
 

令和 2 年度 社会福祉法人慈光明徳会 事業報告 

 

 ≪法人本部≫ 

法人初の統括園長を立て、荒川区日暮里に事務所を構え、法人事業拡大・採用・職員育成 

各事業所へのマネージメント機能を発出させ、法人全体のマネージメント環境を整えるこ

とができた 1年であった。そうした中、様々な失敗から人・組織の在り方を学ぶことも多く 

大幅な就業規則改訂も行うこととなった。組織に起こる問題の原因は、すべて「人」に起因

する。大きなジレンマを抱えながらも皆が幸せに働くことのできる環境を模索・追求してい

くしかない。 

新型ウイルス感染症が終息を見ない中、ZOOMを活用した会議・研修をいち早く取り入

れ活用することができ、移動費・講演会参加費の大幅削減につながった。 

 

事業拡大：土地・賃貸物件を探すも各区の認可保育所整備の条件に合うものと出会えず、か

ら振りに終わった。次年度も引き続き対応していく。 

 

採  用：相も変わらず厳しい状況にあった。人材紹介会社からの採用は高額であり、法人

の財務に大きく影響を及ぼすため極力避けつつも致し方ない状況にもあった。ハローワー

クはもちろんのこと人材派遣会社に派遣職員を依頼する手立てを取りながら職員確保に努

めた。離職を防ぐ組織運営が求められる。 

さらに、補助金がらみの焦りの中で採用した者からの東京労働局がらみの大きなトラブ

ルが 2 件発生した。履歴書の見方を区から指導される始末であった。慌てずに採用するこ

と。特に年齢・経験が高い保育士採用に関して気を付ける必要があることを学んだ。経験が

あるからという従来の考え方は、若い保育士が多い職場、ICT 化の進んだ職場には、もはや

通用しない。小さな火種を感知し、くすぶりだす前に気付き、消さなければならない。双方

が感情で動き出すとすぐに燃え上がり、収まりがつかなくなる。園長の賢明な采配は必須で

ある。 

 

職員育成：統括園長によりスーパーブレイントレーニング研修を全職員対象に行った。この

研修を自らのスキルとして自身の生き方に行動変容を起こせた職員が少数であっても居た

ら法人にとっては成果である。法人理念：すべての人の幸せを願って最善の利益を追求しま

す。「幸せになる方法」そのものの方法論を伝授したのであるから。 

保育士という職業は「学ぶ」ことへのモチベーションは保育実践以外には持てないようで

あり、育成という観点からは、非常に難しい業種であることも分かってきた。現場の職員が

日々楽しく明るく子供たちと過ごせるための育成を模索していく。 

 



職員育成がらみで、年度末に SAKURA 保育園谷在家の給食を「業務委託」にするという

決断をした。開園当初から給食室内での人間関係のトラブルが絶えず、その解決に園長はじ

め幹部職員が大きな時間を割くという事態になり、狭い空間でトラブルが起きないよう舵

を切った。SＡＫＵＲＡ保育園千川でも同じようなことが起きており、トラブル＝業務委託

に移行するとの宣言を行った。 

 

就業規則改訂：様々な労働問題が起きる中で、服務規律・懲戒に関する項目の解釈があいま

いであるところが多かったため、服務規律規程を新たに設置し、就業規則の懲戒に関しても

微々際際にわたって改訂した。年度末に新年度早々に各園、読み合わせを行うよう指示した。 

 

園長会開催：ZOOMを活用した週 1 回の園長会議が始まり継続している。お互いの顔を見

ながら各園の情報交換・共有をする場となり法人全体が見える環境となっている。 

 

園長研修・リーダー研修：園はトップ次第という考えのもとに令和 2 年度は園の要である

園長と主任を対象に園長研修・リーダー研修を年 3 回ずつ実施した。常に園はトップ次 

第・園長は決断する人というメッセージを受け続ける 1 年となった。今後期待する。 

主任によるリーダー研修はトップが「頭」なら主任は「首」ということを徹底され、自覚

を促す機会となった。期待したい。 

 

新型コロナ感染症緊急事態宣言下の保育園 

4 月から５月下旬まで約 2 か月間に及んだ緊急事態宣言で学校の休校措置にともない保

育園も休園措置が取られた。どうしても登園やむを得ない数名の園児を預かり続けた

SAKURA 保育園の各施設であった。職員は自宅にて各園独自の課題と向き合い、出勤した

職員は、年間を見通した保育行事等々の準備期間となった。異例の事態であった。その後は、

感染者数が増えようが自粛要請も出ることなく通常の保育が展開された。 

 

≪小規模保育事業≫ 

 

年間通して３園ともに定員に満たない 1 年であった。この現象は今後続くものと思われ

る。 

小規模連絡協議会にて足立区区役所へ小規模保育事業所の実態報告と今後の運営への危機

感への対応を訴え、足立区小規模保育所 0 歳児減算措置でかろうじて救われている現状が

ある。 

 SAKURA保育園谷在家の開園に伴い職員の異動もあったなか、SAKURA保育園 西新井

は、年度末、園長・主任を筆頭に 4名が退職に及んだ。園長育成ができない結果であった。 

 



≪SAKURA保育園千川≫ 

副園長を園長に昇格し、スタートを切ったが、一部の職員と折り合いが悪かったようで

あり、6 月には年度末園長退職意向の話がでた。法人としては、園長が心身ともに体調を

崩していた経緯も把握していたため退職希望を受け入れた。新年度開始早々、先の展望が

見えない年となってしまった。年度末の 3月に新園長を決定するまで各部署で職員をめぐ

る問題が立て続けに起きた千川であった。職員採用を年間通して行ってきたが、焦りの中

で、雇用した高齢の 2名の採用に失敗し、若い保育士達を混乱の中に落とし込んでしまっ

た。そのような中で、例年通りの運動会・発表会・卒園式と行い、保護者に喜んでいただ

けたことは、現場の先生方のおかげであった。 

正規職員の採用に至らず、派遣職員が多いことの課題を抱えたまま、年度末を迎えた。 

次年度に期待したい。 

 

≪SAKURA保育園谷在家≫ 

新型コロナウイルス感染症対策である緊急事態宣言が発令される中での初年度となった。 

まずは、良いスタートを切れた。給食室は、人間関係のもつれで当初からごたついていたた

め 2021 年度は業務委託に移行した。 

もう 1 件、年度末に、人間関係のトラブルでパートの男性職員（60 歳前）が東京労働局

へ相談するという事態を招いたが解決金で解決することができ安堵した。 

毎月新入園児が増え、100 名定員もすぐに埋まりそうな勢いである。 

カリキュラムの定着に力を入れていきたい 2021 年度である。 

SAKURA 保育園では初の産休取得職員を生むこともできた。 

 

