、積極的に挨拶をした。また、公園では他園の園児や地域の方と遊び、交流できた。 
・見学したい人に関しては、時間制で一組ずつでの対応をしていった。また、園内に立ち入らない形での園見学も実施した。 
・コロナの流行に伴い、保育園でも全国的にクラスターが発生したことで、外部との活動は困難だった。 

・出前保育での離乳食講座は行えなかったが、資料として離乳食のしおりを作成し活用していただけるようにした。 
・園外の掲示板にも遊びの内容を掲示し、子育てのヒントにしてもらった。 

課 

題 

・他法人との連携や外部からの来園は、コロナ禍であるため難しい。 
・公園での子育て相談は、園児の安全から見て難しい。 
・子育て支援は資料配布という形で行なっていく。 
・子育て支援のあり方は、感染対策を踏まえつつ、園で取り組める範囲の内容を検討していく（戸外、チラシ、電話での子育て 
相談など） 

・今後も状況は変わらないことが予想されるため、園側からだけでも何か情報発信ができる方法を考えていく 

(ホームページの活用の仕方を考えるなど) 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑦第二次長期計画初年度として、全職員が新たな基本方針への理解を深めます。 

成 

果 

・コロナ感染に伴って、特別休暇を文章で出された。 
・社会情勢が変わっていく中で、法人の基本方針を実現していくために何をしていく必要があるのか、職員会議で理解を深めた。 
・定期的に職員会議などで読み合わせをしたことで振り返ることができ、それに沿って保健業務を行えた。 

・このようなアンケートの存在があることで考える機会が持てる 
・社会情勢が変わっていくなかで法人の基本方針を実現していくために何をしていく必要があるのか、職員会議で理解を深めた 
・基本方針を読み直し、再度確認することができた 
・行政や法人の方針、計画を踏まえつつ、会議等で話し合い、共有を図った 

課 

題 

・第二次長期計画の内容について、読み合わせを行うさらに理解につながった。 
・全職員が福祉会の計画に関心を持ち、周知を徹底するのは難しかった。 
・会議内容が厳選されるため、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。 
・今後も福祉会の計画に関心を持ち周知を徹底する。   

・今後予測されるであろう、天災や災害に対する様々な視点から考えられた防災訓練や対策が必要。 

 

２．２０２２年度の重点目標   

 

①「子どもの主体性を育てる」ことの本質を理解した上で、職員各自も子どもの育ちに関わる大人として自負心を持ち、「主体的

に学び・積極的に業務に取り組む」ことへの意識を明確に持ちます。 

「子どもの主体性」を育てるために必要な環境（設定・言葉かけ）を整えるという、保育に携わる大人の役割の重さを正しく認識

すると共に、自らが「主体性を持って成長していく」姿を示し、子どもの範となるべく勤務や学習に意欲的に取り組み、その成果

を子どもたちに還元できるよう全職員の意識向上を図ります。 

・子どもの主体性を育む保育と併行し、子どもの模範となるべく職員自らが主体的に学び、様々な業務や活動において積極的に 
関わるように努めます。 

・研修に積極的に取り組み、得た情報を職員間で共有し、日常の保育に活かします。 
・保健指導においても、食育指導においても、日ごろの保育と変わらず、子どもの考えを聞く、思いをくみ取る姿勢を保ち、子ど
もの興味関心から始まる活動を大切にし、子どもの主体的に考え、想像する力を育てる努力をします。 

・子どもが自ら興味や関心を持って様々な経験を重ねていけるような環境を整え、計画的に取り組みます。 
・前年度の園内研修での学びや課題を活かして、引き続き保育実践を行うとともに、それぞれの認識にズレが生じないよう、クラ