≪幼保連携型認定こども園 慈光こども園≫ 

 園児数の減で運営が厳しくなっていく中、町からの補助事業の委託により、地域の子育て

支援はもちろんのこと、雇用が生まれたことも地域貢献になった。 

経理事務は煩雑になったが、特に週 5 日開催の子育て支援事業のサークル活動により、

園全体として活気が見られ、サークル参加者の中から入園にもつながった 1 年であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 2 年度 幼保連携型認定こども園 慈光こども園 事業報告 

 

≪幼保連携型認定こども園 慈光こども園≫ 

 地域子育て支援拠点事業・一時預かり事業（一般型・幼稚園型）・病児保育事業を湯前町

からの委託事業として新規で開始することができた。 

放課後児童健全育成事業 2 支援、延長保育事業・地域活動事業と多岐にわたる補助事業に

より、まさしく地域の子育て支援の拠点となったこども園である。 

補助事業に伴い、雇用が生まれ、採用には苦労した。保育士資格を所有する人材を集め

ることができず、無資格者が園の職員の半数になったことは口惜しい。しかし、これもあ

る意味チャンスであり保育界とは違う業界を経験してきた人材は、井の中の蛙状態の保育

士とは違いダイバーシティを経験してきた分、経験・人脈を生かした支援を展開してく

れ、逆に良かったと思えるようになった。 

園児数は減るばかりで、年度末に利用定員の減を行った。予想を超える出生数の減少に

より、町にある 2園が共に、近い将来運営できない状態になる前に手を打ってほしいとの

話し合いはしたが、「時間がかかる」との回答のみであった。法人からは何も言わないこ

ととすることを決めた年度でもあった。民間では、即時動くスピードが求められる今、

遅々として動こうとしない行政には失望した。 

新型コロナウイルス感染症に振り回されながら先の見えない 1 年間を保護者会の理解の

もと、過ごした。例年行っている保護者参加の行事は特に見直しを行った。 

入園式・夏祭り・敬老行事・運動会・卒園旅行・発表会・卒園式に関しては、縮小・中止と

いう形をとらざるを得なかったが、縮小行事は、むしろ保護者から好評であり安堵した。行

事の見直しを次年度へも繋げていく。 

この恩恵を受けたのが子どもたちの成長・発達であった。行事のために中断される日常が

無くなったことで、日々充実した教育・保育環境を維持していけたことは大きく、例年にな

く落ち着いた園生活が保障できた。数十年にわたり繰り返されて来た行事の在り方を見直

していくきっかけとなった。第一義は子供の成長・発達の保障である。保護者や地域を喜ば

すための行事を行ってきたのではなかったかと反省・評価できた。 

 

職員育成・採用 

ICT化がほぼ 100％遂行されている教育・保育現場の書類である。そうした現場に PCに

触れた経験がない職員を採用するということで職員間で仕事内容・量のバランスが崩れて

しまう経験をした。保育経験はあっても事務作業が全くできないという事態である。

SAKURA 保育園でも起きたことではあるが年齢が高い職員は時代についていこうとしない

限り仕事を失う時代になるだろう。法人としても採用の必須条件として PC（最低でもワー

ド）が使えることを明示した。 

 



園児数の推移 

子育て支援事業を通して他町村からの入園が増えている。教育に熱心な家庭から幼稚園機

能（教育）を求めた入園が多くなり令和 3年度へ向けて年度内に申しこみが相次ぎ 

新入園児 8 名という久々の快挙となった。     ３・４・５歳児上段 1 号認定 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

0 歳児 5 5 6 6 7 9 9 9 10 11 11 11 

1 歳児 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 歳児 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

3 歳児 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

4 歳児 
４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 歳児 
５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

計 68 68 69 69 70 72 72 72 73 74 74 74 

町村別園児数 令和 3年 3 月 31 日現在 

 湯前町 多良木町 あさぎり町 錦町 相良村 水上村 人吉市  

0 歳児 ５ 1 2  1 1 1  11 

1 歳児 4  1   1  ６ 

2 歳児 9  2 1 2 1  15 

3 歳児 6 3 3    １ 13 

4 歳児 4 2 1   4  11 

5 歳児 15 1 1 1    18 

計 43 7 10 3 3 7 1 74 

 

各種補助事業実績報告：別紙参照 

 

１ 地域子育て支援拠点事業 

２ 病児保育事業（体調不良児対応型） 

３ 一時預かり事業  幼稚園型・一般型 

４ 延長保育事業 

５ 地域活動事業 

６ 保育補助者強化事業 

７ 施設強化事業 

８ 放課後児童健全育成事業 



社会福祉法人慈光明徳会 ＳＡＫＵＲＡ保育園 竹の塚 

令和２年度 事業報告 

 

【総 括】 

今年度より牛島園長に代わり竹の塚園長（鈴木）となりました。初年度は全体の流れや職

員の様子を客観的にみるよう務めるとともに、職員の働きやすい環境作りを考案しました。 

前年度から続くコロナ禍による国の緊急事態宣言を受け４月 9 日から臨時休園となり医

療従事者、保育士の子どもの２名を受け入れた保育を行いました。職員は２名体制でシフト

を組み、自宅待機の職員には課題によるレポートの提出、製作、自己発展のための取り組み

等、自宅でできることを行うよう話し合いを持ちました。取り組みの様子はレポートで提出

してもらい取り組み方の個人差を把握しています。職員育成に役立てたいとおもいます。 

5 月には職員の異動もあり新たに新年度が始まりました。職員配置においては、妊娠によ

る時短勤務・体調不良による急な退職と一時的に不安定な状態となり、結果、職員の時間外

勤務が多く負担をかけてしまったことが反省点として残ります。安定した職員数の確保の

ためにはどうしたらよいのか職員一人ひとりの話を聴いて改善策を考えるべく始めていま

す。 

9 月の足立区監査では特に大きな改善指摘もなく、助言いただいた所は即座に職員と共有

し改善出来ました。 

行事や季節の遊び（プール等）にも規制が入り中止や縮小した部分もありますがその都度

職員同志で話し合えたこと職員の前向きな意見を聞くことができ心強さを感じました。 

保護者には送迎の際に困りごとなどをさりげなく伺い、傾聴・助言することで安心してい

ただき、次年度へと繋がるように保護者支援を行いました。 

令和３年度もコロナ禍の影響は続きますが、「ピンチはチャンス」の精神で職員一同力を

合わせて乗り切りたいと思います。 

 

大項目である 

１ 職員の安心・安全 

  現場の声を聴きながら、整理整頓・環境整備を徹底的に行いました。清潔で働きやす

い職場になったと自負しております。  

 

２ 子供の最善の利益の追求と保障・保護者の子育てと仕事の両立支援  

   誠意ある現場職員の働きにより、充実していました。 

 



３ 職員育成（キャリアアップ研修含む 園内研修） 

  足立区や日本保育協会の研修など、コロナにより中止になることも多かったですが、

出来る限り積極的に参加しました。 

（１）児童の処遇 

ア：園児数 

  ２歳児は引っ越しや認可園への転園などで変動があり、３名のまま定員が充足するこ

とは無かった。1 歳児は６名定員で充足できた。0歳児は 3 名からのスタート、10月に

は 3名が入園し充足できた。 

 

イ：保育日数 

予定通り２９４日の実施  

 

 ウ：健康管理 

   感染症に関しては、世界的にコロナウィルスが流行。園でも手洗い・除菌を徹底し、

コロナは０名、インフルエンザは０名のみ、感染性胃腸炎は０名に抑えることができ

た。 

   来年度も手洗い・除菌を徹底し、子どもの様子を良く観察し、感染症の流行をくいと

めていきたい。 

   ケガに関しては、大きな怪我で園から病院に行くこともなく、健康に過ごすことがで

きた。 

 

 エ：教育・保育の方針 

一人一人に寄り添い、その子らしさを大切にした保育を行い、保育士との愛着形成や

基本的生活習慣の自立を目標にした保育を行った。 

   

オ：各クラスの教育・保育目標 

   ０歳児クラスに関しては定員が充足するのが秋までかかったため、月齢差に考慮し

ながら担任は一人ひとりと応答的にかかわり、愛着関係を結ぶことができていた。 

１，2 歳児は戸外遊びを多く取り入れて、活発に遊ぶことで身体の発達を促した。 

身辺自立については個人指導計画に目標を掲げ一人一人に合った援助をすることで

発達を促すことができた。 

 

 カ：行事   

コロナ禍の影響ですべての行事は縮小し、保護者参加ができなくなったが、職員で話

し合い子どもたちだけで楽しめるよう工夫して行った。3 月のお別れ会には 2歳児３



名の保護者を招待し短時間だが楽しむことができ保護者の方にも喜んでいただけた。 

 

キ：食事・給食 

  給食の前に絵本やお話をして、食べ物への興味を持つことができた。嫌いなものがあ

っても無理強いせず、楽しい雰囲気を保つことを心がけた。結果、苦手な食べ物１口

ずつ挑戦することができていた。 

衛生管理に関しても日々徹底して行うことで問題は生じなかった。 

ク：安全管理 

   各種訓練に関しては、練習を感じさせない真剣な取り組みを職員が求めたことで、子

ども達も毎回真剣に取り組んだ。安全に関しては、足立区からの指導もあり、ヒヤリ

ハットを確認し危ないものはなるべく排除し、角には保護テープを貼るなどの対処

をした。    玄関が高くなっているので注意が必要である。  

 

（２）職員の処遇 

ア：職員構成 

   令和 2年度、園長も代わり４月から新しい社員が１名入職、5月に谷在家園より１名

の異動（入れ替え）があったが、病気や妊娠で年度中に退職。１１月には施設長が保

育に入った。12 月に谷在家園より看護師が異動、１月に新規採用 1 名が入職できた。

不安定な職員配置にも協力して乗り越えることが出来た。  

 

イ：健康管理 

健康診断年 1回   細菌検査月１回 

健康チェック表を作成し、出退勤の健康チェックを行った。 

 

ウ：職員会議 

   月に１度全体会議をすることで情報を共有し、各クラスの課題を園全体で取り組ん

だ。 

   学年会魏・各行事の会議を行い役割分担をしっかりと話し合えた。 

 

エ：研修 

   コロナ禍で中止や延期になることが多かった。可能な限り申し込み、リモートでの研

修にも積極的に参加した。学んだ事を研修報告会で発表し職員全体で共有すること

ができた。 

   職員は SBT 研修に喜んで参加していた。結果については参考として職員の育成に役

立てていきたい。  



オ：退職制度・福利厚生 

   福祉医療機構退職共済 

   ソウエルクラブ 

 

（３） その他の事業  

①一時預かり事業 

 2歳児クラスが 3 名の為、一時預かりを受け入れた。保護者自身が子どもの行動について

悩んでいる様子があり、月に２，３回の預かりとなった。その後発達支援センターに母親は

相談、通所することになる。保護者支援というところで地域に貢献できたと思う。 

 

②障害児保育 

療育手帳の子どもはいなかった。 

発達支援が必要と思われる園児は何名かいて、加配が必要な時も多く、保育士補助が重

要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAKURA 保育園 綾瀬 事業報告書 

令和２年度 

 

総括 

 理事長、統括園長、支部、各園の園長と週一回のリモート会議を行い、報告、相談がしや

すい環境の中、情報を共有し、子どもの最善の利益を保障、子育てと仕事の両立支援に徹す

ることができた。 

 緊急事態宣言に伴う区内保育所の臨時休園により 4/9（木）～5/31（日）まで緊急特別保

育の実施で 1 名の保育を行った。保育以外の職員はスキルアップに繋げていけるよう各自

計画を立て自宅で取り組んだ。それに対して園長面接で内容を報告、他の職員に周知し保育

に役立てた。 

 コロナウイルス感染拡大予防のため保護者参加の行事は中止としたが、職員と子どもと

で楽しめるよう計画し楽しく進めることができた。保護者にはブログ、写真、口答で活動の

様子を詳しく伝えることで喜んでもらえた。 

 常に職員同士が話し合い積極的な保育に取り組める環境を作ることにより様々な工夫が

見られ、保育士、栄養士が協力し、一つのものを作り上げることで、子ども、保護者の喜ぶ

姿を見ることができた。ITC 化への取り組みも定着してきた。また、SBT 研修を受けるこ

とにより職員が目標を自覚しそれに向かって取り組むようになった。 

 今年度は、近隣との関わりが少なく残念だったが、あいさつは積極的に行った。 

3 月のお別れの会では保護者の気持ちを思い、会の様子を DVDにし伝えることにした。保

護者からはたくさんの嬉しいお言葉を頂いた。 

 引き続き感染予防を徹底し、子どもの心を育てる保育を行っていく。 

 

１施設運営 

（１）児童の処遇 

ア 園児数   

 4月 1５名でスタート 

・9月 16名 ・10 月 1名入園、1 名退園、16 名  

・11 月 17 名 ・12 月 18 名 

イ 保育日数  ２９３日 

ウ 健康管理   

一人一人の発育、発達を把握し、考慮した「ほけんだより」や「特集号」でその時期 

に応じた情報、アドバイスを掲載し、新型コロナウイルス感染症等のニュースはその 



都度、玄関の掲示板でお知らせし保護者にも意識していただき、園と家庭の連携の元、 

健康管理に努めてもらえた。 

事故に関しては子どもの特性からみた安全管理、危機管理能力を更に身につけ、危険個所 

の把握、対策を改めて職員全体で確認したことにより大きな事故なく過ごせた。 

 