スミーティング・職員会議・各種担当者会議の議題に組み込んでいき、話し合いをします。 

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により、従前の運営を変更せざるを得なくなったことを 

 プラスに捉え、従来の運営の趣旨を確認し、現状の運営を今までよりも向上させるよう再構築します。 

「コロナのせいで○○できなくなった」ではなく、今まで漫然としてきた部分をリセット・再検討する機会と前向きに捉え、従来

の各部分に対して、「なぜそれをしていたのか」「続ける必要があるならば現状の中でどのような形にできるか」「現状にはそぐ

わないならば中止しても運営に支障はないか、または効率化できるか」等の観点で見直し、世界的な危機を運営向上の機会と位置

づけて議論を深めます。 

・行事や活動を見直し、３密を避けながら開催方法を検討していきます。 

・仕事を効率化、社会情勢の変化に適応する力を高めていきます。 
・小さな集団で行なうことは、個を大切にすることにつながったので、今後もその方向で構築していきます。 
・コロナ禍を２年経験し、良かった点を参考にし、悪かった点は改善をし、よりよい運営にしていきます。 

③年度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、その時々の方針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） 

「アフターコロナ」の全体像が明確でない（今後規制が解除されていくのか、新たなリスクが高まるのかも不明確）な中で新年度 

を迎えるため、昨年度に引き続き、社会の動向、行政の方針等、全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、状況の変化に対応した運営方針を、全職員が常に理解し、認識を共有できるよう、会議や MT 等の場での情報共有を 

一層徹底します。 

・短期に状況が変化することが多いため、公の機関配布された文章を読んで理解していくことが多かった。また、感染防止のため
会議の短縮を求められることに関しても、今年度も同じような状況と思われるので、園務日誌での確認を必ず行い、会議で理解
の確認していく形式で周知徹底を行います。 

・職員も主体的に行動できるよう、読んだら考えて、分からなかったら、こういうことで間違いないでしょうかと、質問するので
はなく自分の考えを述べるようにしていきます。そして、応用力を身につけます。 

・職員間だけでなく、保護者とも共有できるよう、個人情報保護を念頭においた上で、迅速な情報開示に努めます。 

・限られた時間内で、最も伝えたいことは何かを把握し、伝えたい内容を的確にわかりやすく伝えるかを考えて会議に臨みます。
(内容を端折るのではなくわかりやすくという意味) 

④各自が「今」取り組んでいる業務は運営のどの部分に関わるのかを明確に把握し、計画遂行までの流れに共通のイメージを持ち、

より長期的な見通しに立った運営を進めます 

各種計画の推進のため、軽減できるリスクは軽減し、計画の要素と不可分なリスクはそのリスクを組み込んで計画を進めるなどの

話し合いを深め、自分たちの業務が計画をベースにしているという意識を明確に持ち、職員が主体的に計画を推進できるよう、議

論を深めます。 

・決められたこと、決まっていることを行うだけに留まらず、常に学びと考察を織り交ぜながら取り組める雰囲気作りや意識 

改革を行っていきます。 

・業務の見直しを行い、職員同士が明確な共通した認識を持てるように話し合います。 
・各部署で各自が取り込めることを考え、積極的に業務に取り組む努力をします。 

・イメージだけでなく、スケジュールを作成するなどをして、漠然とした計画から見通しの持てる計画へと進めていきます。 



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)。 

北嶺町第二は第三者評価・利用者アンケートを受審し、他園は実情に応じた形式でアンケートを行います。全園とも日常的なコ 

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。 

・保護者向けに、運営委員会、園内研修のアンケートを行ったり、頂いた意見には迅速、丁寧に対応することを心がけ、直接 
 話したり、書面にして伝えたりするようにします。 
・アンケートの内容を踏まえ、改善が必要と思うところは改善を行っていきます 
・日頃から保護者とのコミュニケーションをとり、寄り添った対応を心掛けて、相談しやすい雰囲気づくりをします。 
・育児相談を受けた際には、他の保護者にも答えるべく、クラスだよりにも掲載していきます。 