エ 保育方針  

年齢・発育発達を理解し、個々に応じた働きかけ、助言・援助を行った。 

自我の芽生えを大切にしながらメリハリのある保育を心掛けた。    

子どもの感情・感覚を発見できる職員の感性を磨く努力と、できるだけ体験させて積み 

重ねた物が学びとなるよう意識した。又、挨拶を意識して丁寧に元気に相手に伝わるよ 

う実践した。 

 

オ 各組の目標 

0 歳児に関してはゆったりした環境の中で、手遊び、歌、赤ちゃんマッサージ、這い這い 

で坂のぼり、渡り等の身体的遊びを取り入れ、発育の助長を促した。 

高月齢、低月齢と、活動内容を変え無理のないよう進めていった又、異年齢と触れ合うこと

で模倣が増え成長の発達を見ることができた。 個々の成長に合わせ無理のない活動を楽

しませた。 

 

1、2 歳児に関しては子どもの成長に合わせ援助しながら活動を楽しませ、自分でやろう 

とする意識を高めていった。 

園外遊びを多く取り入れ、公園では怪我のないよう配慮しながら活発に体を動かした又、 

日常の挨拶が自然と身につくよう保育士が丁寧に伝えていく事により、登降園時に近の 

方々への挨拶が進んでできるようになった。個々の成長を楽しみながら促していった。 

 

カ 主な行事 

 ・コロナウイルス感染拡大予防のため、保護者参加の行事は子どもと職員で楽しむ活動 

となった。 

 ・日本の四季折々の行事が受け継がれることの必要性と自然への感謝に気づき限られた

スペースの中で困難な点もあるが、難点を利用工夫して良いものに繋げた。 

 ・親子遠足は楽しみにしていた保護者も多数いたが中止とした。 

 ・すべての行事に対して、感染予防に配慮しながら計画しブログ、写真、キッズを使用 

して細かく伝えた。       

キ 食事 

 ・徹底した衛生管理の元、日々給食作りを行った。 

・献立表の作成、配布、ホワイトボードに掲示。食材を掲示することにより食材の名前、



献立―料理名を知ることに繋げた。 

・喫食ノートに記録し調理、盛り付けの向上を図った。そして改善案に役だった。 

・ミーティングでは食事の様子、量・離乳食の移行を話し合うことで確認し合った。 

・行事食では工夫を重ね保育活動に合わせた食材や盛り付けを行い、子どもたちを喜ばせ

た。 

・行事食など写真で掲示して保護者に報告することで、家庭での食事のメニューの参考と

なった。 

 ク 安全管理 

  ・毎月の訓練の際は、真剣に想定し色々なパターンに備えた。 

   命を守るという事をそのたびに園全体で考えた。子どもたちもまじめな態度で参加 

し、幼いながら伝わっていった。 

 

（２）職員の処遇 

 ア 職員構成   

・栄養士 6月より入職  

・遅番パート 12 月 14日より入職 3 月 31 日退職 

 イ 健康管理   

・健康診断年 1 回・細菌検査毎月実施 

 ウ 職員会議 

  ・計画通りに実施。必要に応じて随時話し合いを持ち問題解決や提案を行った。 

  ・園長会議はリモートで毎週月曜日実施 

 エ 研修  

・全体研修、リーダー研修、足立区・東京都主催の研修に参加。 

   各研修に参加することによって意識向上になるが、新型コロナウイルス感染拡大予 

防に伴いリモート研修や中止になることがあった。 

       

オ 退職・福利厚生 

  ・福祉医療機構退職共済に加入 

 

（３）特別保育事業 

   ①一時預かり事業  無 

   ②延長保育      

   ・ほとんどが標準時間へ変更したため今年度は延長保育はいなかった。 

（４）保護者に向けて 

 ア 保育参観 

   ・コロナウイルス感染拡大予防のため全て中止 



 イ 保護者会 

   ・年 1回の実施  3月に予定してだがコロナウイルス感染症の予防のため中止 

・７、８月には個人面談を行った。 

個々の家庭に合わせ必要であれば随時面談を行った。 

 ウ お知らせ 

   ・園便り 

・献立表 

・給食だより 

・ほけんだより 

・玄関前の掲示板 

   ・ブログによる情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉法人慈光明徳会  ＳＡＫＵＲＡ保育園 西新井      

令和２年度事業報告 

【総括】 

  今年度は、新型コロナウイルス感染症での緊急事態宣言が発令され、園が休園でのスタ

ートとなった。混乱の中、どのように園を運営、密にならない様にという保育士の体制・

環境設定はどうするべきか、また保育活動をどのように行っていくのか、環境整備をどう

徹底して行くか、前年度の状況と異なるため、「足立区教育・保育施設版 感染症予防マ

ニュアル」「区報」を基に、環境設定・整備を徹底した。保育活動だけでなく、保護者対

応も密にならないよう日々考慮し、感染拡大予防に徹した。 

前年度掲げた、事業所のリーダーとしての【人間力】である「知的能力要素」「対人関

係力要素」「自己制御的要素」をリーダーとして養い、目標達成力を培っていけるように

することを常に心掛けた。 

保育の現場では、小規模ならでは…でなく、ひとつひとつの対応を丁寧に、かつ状況に

応じた瞬時の判断を行えるよう指導した。そこには必ず「愛情を持って」行えるよう常に 

 伝えた。愛情あふれる保育を行ったため、園児・保護者・職員と園全体が活気に満ち、笑 

 顔が飛び交う環境になっている。 

とはいえ、現在も試行錯誤の継続中だが、法人の「理念」を身につけ、全体の「保育」

に関しての意識の統一と、思いやり・謙虚さも持ち合わせられる力をまた一段階スキルア

ップさせるためには、更に向上心を持って取り組んでいく必要がある。 

  

（１）児童の処遇 

ア：園児数 

4 月 1日 11 名（0 歳児 1名・1 歳児 6名・2歳児 4名）スタート 

7 月は 1 名（0 歳児 1 名）入園 

8 月は 2 名 (0歳児 2名) 入園 

9 月に 1 名（1 歳児 1 名）退園 

10月は 1名 (0歳児 1 名) 入園 1 名（１歳児１名）退園 

12月は 1名（1 歳児 1 名）入園 1 名（0 歳児 1名）退園 

1 月は 1 名（0 歳児 1 名）入園  

そのまま変動せず 3 月 31日まで 15 名、定員数にはならず年度を終えた。 

 

イ：保育日数 



予定通り２９４日の実施 

（令和２年３月から新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され、拡大防止のために

登園自粛・家庭での保育が可能な保護者に協力を要請。６月から休園解除。）  

  

ウ：健康管理 

  ・入所前健診の受診実施。 

  ・年２回、嘱託医による内科健診実施。 

   毎月看護師による「ほけんだより」を発行。また定期的にお手紙を配布するなど、そ

の時期に対応した情報や嘱託医からのアドバイスを掲載し、感染症情報をその都度

保育室入口に掲示、保護者とこまめに情報共有をすることにより、家庭での子どもた

ちの健康管理にもつながっていった。コロナ対策以前から、園でも手洗いの保健指導

を行っており、子どもたちの年齢に合わせて工夫をし、保育の中で知らせていった。 

インフルエンザは園児・職員の感染は見られなかった。 

   事故に関しては、安全管理・危機管理能力を職員間で話し合い身につけていき、園舎

内外の危険個所の把握、対策、情報共有を行ってはきたのだが、１２月に１名「肘内

障」で、病院での措置を受ける。 

   コロナ感染者はいなかったが、家族が陽性のため１名検査。陰性となったが、８月２

７日～９月２２日まで欠席。 

  

エ：保育の方針 

   小規模保育ならではの家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりの子どもを大切に育てる

保育を心掛けた。保育理念でもある、⦿子どもの最善の利益の追求と保障⦿保護者の

仕事と育児の両立の支援⦿地域の子育て支援、そして、たくましく生き抜く力を育む

ためにも、「認知的能力」だけでなく「非認知能力」をしっかりと育てていけるよう、

年間を通しての方針とした。 

 

 

オ：各クラスの保育目標 

  0 歳児 ひよこくみ 【感覚機能を刺激し、生活全体のバランスを高め、安定を図る。】 

      誕生から急激に発達を遂げる子どもたちの個々の成長に合わせ、保育園が 

安心して過ごすことのできる場所であると思うことができ、ゆったりとした 

環境の中でのびのびと生活をし、成長の喜びを感じることができる。 

   

１歳児 うさぎくみ【情緒の安定を図り、社会的行動の始まりを大切に見守っていく。】 

  手足の発達や言語の発達が著しく見られる中で、身近な環境に何でも興味を 

  持ち、自分の思いと集団生活の一員としての自制心をバランスよく共有でき 



  る。    

  2 歳児 こあらくみ【個々の子どもの気持ちを大切にしながら、生活習慣の自立を助け、

また、保育者や友だちとの関係を広げつつ、運動機能や言語活動の

芽生えを助ける。】  

  自分の思いをはっきりと伝えられ、大人だけでなく子ども同士でも言葉を介  

  し、意思の疎通が図れる子ども。年齢に見合った生活習慣マナーを習得し 

  （ほぼ自立）、対人関係を構築できる。 

  

以上、年齢ごと保育目標に沿って保育実践を心がけた。 

 コロナ感染症対策もあり、なかなか園外研修への参加は難しかった。（職員各々の 

 家庭環境も含め。）そのため、園内研修や会議を頻繁に行った。研修・会議を通し、 

 子どもの姿を共有し、区のガイドライン・法人の理念を基に「子どもとのかかわり方」

「保護者様への対応」「保育の基本」を幾度も話すことで、それぞれの保育を理解し

ようとする姿が見られてきた。また日々、振り返りを行うことで、子どもの遊びの継

続が保証できるようにもなってきた。しかし、研修・会議での理解が保育現場に降り

てくるとできない様子が見られ、その難しさを感じる。 

 

カ：行事 

今年度は、保護者参加の行事は卒園式のみとした。（コロナ感染症対策での３密を 

考慮し。）その他の季節の行事は、園児が暦に触れ、季節を感じて経験できるよう、 

職員も一緒に楽しめる様にした。 

 

キ：食事・給食 

    給食は、食育という保育の重要な一部門であり、乳児の心身の成長発達と健康の 

    保持増進に欠かせない食べ物を共有するとともに、給食を通して望ましい生活習 

    慣を身に付けることができるようにする。食育でも、日本の食文化の素晴らしさを 

    体験的に学び、栄養や衛生の知識も、乳児なりの理解で身につけていく。 

    毎月の献立・食育計画（年間）を管理栄養士が作成。   

ク：安全管理 

    消防法に則り、防火管理者（施設長）の指揮の下、乳児の生命を守り、安全対策を 

    行う。 

    各種災害等の避難訓練及び消火訓練を行うことにより、各々の状況で臨機応変に 

    判断し、避難誘導の適切な対応ができるようにする。 

     

 



（２）職員の処遇 

ア：職員構成 

    ６月 保育士（正社員）１名・パート（無資格・子育て支援員）１名 入社 

    ７月 保育士 １名（正社員）・パート保育士 １名・看護師 １名 入社 

保育士 ３名（法人内園異動）・保育士（正社員）１名・パート保育士  

退職 

    ８月 保育士 １名（正社員）入社 

    １２月 保育士 １名（派遣社員）入社 

    １月 管理栄養士（正社員）１名 産休（母性健康管理措置） 

    ２月 保育士（正社員）１名 入社 

    ３月 パート保育士 １名 入社  

    ３月３１日 施設長・保育士（正社員）２名・パート保育士 １名 退職 

イ：健康管理 

健康診断年１回・細菌検査毎月１回 

 

ウ：職員会議 

     各種会議を行い、職員間の連携を図り報告、連絡、相談、の徹底を図る。 

     会議内容は会議録に記入し、全職員に回覧、周知する。 

 

エ：研修 

     足立区、東京都主催の研修参加は実施。 

法人主催の研修実施。 

キャリアアップ研修（コロナ感染症対策のため参加なし。職員の家庭環境も考慮 

 して。） 

      

   

オ：退職制度・福利厚生 

     福祉医療機構退職共済加入。 

     ソウエルクラブ加入 

 

 

（３） 特別保育事業  



①一時預かり事業 

      なし 

 

②延長保育事業 

    30分延長 250 円 

    該当園児 なし 

（４）  地域社会との連携 

     昨年度は、図書館や児童館等の教育施設、近隣商店、近隣住人、交番や消防署

等とのかかわりを持てるようになったが、コロナ感染症のため、園以外での交流

は今年度、行わないようにした。 

    福祉施設等も関わりを持てるよう電話でのやりとりを続けている。 

    連携園との関わりは、電話・メール程度なので、状況を見て、来年度は積極的に

行っていきたい。 

 

（５）   その他 

      年度末まで定員数には満たなかった。小規模園での定数割れは年間通しての 

      問題となっていたが、どのように園児を集めていくのか、園自体の個性・特徴   

      をアピールできるものが必須となると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 ＳＡＫＵＲＡ保育園千川 

事業報告書 

 