⑥感染症拡大防止策と地域の子育て支援活動との両立を図り、新たな地域活動の形を検討します。（前年度継続） 

外部との接触が不可欠である地域活動を、感染症拡大防止策を取りつつ実施していくという困難な状況の中で、「法人独自の」「地 

域に根ざした」という観点で、オフラインでの近隣への働きかけを可能な限り実施します。また、園外での活動を推奨されている 

という現状に鑑み、園外実施可能な地域活動の内容を検討し、今年度中に具体的な活動計画を策定します。 

・戸外へ行った際は地域の人への挨拶を重要とします 
・コロナ禍でもできることとして、（公園等での）保育技術(読み聞かせ・手遊び・運動遊びなど)の公開、または遊びの紹介のチ
ラシ、日ごろ多い悩み相談・園での取り組みや遊びの提案・給食メニュー等のチラシを持ち歩き配布、また関係機関や病院への
チラシの配布等、できることから行います。 

・掲示板を活用し、園での取り組みや姿を地域に知らせていきます。 

・園庭のみ開放する日を作ります。（消毒のみこちらで行う） 

⑦長期計画策定時の見通しよりも長期化していく、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、２０２３年度からの長期計画（後半）に反映する準備を開始します。 

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、地域活動をはじめとして策定した計画内

容が実現できない部分が多くありました。実現できなかった内容が今後再開可能なのか、それとも実現できない可能性が高いのか

を判断し、当面実現不可能となる部分は、第三次長期計画に向けてどのような形に修正していくかを整理します。 

・社会の状況を把握し、情報の信憑性を確認し、計画内容を検討していきます。 

・実現可能な部分を模索し、実行に繋げます。 
・長期計画について、認識する場を作り、園全体での理解を深めます。 
・コロナ禍でできること、できないことが明確なので、職員ができることから一丸となって進めていきます。 

b 目標をどのようにして達成するのか〈年間計画） 

 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
①保育所保育指
針の基づく保
育の構築 

 各自研修参加→他職員へ還元                                     研修「外部講師による学習」 
   保育内容の検討                                    

②③運営向上に

努力するための

意識作り 

各種会議内容の充実                                                                        課題の整理 
計画的なOJT・機会指導 
 

④業務の見直し 運営・業務の見直しを、追考する中で行ない、改善していく→提案→改善→報告 

⑤利用者 

アンケート 

 

行事についての利用者アンケート・保育の見直し 
保育内容の見直し、行事の工夫                                                       職員間での討議・次年度運営に 
                保育所運営委員会の実施・要望の検討等 

⑥地域活動の充

実 

子育て支援計画をもとに地域活動を実施                                                              評価反省 
会議で内容の共有                                                                      来年度についての討議 

⑦第二次長期計

画の総括 

事業計画に基づく運営                                                           過去の総括・討議 
                                                                                

処遇改善 
 
 
 
 
 

ヒアリングにて個人の研修計画を作成・実践         中間ヒアリングにて確認・助言            年度末ヒアリングにて評価 
                                                                             次年度目標についての助言 
                  法人合同研修会参加・報告                      法人合同研修会参加・報告 
園内研修の実施                                                     園内研修のまとめ・発表 次年度に向けての討議  

ヒアリング 日常的な取り組み（声かけ・健康相談・環境整備・外部研修など）中間ヒアリング            年度末ヒアリング  
                                          職員アンケート検討 

 

３．施設運営 

(1)児童の処遇 

 ア クラス編成 

 

 

 

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 ４ １２ 園長１  

主任１ 副主任１ 

フリー５ 

非常勤保育士５(有資格者） 

看護師２ 給食５ 事務１ 

 

 

わかば 1歳 ３ １５ 

つぼみ 2歳 ４ ２０ 

たんぽぽ 3歳 ２ ２０ 

ひまわりB 4歳 ２ ２０ 

ひまわりA 5歳 ２ ２０ 

合計 １７ １０７ 



イ 月別保育予定日数 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 備考 

２５ ２３ ２６ ２５ ２６ ２４  

２９６ 

 

 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

２５ ２４ ２７ ２３ ２２ ２６ 

 

ウ 健康管理 

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  

 