基本方針 

今年度は、４月９日に緊急事態宣言が発令され、子どもたちの保育について豊島区からの

指示が二転三転する中慌ただしく休園。応急保育が始まった。応急保育の対象園児は①警察

官、消防官、医療従事者②その他社会機能維持に必要な職種の子どもたちで、職員への感染

があるかもしれないリスクはあったものの、職員はみんな一生懸命に従事してくれた。ただ、

換気・消毒・マスクの着用などずっと神経質なくらい行ってきたものの、感染対策に必要な

ものがいろいろ不足し、どうやって補給していけば良いだろうと、考える事はその事ばかり

だったように思う。職員に関しては、応急保育で出勤する以外は自宅待機を基本としその間、

自主研修をしてもらいレポート提出をする事となった。また、面接をしたりシステムや保育

に関する勉強会、月間カリキュラムや週案、避難訓練などの計画、制作の準備などもこの機

会にグループ分けをして行った。 

子どもたちや保護者の方々にも、メールやブログ等でいろいろな事を発信し、出来るだけ

ストレスを抱えないように工夫した２カ月間だった。６月からは、通常保育となったが、そ

の後も自主休園をされる家庭もあった。 

定員に関しては、６６名の予定だったが、転勤や郊外へ引っ越すなどで転出が相次ぎ、結

局４月は６２名でスタート。その後、コロナ関連で退園するものがあったりして、結局、３

月の現時点で５８名となった。職員は４名が入職をしてくれスタートした。一人は前年度か

ら退職の希望があり、7月いっぱいで退職。また、その後入職した職員が再び退職。０歳児

は、１年経たないうちに３人の職員が退職。２歳児クラスの職員も退職。結局、派遣社員に

頼る事となってしまった。（派遣社員が仕事が優秀で助かったが派遣社員である為、仕事内

容が制限される。正規職員にならないか誘うがこのままの形で働きたいとのこと）しかし、

責任の面や書類の面では思うようにいかない為、職員に負担がかかってしまった事実は否

めない。保育に関しては、何でもスローで計画通りに進まない事が多かった。期限を決めて

いても、それまでに終わらせず。繰り返し注意をするが、その度、納得したような回答をす

るが結局は進まず。その為、行事が先延ばしになり園長である私も退職を決めていた為、３

月は慌ただしく終わるしかなかったのが悔やまれる。 

また、最大の問題は職員の暴走で、常に振り回され続け最後には警察沙汰にまで発展するこ

ととなってしまった。通常の業務ができず仕事のロス時間やその対応、記録等に費やした時

間があったらもっとできることがあったのではないかと悔やまれる。 

来年度は、新体制となり頑張って頂けると思う。 



 

１ 施設運営 

(１) 児童の処遇 

 

 

 

ア クラス編成 

認定区分   年齢区分    定 員 

 

 

 

２号認定 

５歳児 

４月：１１名  

５月：１０名 

１１月～３月：９名 

４歳児 ４月：１１名  

１２月～３月：１０名 

３歳児 

４月：１１名   

５月：１０名 

１１月～３月：９名 

 

３号認定 

 

 

２歳児 

４月～９月：１２名  

１０月：１１名 

１１月：１２名  

１２月：１１名 

１月～３月：１２名 

１歳児 ４月：１１名  

５月～３月：１２名 

０歳児 ４月～３月：６名 

 

イ 月別保育予定日数 

    保育日数：２９３日実施 

         但し、４月１０日～５月３１日までは緊急事態宣言であった為、休園。 

         応急保育対象園児のみの期間があった。 

  ウ 健康管理 

「嘱託医による定期健康診断」 

・ ０・１歳児  ：月１回 （コロナで５月は実施なし） 

・  ２歳児   ：３か月に１回 

・ ３・４・５歳児：年３回 （６月に保育園が再開した際に全員健診実施） 



 

「歯科検診」・「眼科検診」 

・０歳児～５歳児まで全園児 

  

「耳鼻科検診」「腎臓検査（尿検査）」 

・４歳児・５歳児：年１回 

 

・登園時：早出職員により、問診・視診・触診等を行う。 

乳児や問診の際に昨日または起床後熱っぽいと申告があった子に関しては 

検温を行う。また、熱性けいれんを起こしやすい子に対しても検温を行う。 

その事に関しては、管理日誌や保護者送迎備忘録に記入。職員で情報共有 

 

・看護師のサーベランス：登園後、保護者送迎備忘録・管理日誌・キッズリー 

（連絡帳）を確認。各クラスを回り連絡事項を担任と確認。必要な事は管理日 

誌にいれて共有した。 

各クラスを回り園児の健康チェックを済ませたら、１０時までに豊島区の 

方に各クラスの体調不良児の数を入力しその日の状況を報告する。 

・インフルエンザなど、同じ感染症に罹患した児が１０名以上出た場合など 

サーベランスに入力すれば自動で保健所に連絡される。 

・近隣の感染症状況を知る為に「地域の状況」「感染状況」から見る。 

・麻疹の流行に対しての注意喚起・指導 

・夏に向けて脱水予防対策・虫刺され予防対策 

・脱水予防のため、朝と夕、水分補給を促す。 

      

     ・玄関ホールに嘱託医や区からのお知らせを掲示した。 

     ・コロナウイルス・インフルエンザ感染 ウイルス性胃腸炎などの感染症 

・AED講習はできなかったが、来年度は看護師に独自で行ってもらうよう計画中 

 

・年に２回支援センターより巡回相談。「気になる子 気になるところ」アドバ 

イスをうける。〔認定〕にはいたらず。経過観察する。 

     ・毎月「保健便り」を発行。時期に応じた情報 感染症や日常気を付けていく 

       こと等掲載した。 

 

・感染症罹患 ➡ 手洗い・うがい・消毒に加え、外出が少なかったお陰で少な

かった 

         ように感じる。 



 

４月  なし    １０月 なし 

         ５月  なし    １１月 なし 

         ６月  なし    １２月 なし 

     ７月  なし    １月  なし 

８月  なし    ２月  なし 

９月  なし    ３月 アデノウイルス 

 

※ 入 院 ： なし 

      

※事故記録  

＊１０月１５日 ２歳男児：保育室で転倒前頭部をぶつけ出血。受診。 

＊１０月２８日 年長女児：手を振った拍子に壁に手をぶつけ腫れ受診 

＊１１月９日  年長女児：保育室で体操中にバランスを崩し、左手人差し指を痛

め受診。 

＊１２月１５日 ２歳女児：散歩先で転んで前頭部を打撲。擦過傷とたんこぶの為受

診。 

＊1月１３日  年長女児：跳び箱に指をぶつけ整形外科を受診 

 

  ※ＰＣＲ検査について 

    保護者５名と職員４名が発熱の為ＰＣＲ検査を受ける。いずれも陰性。 

    ミャンマー人の父がミャンマーから日本へ帰国。２週間の家族で自宅待機。 

    介護施設勤務と病院勤務看護師の保護者２名：定期的にＰＣＲ検査を受ける。 

 

※コロナウイルス感染対策 

      ①緊急事態宣言などがなくなった時には解除したが、保護者や業者など必要

以外は、園舎 

内には入れないなどの処置をとった。 

      ②子どもたちの検温を全園児対象でおこなった。 

      ③手洗い・うがいの励行（登園したら必ず行う・時間を見計らって行う・戸外

から帰った 

ら行う） 

  ④排泄の際は密にならないよう、子どもたちをグループに分け排泄させ、その

後、ドア・ 

ドアノブ・便器・レバー等々を消毒した。 

⑤保護者が発熱した場合は子どもたちにも休んでもらう。 



⑥発熱した場合、平熱に戻っても１日は様子を見て休んでもらう。 

 ３７度５分で連絡をし、迎えに来てもらう。 

⑦家族が、ＰＣＲ検査を受けた場合、はっきりとした結果が出るまで登園を控

えてもらう。 

 また、報告書を作成。豊島区に通知しなくてはならない。 

⑧職員に関しても、体調が悪い場合はＰＣＲ検査を受けてもらい、対応は保護

者の場合と 

同じにする。 

      ⑨職員は、出来るだけ外出を控え、大勢の中で飲食をしないようにする。 

 

 

エ 保育方針 

    『保育所保育指針』に依拠し、以下の慈光メソッドに基づいて、遊びを通したバラ

ンスの取れた総合的なプログラムに近づけようと努力してくれたと思う。 

    子どもたちも、意欲的に取り組む姿が見られ、どんどん成長していく姿が見られた

１年だった。 

    ただ、午後からの時間の使い方や、遊ばせ方などもっと工夫が必要だったように思

う。 

    いつも、目標を持ち、ブロック遊び一つにしてもねらいを持ってやるかやらないか

では大きく違ってくると思う。また、保育士の関わり方声のかけ方一つでも子ども

たちが違ってくることを実感できると良かったと感じる。 

    しかし、そんな中でも、折に触れて成長しているのを感じる事を実感し、そんな姿

を見るにつけとても励みになったと、嬉しそうに報告してくる職員もいて本当に

良かったと思えた。 

また、保護者の保育参観・面談の機会には、こどもたちの園での普段の様子を見て、

先生方がとても素晴らしいと褒めて下さる声が多く聞かれた事は本当に良かった

と思う。 

今後も、この言葉を励みに保育を楽しみながら子どもたちを伸ばしていって欲し

いと思う。 

  

オ 各組の保育目標 

［１］ ５歳児 

読み書き（語彙力・読み解き力）・数量・音楽・英語・体操・プログラミング

思考・柔軟な心の育成を「保育所保育指針」の総合的な活動のなかで育成し、

徳・知・体のバランスの取れた発達を目指します。更に、就学を意識した接続

期の取り組みにより、スムーズな就学へとつなげます。 



【反省】全体的に落ち着きを持って活動が出来るようになってきた。文字が苦手

な子も、何 

とか読めるようになったようである。ただ、大人の目を気にしてしまい、

自信を持ち 

自主的に動くことができないところは残念であった。  

   ［２］４歳児 

読み書き（語彙力・読み解き力）・数量・音楽・英語・体操・プログラミング

思考・柔軟な   

      心の育成を「保育所保育指針」の総合的な活動のなかで育成し、徳・知・体の

バランスの取れた発達を目指します。 

      【反省】女子ばかりのクラスで纏まっているようで、女の子ならではの揉め事

が多かっ 

          た。保護者も巻き込んだ揉め事で、担任はいろいろな働きかけをして

いた。 

          昨年、読みと鍵盤ハーモニカが苦手な子がいて、保護者に心配をかけ

たが、今年 

          の発表会ではしっかり披露できた。来年度が楽しみである。 

   ［３］３歳児 

読み書き（語彙力・読み解き力）・数量・音楽・英語・体操・プログラミング

思考・柔軟な心の育成を「保育所保育指針」の総合的な活動のなかで育成し、

徳・知・体のバランスの取れた発達を目指します。  

 【反省】全体の活動を妨げてしまう子がいたため、若い保育士にとっては大

変であった 

と思うが、この 1年間頑張ってくれ、発表会でのこどもたちの様子を

みて、一年 

間の苦労が吹き飛んだのではないかと思った。 

   ［４］２歳児 

目の前にある環境に興味関心をもって自ら関わろうとする好奇心全開のエネ

ルギーを最大限に受け止め、五感を通して主体的にかかわることのできる環

境を整えます。更に、かけっこ・戸外遊び・身体遊びを意図的に取り入れる事

で運動能力を高め、遊びを通して文字や数への関心を促しバランスの取れた

発達を目指します。 

【反省】コロナ感染防止の為、1歳児クラスと同じ部屋にいて、なかなか落ち

着かない日々 

を送っていた。また、1歳児クラスに、元の担任がいる為、２歳児の担

任とのコミ 



ュニケーションが上手く取れなかったところはあった。その後、前半で

主担任が退 

職してしまい、子どもたちには可哀そうな事になってしまった。 

後半を、もう一人の担任と共に経験のある派遣社員に入ってもらう事

で、落ち着い 

て生活できるようになった。発表会では、どのクラスよりも楽しんで披

露できた。 

   

   ［５］１歳児  

      自我の芽生えの時期です。自分でやりたいという気持ちを大切に受け入れ、

「待つ保育」に徹することで主体性の芽生えを育みます。散歩・サーキット運

動・戸外遊び等、自ら環境と関わる経験の中で運動能力を高めていきます。ま

た、五感を十分に働かせることができる人的・物的環境を整え、バランスの取

れた発達を促していきます。 

      【反省】コロナウイルス関連で、前半は保育園に来ず。その為、慣れるまでに

時間がかか 

ってしまった。落ち着いたのは、７月に入ってからだった。 

賑やかなクラスであるが、いろいろな事に興味関心を示すクラスなの

で、今後、楽 

しみである。ただ、わざと壁に激突したりする子がいて怪我には気を付

けたい。 

         

   ［６］０歳児 

 担任保育士との応答的保育により情緒の安定を図り、基本的信頼関係の土台

作りを行います。身体活動が出来る環境を整え、一人ひとりの発達段階に応じ

た粗大運動を積極的に取り入れ、運動能力を引き出していきます。又、五感を

十分に働かせることができる人的・物的環境を整え、バランスの取れた発達を

促していきます。 

    【反省】この１年で３回も担任が退職してしまい、保護者の方に心配をかけた

クラスであ 

る。退職にはそれぞれ事情があったが、同じクラスの職員がそうなる

とは本当に 

申し訳ないと思った。しかし、どの保護者も、その後落ち着いて過ご

してくれて 

いるので、ほっとしている。 

            



カ 主な行事予定 

季節の伝統行事は、大切にし、何らかの形で取り入れていきます  

４月 入園、進級式          ５月 こどもの日、ミニ遠足→中止 

    ６月 プール開き→水遊びに変更    ７月 七夕まつり→実施 年長児：園

外保育→なし 

    ８月 夏まつり→子どもたちのみ    ９月 敬老事業→中止 運動会→年長

児のみ 

   １０月 秋のミニ遠足→雨天園内実施   １１月 お店屋さんごっこ→実施無し 

   １２月 クリスマス会→各クラス実施   １月 クッキング→実施無し 発表会

→3月に 

    ２月 節分→以上児・未満児に分かれて実施   

３月 ひなまつり会→実施  卒園遠足→実施無し お別れ会→実施 卒園→実

施 

 