歯科検診 全園児 年2回 6月・11月 

1歳児 月1回 身体計測 全園児 月1回 毎月 

全園児 年2回 5月・10月 蟯虫検査 全園児 年1回 6月 

 

 

エ 保育(各クラスの保育目標） 

クラス 年齢 年 間 目 標 

 

 

ふたば 

 

 

 

 

０歳児 

 

 

・安全で清潔な環境作りを進めながら「楽しく食べること」「機嫌良く過ごすこと」「安心して眠れる 

 こと」の生活リズムを作る 

・1 人ひとりの発達、発育に応じて離乳の完成、安定した歩行、言語の獲得を助ける 

・落ち着いた雰囲気の中で欲求を満たし、情緒の安定を図るとともに、保育者との信頼、愛着関係、 

 仲間関係の基礎を育てる 

 

 

わかば 

 

 

１歳児 

 

・自分で行おうとする気持ちを尊重し、保育者の援助を受けながら基本的生活習慣を身につけるように 

 する 

・保育者との信頼関係を築きながらことばのやりとりを楽しめるようにする 

・友だちとの関わりを多く取り入れ、元気で丈夫な身体を作る 

・自分からやりたいという気持ちや好奇心が芽生え、探究活動などの遊びを十分に楽しむ 

 

つぼみ 

 

 

２歳児 

 

・基本的生活習慣（食事、排泄、睡眠、着脱）を自分でしようとする意欲を育て、身につけていく 

・保育者との信頼関係を築き、自分の気持ちを受け止めてもらいながら安心して過ごす 

・遊びの中で身体を動かして運動能力を伸ばし、表現活動の楽しさを知る 

・日常生活に必要な言葉が分かるようになり、絵本を楽しんだり、保育者や友だちとの関わりを喜んだ 

りする 

 

 

たんぽぽ 

 

 

３歳児 

 

 

・基本的生活習慣が身につき、様々なことを自分からしようとする 

・経験したことや思ったことを自分なりの言葉や行動で表現し、身近な人と言葉でのやりとりを楽しむ 

・様々な生活経験から興味や関心が増え、十分に自己表現をする 

・友だちと一緒に遊ぶことを楽しみながら人との関わりを深めていく 

 

ひまわり
Ｂ 

 

４歳児 

・生活に必要な基本的な習慣を身につけ、自分で考えながら行動する 

・全身を動かして遊ぶ楽しさを味わいながら、身体や運動機能の発達を高める 

・自己が持つ物や社会や自然への興味、関心を深め、発見を楽しんだり感じた事、想像したことを 

 遊びや音楽、造形などの自由な方法で表現したりすることを楽しむ 

・人との関わりを通して自分の思いを言葉で表現するとともに、相手の気持ちにも気づき、思いやりの 

心を育てる 

ひまわり
Ａ 

５歳児 

・友だちと協力し合い、みんなで目的を達成していく喜びを味わいながら、思いやりの心を育てる 

・見通しを持って行動し、自分の意志や判断で生活を作り出す 

・最後までやり遂げる経験を積み重ねることで喜びや自信に繋げ、自己肯定感を育む 

給食 

・食と健康：栄養のバランスを考え、食生活の大切さを伝える 
      自分の健康に関心を持ち、必要な食品を好き嫌いなくおいしく食べる 
・食と人間関係：様々な人と一緒に食べる楽しさを知る 
        食事の話題を共有することで人とのかかわりを広げる 
・食と文化：人々が築き、継承してきた様々な食文化に出会う中で、食生活に必要な基本的習慣、態度を身につ 

けていく 
・命の育ちと食：栽培や食事を通して、身近な存在に親しみを持ち、すべての命を大切にする心を持つ 
・食と料理：旬の食材を使い、素材に関わり、調理することに関心を持つ 

保健 

・子どもの心身の健康状態が維持・増進できるように保育士・保護者と連携を取り援助する。 

・健康を阻害しているときは、早期に発見し、適切な対応をする。 

・保育中の事故・感染症の流行を防止し、安全で衛生的に生活できるように援助する。 

・子ども達自身が健康で安全な生活を意識して生活できるよう援助する。 

・職員が業務を円滑に行えるように身体的・精神面でのサポートをする。 

 

 

 



[主な行事予定] 

4月 
 

・子どもの日集会（幼児） ・誕生会（幼児） 
・保護者会（全クラス） 

10月 
 

・運動会 ・秋の健康診断 ・遠足（たんぽぽ）・誕生会（幼児） 
・交通安全教室（幼児）  ・個人面談・保育参観（つぼみ）  

5月 
 
 

・誕生会（幼児） 
・春の健康診断（全クラス） 

11月 
 
 

・個人面談・保育参観（ふたば・ひまわりB） 
・世代間交流（つぼみ） ・歯科検診（全クラス）  
・誕生会（幼児） ・遠足（ひまわり） ・魚の解体見学（幼児） 

6月 
 
 

・歯科検診（全クラス） ・誕生会（幼児） 
・歯科検診（全クラス） ・プール開き（幼児） 

12月 
 

 

・保護者会・生活発表会（ひＡ）  ・世代間交流（ひＡ） 
・もちつき体験（つぼみ以上） ・クリスマス会（全クラス）   
・誕生会（幼児） 

7月 
 

・七夕集会（幼児）   ・誕生会（幼児） 
・夏のお楽しみ会（全クラス）   

1月 
 

・お正月遊び（つぼみ以上）   ・誕生会（幼児）  
・個人面談・保育参観（ひＡ）  ・世代間交流（ひＢ） 
・保護者会＆生活発表会（ひＢ） ・保護者会（つ） 

8月 
 

・誕生会（幼児） ・キャンプごっこ（ひＡ） 
・夏休み教室（小学生） 
 

2月 
 

・節分（つぼみ以上）・誕生会（幼児）・新入園児オリエンテーション 
・保護者会＆生活発表会（たんぽぽ・ひまわりB）  
・世代間交流（たんぽぽ・ひまわりB） ・保護者会（ふたば・わかば） 

9月 
 

・引き取り訓練（全クラス）・誕生会（幼児） 
・個人面談・保育参観（わかば・たんぽぽ） 

3月 
 

・ひなまつり会（つぼみ以上）・お別れ遠足（ひＡ）  
・お別れ会（つぼみ以上） ・誕生会（幼児）  ・卒園式（ひＡ） 

 ・行事の中で異年齢の交流を意図的に行う。 
 ・行事については前もって担当で打ち合わせを行い、２週間前までに計画書を提出し、リーダー会、職員会議で報告する。 
  行事終了後は反省を提出し、リーダー会で報告を行い、次年度に活かせるようにする。 

オ 栄養管理 

集団給食施設栄養報告 年2回 

献立作成上の留意点 

・給与栄養目標量を満たすよう食品構成での基準を考慮する 

・栄養のバランスに配慮し、献立に変化を持たせる 

・季節の食品を献立に盛り込む 

・年齢、発達を意識し、咀嚼を促す料理を取り入れる 

・子どもの色に関する思考や体験が広がりかつ深まるような多様な料理の組み合わせに配
慮する。 

給食供給者としての 

       諸管理 

・衛生管理点検表 ・食品の加熱加工の記録簿 ・食品保管時の記録簿 ・検収の記録簿

・献立表 ・栄養出納表 ・給食日誌 ・検食簿 ・栄養管理状況報告書・食品納入書 

・食品材料発注書 ・喫食状況日報 ・給食だより  

カ 安全管理 

交通安全教室 10月に実施予定 

非常災害時の避難訓練 毎月1回に実施 

引き渡し訓練の実施 9月１日に実施 

安全点検 月1回の避難訓練時に実施 

 キ 食育計画 

  ・保育課程の食育の計画をもとに、クラス、担当で年間計画を立てる。 

   また、毎月の指導計画の中で年間計画を具体化し、実践、評価を行う。 

年齢 目標 

6ヶ月未満児 
・おなかがすき、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 

・おなかがすき、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、嚙んで味わう経験を通して自分ですすんで食べようとする。 

1歳3ヶ月から 
2歳未満児 

・おなかがすき、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すす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、健康な体と心を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養う。 
・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とろうとする。 
・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つける。 

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、作り出す力を養う。 
・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、マナーを身につける。 

命の育ちと食 
 
 
 

食を通じて、自らも含めたすべての命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、すべての命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、素材に関わり、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作りに自ら関わり、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。 



(2)職員の処遇 

 ア 環境構成                               イ 健康管理 

職種 人数 職種 人数  

 

 

 

 

 

 

項目 対象・概要 回数 

園長 １ 調理員 ４ 職員健康診断＊1 

または 

生活習慣病検診＊２ 

 

＊1 35歳未満の常勤職員全員 

(非常勤職員には健康診断書の提出 

を要請する） 

＊２ 35歳以上の常勤職員全員 

年1回 

 

 

主任 １ 看護師 ２ 

副主任 １ 事務 １ 

保育士 ２４ 嘱託医 ２ 

栄養士 １ 非常勤

保育士 

５ 

 

腸内細菌検査 

 

調乳・調理担当者全員 

主任  副主任  看護師 

月1回 

 

 

 ウ 職員会議 

法人経営会議 月１回 法人内看護師ＭＴ 月１回 リーダー会議 月１回 

園長ＭＴ 月１回 法人内調理ＭＴ 月１回 フロアーＭＴ 月１回 

主(副）任ＭＴ 年５回 法人内事務ＭＴ 月１回 担当・クラスＭＴ 月１回以上 

法人内保育士年齢別ＭＴ 年３回 職員会議 月１回   

    

エ 研修計画 

  (園内全体研修） 

   ・全職員で「学習・実践活動」に取り組む。 

    ２０２２年度の園内研修テーマ「リスクマネジメント」(詳細後日・責任者 髙橋・渡邊) 

   ・月１回の職員会議の中に、「学習・実践活動」の討議を計画的に取り入れる。 

   ・外部研修で学んだことを乳幼児ミーティングや職員会議の中で報告、討議する。 

      ・保育士はリトミックの園内研修を職員会議の前または後に行う。(責任者 渡邊） 

   ・各園交代で、法人全体に向けてのリトミック講習会を開催 

 

 （個別研修・外部研修） 

   ・外部研修には各自が３回以上参加する。 

      ・外部研修の参加形式は下表の通りとし、事前の申し出により勤務日を調整する。 

   ・指名研修は、必要な研修、経験年数などを考慮し、職員が平均的に参加できるようにする。 

   ・個人研修は業務目標の中で計画を立てる。 

      ・天野式リトミック研修会(各園実施)の参加については日程と体制に記入。 

種別 用件 費用負担等 備考 

承認研修 

 

 

本人の希望による研修 

 

 

研修費は保育士１人年度25000円 

他職種は10000円まで園が負担 

交通費、食事代(500円）の全額を園が負担 

研修が時間外、 

休日にあたる場合は

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(500円）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 

 

（ＯＪＴ） 

   ・法人ＯＪＴも含め、ＯＪＴ計画を職員の意見を取り入れて作成し、リーダー会等で提示する。 

   ・各クラス、給食など計画的に入り指導を行う。 

      ・ＯＪＴの報告内容を全職員で共有する。 

   ・若月研修主任によるＯＪＴ実施 

 

 オ 福利厚生 

   ・福祉医療機構退職共済制度加入     ・職員相互保険加入 

   ・大田区勤労共済加入                    ・入院見舞金制度加入 

   ・職員共済会「さくら会」(常勤職員加入） 

４．施設管理 

(1)事務関係 

ア 会計事務・管理事務 

会計責任者 園長 内部経理責任者 園長 

施設管理責任者  主任  防火管理者 主任 

出納責任者 事務員   



 イ 児童処遇事務(保育、給食、健康管理） 

児童処遇責任者 主任 衛生管理責任者 看護師 

食品衛生責任者 栄養士 食育推進責任者 栄養士 

(2)設備関係 

  ア 園舎・園庭の点検 

  ・安全点検の項目に入れ、安全点検時や使用前に必ず点検をする。 
・消防点検・・・・・・年に２回セコムに依頼 

・エレベーター点検・月１回依頼し、点検 

・冷暖房点検・・・・・・使用開始時前に１回 

・換気扇・エアコン・・・冷暖房点検時に清掃依頼 

・園庭などの整備を計画的に行う。 

  ・防火管理者を責任者とする。 
  イ 要修理箇所の洗い出し、計画的修繕 
  ・園内階段手すりペンキ塗装、非常階段ペンキ塗装、各クラスの扉の交換の検討 
    ・保育室床補修、 
 (3)備品関係 
  ア 備品購入予定   ＰＣ 
    イ 保育用品購入予定      棚・柵等 
    ウ 給食用品購入予定   保管庫                          
  エ 固定資産物品購入予定 保管庫 
 (4)災害対策 
  ア 避難訓練・消火訓練 
    非常災害対策訓練年間計画表に基づき年 12 回実施する。 
    9 月に引き取り、引き渡し訓練を行う。 

イ 防災設備の点検委託  

点検箇所 実施日 業務委託先 点検箇所 実施日 業務委託先 

消防設備点検等 
 

年2回 
(届け出1回） 

ｾｺﾑﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 
 

冷暖房点検 
   (空調関係） 

年2回 
 

フォースクリーン社 

建築設備定期点検 年1回 栄和設計 エレベーター点検 月1回 日本オーチス 

自動ドア点検 月1回 フルテック    

学校110番点検  年4回 電気通信共済会    

 ウ 非常食料の備蓄 
    (全児童数＋全職員数）×3 食×3 日分     

   ※収納場所 保育園４F 押し入れ  駐輪場倉庫  3階通路 
５．地域社会との連携（コロナ感染症対策を踏まえつつ地域と相談しながら可能な範囲、方法で行っていく） 
 ●保護者が要望する地域の情報を利用しやすい形で提供する。(園のしおりなど） 
 ●子どもが職員以外と交流できる機会を確保する。 
 ①園の掲示板、ポスターの掲示、ちらし等の配布により、園の様子を知らせたり行事への参加を呼びかけたりする。 
  ②日常的な声かけやあいさつは欠かさない。 
 ③地域の町会、老人いこいの家、ディサービス施設、商店会、民生・児童委員などとの交流を深める。 
  ④職員や園児が地域を知るために、地域見学(消防署、地域の商店など）を積極的に行う。 
 ⑤児童館、町会や地域の行事の情報提示を保護者に行う。 
 ⑥行事などの交流、学校参観、情報交換会、体験学習などの開催を設定し、小学校との連携を強める。 
 ⑦中高生などの保育体験、地域からのボランティア受け入れを積極的に呼びかける。 
  （鈴ヶ森中、大森第 2 中、貝塚中、大田区および東京都社会福祉協議会との連携） 
 ⑧法人のホームページに園の紹介をする。 
 ⑨年３回程度、地域の子育て家庭を対象に「子育て支援講座」を開催し、子育て教育相談も常時受け付ける。 
  ⑩地域で活動している｢子育てサークル」への育成支援をする。 
 ⑪子育てのノウハウを地域に積極的に提供していく。 

緊急一時保育、体験保育、子育て・教育相談、出前保育、子育て支援講座、子育てサークル活動、出産を迎える親の体験学習 

６．子育て支援活動への取り組み 

   （大田区独自の地域活動計画が未定なため，詳細については大田区の方針によって調整する） 

 課題 予定回数 主な内容  

緊急一時保育 延べ20人程度 緊急に保育を必要とする子どもの保育を行う。 

体験保育 延べ10人程度 保育園での保育を体験してもらう。 
育児、入園相談などを受ける。 
（掲示板への掲示や専用パンフレットの配布。施設見学時や行事に参加した方 
 などにも呼びかける。） 

出産を迎える親の体
験保育 

延べ12人程度 
 

世代間交流 年10回程度 園行事への参加、地域の高齢者施設との交流 

退所児童との交流 年６回程度 園行事への参加、入所児童との交流・夏休み教室 

小中校生の育児体験 延べ10日以上 小学生、中学生の体験学習を受け入れる。 

保育拠点活動支援 年６人以上 教育機関と連携し、保育実習生を受け入れる。 

育児・教育相談 年20件程度 来園、電話、FAX、メールなどで受け付ける。 

出前保育 
 

年３回程度 
 
児童館にて地域の保護者、子どもたちに保育内容を紹介したり、育児相談を 
受けたりする。 

子育て支援講座 
年２回程度 

子育てに役立つ内容を企画し開催する。 
育児相談も受ける。 

子育てサークル支援 年５回程度 自園の子育てサークルを運営、企画して支援する。 

 



７．職員会議   

日程 
９：００～ 

１０：００ 

１０：００～ 

１１：００ 

１１：００～ 

１２：００ 

１３：００～ 

１３：３０ 

１３：３０～ 

職員会議・ミーティング 他 

4/23 
(土) 

保護者会 各種委員会 フロアＭＴ リトミック研修 

書式について(各種計画書) 
園内研修・勤務マニュアル 
経理の報告・ケース会議 
リスクマネジメント 
委員会・各種会議の報告 他 

5/28 
(土) 

・各種委員会 
・保育所運営委員会 

園内研修 フロアＭＴ リトミック研修 
各種委員会・マニュアル 
ケース会議・リスクマネジメント 
委員会・各種会議の報告 他 

6/25 
（土） 

各種委員会 

職員会議 

（マニュアル 

・ケース会議 

・リスクマネジメン

ト委員会 他） 

フロアＭＴ リトミック研修 法人合同研修会 

7/23 
（土） 

各種委員会 園内研修 フロアＭＴ リトミック研修 
マニュアル・ケース会議 
リスクマネジメント委員会 
各種会議の報告  他 

8/27 
（土） 

各種委員会 園内研修 フロアＭＴ リトミック研修 
マニュアル・ケース会議 
リスクマネジメント委員会 
各種会議の報告  他 

9/24 
（土） 

・各種委員会 
・保育所運営委員会 

園内研修 フロアＭＴ リトミック研修 
マニュアル・ケース会議 
リスクマネジメント委員会 
各種会議の報告・中間総括  他 

10/22 
（土） 

各種委員会 園内研修 フロアＭＴ リトミック研修 
マニュアル・ケース会議 
リスクマネジメント委員会 
各種会議の報告  他 

11/26 
（土） 

各種委員会 

職員会議 

（マニュアル 

・ケース会議 

・リスクマネジメン

ト委員会 他） 

フロアＭＴ リトミック研修 法人合同研修会 

12/17 
（土） 

・保護者会 
・生活発表会 
・保育所運営委員会 

各種委員会 フロアＭＴ リトミック研修 
園内研修・マニュアル・ケース会議 
リスクマネジメント委員会 
各種会議の報告  他 

1/21 
（土） 

 保護者会 各種委員会 フロアＭＴ リトミック研修 
園内研修・マニュアル・ケース会議 
リスクマネジメント委員会 
各種会議の報告  他 

2/5 
（日） 

４園合同職員会議 
各園職員会議 １３：３０～  
・来年度事業計画と人事・クラス担当別ミーティング  他 

2/12 
（土） 

保護者会・生活発表会 
（つぼみ組・たんぽぽ組） 

 

2/18 
（土） 

新入園児オリエンテーション  

3/4 
（土） 

 各種委員会 職員会議 フロアＭＴ  
来年度の具体計画・体制決定 
クラス・担当別ミーティング 

3/25 
（土） 

卒園式 新年度移行準備 

 