※コロナウイルス感染症の為、いろいろな行事が中止になる為、年長児のみ豊島

区より、 

サンシャイン水族館とキッズパークに招待してもらった。（１０月・１１月の

２回） 

 ※保護者：保護者講演会：年２回   保育参観・個人面談→実施（コロナ感染

が下火に） 

   ※食育：クッキング→実施無し トウモロコシの皮むき・夏野菜栽培→実施 

    ジャガイモの収穫→たんぽぽ組   ヘチマ栽培→年長児 

 

キ 食事 

・調理師が 1 名増えたこともあり、栄養士が中心となり業務分担を行ってくれ

ると思っていたが、意思の疎通が難しかった。 

・技術の差もあるが、上手くかみ合わないところを仕事として支えあってもらえ

ると良いのにと感じることが何回もあり、その度に話し合いの場を設ける事

が度々あった。 

・献立については、レシピが増えたと感じる。また、彩の悪さが際立っていたり、

水分が多く、和え物でも野菜炒めでも、スープの中に入っている感じだったの

が改善された。 

 プロとして、みんなで切磋琢磨して欲しい。 

・マニュアルから 

     ・乳児食は昨年同様、担任と連絡を取りあいながら進めた。また、給食時には昨

年以上に、保育室を廻り、子どもたちの状況の把握に努めた。喫食記録のみな



らず実際に保育室を廻り状況を把握した。 

     ・アレルギー児の給食に対しては、各クラス担任と看護師と連携し、安全な給食

の提供に努めた。 

     ・食育では、昨年おこなったクッキングと魚屋さんを招いてのサケの解体の見学

はコロナウイルスで出来なかった。プランターでの野菜の栽培を行い食育の

充実に努めた。 

     ※鍋や皿など、必要な物を購入してもらった。 

     ※コロナ関連で、ペーパータオル・マスク・ヘアーキャップなどが入手困難にな

った時があったので、今後は、必ず数の確保をして欲しいと思う。 

 

ク 安全管理 

・交通安全教育           散歩の機会 

・非常災害時の避難訓練･消火訓練   毎月 １回 

・不審者訓練             年  ２回 

・毎月防災訓練を実施。職員も子供も緊張感をもって以下の条件を定めて、真剣に

取り組んだ。 

〇 園舎から 1歩でも必ず出ること。（６月の報告者に消火訓練の記入漏れあ

り。監査で 

指摘される） 

〇 消火活動（模擬）は毎回違う者が行なうこと。 

〇 非常ベルを毎回違う者がならすこと。 

〇 時間帯を変えること。 

〇 出火場所を変えること。 

〇 保育士に訓練を知らせずにおこなった。 

      〇 引渡し訓練 

      〇 不審者訓練（年２回） 

      

・入退室に関しては昨年度同様、アルソック警備会社のカードキーを使用 

      通用門 裏門 ２４時間録画 

     ・(株)スエヒロ 消防設備点検（年２回）       

     ・施設（玄関の鍵がかからなくなった）の不具合はアルソックの会社や大和リー

スに 

不具合について報告し、対応してもらった。 

 

（２）職員に関すること 

ア 職員体制 



 ４月スタート時：１９名（内パート 1名） 

７月・８月（８月に入職）・１１月・１２月に退職 

   ９月：１名入職→２月に契約解除 

    ※他派遣社員 

   ３月末 保育士５名退職 

   ※園医の湊 通嘉医師が体調不良の為退職。令和３年度からは清水拡行医師が園医

就任  

イ 健康管理 

・健康診断  年  １回 

・細菌検査  毎月 １回 全職員 

・インフルエンザ予防接種 

ウ 職員会議 

    ・職員全体会議   年間１２回（管理日誌内の職員会議・OJTも含む） 

・発達支援会議     月１回  

・食育会議       月１回  

・リーダー会議     随時 

※園長会議：リモート会議（法人全体） 

エ 研修計画 

    ・職場内研修・新人研修・リーダー研修・キャリアアップ研修・トップセミナー   

    ・衛生看護研修・豊島区開催の研修会・東京都社会福祉協議会開催の研修  

    ※その他必要と認める研修には随時参加 

    ※今年度はコロナウイルス感染症の事があり、研修はほとんど実施されず。 

     また、危険と思う時は参加しなかった。 

    ※リモートでの研修は画期的であった。 

    ＊豊島区主催：園長会・主任保育士会・保育士・看護師・栄養士・調理師→１８回 

 ＊東社協主催：９回 

 ＊東京都主催：２回 

＊キャリアアップ：５回 

＊幼児活動研究会：保護者向け→２回  職員向け→２回  園長向け→４回  

       主任保育士向け→３回  副主任向け→１回  法人向け→１回

（他中止） 

＊ＳＢＴ研修：全職員 1回ずつ 

              

        

オ 退職・福利厚生 

・福祉医療機構退職共済制度加入、ソエルクラブの活用 



 結婚：1名    入学：1名  

・慶弔費を設定：１年で職員一人２千円会費として集める。 

 入院お見舞い：１名 香典：１名   

  

２ 特別保育事業 

（１） 延長保育事業 

  

① 一時預り事業  なし 

②延長保育    スポット 1時間４００円 

         月極    ４０００円 

  

 

（２）病児保育事業 

・体調不良児対応型： 急な発熱、嘔吐等の園児を就労中の保護者が 

         迎えに来られるまで専用スペースで看護師が看護 

 

３ 連携関連 

ア 保護者との連携 

子育ての車の両輪として、密な連携を図っていくつもりでいたが、今年は、コロ

ナ関連で園 

舎に保護者を入れなかった為十分なコミュニケーションが取れなかった。 

    ・保護者説明会（親の会）の実施により園の運営方針を理解してもらいます→実施

無し。 

     講演会と、個人面談にて親の会ができたとする。   

    ・月１回の園便り・クラス便り・給食だよりの発行 

    ・保育活動のブログへの掲載（毎日）・ホームページによる法人全体の情報提供 

    ・アプリを使用した連絡帳の使用により、いつでもどこからでも園と連絡をとれる

ようにしま 

す。 

    ・クラスごとの懇談会を実施し、保護者間のコミュニケーションの場を設けます。 

      ※クラス懇談会は、コロナウイルス感染予防のため実施せず。 

 

  イ 関係機関との連携 

     園児の発達支援に係る行政関係機関等の連携を深め、より良い支援ができるよ

うにしていきます。 

４ 施設管理 



（１）事務関係     

ア 会計事務、管理事務 

・社会福祉法人会計基準を遵守し、適正な会計事務を行います。 

・社会保険・雇用保険事務に関しては、社会保険労務士への業務委託により安心・

安全・安定を担保した労務管理をおこないます。 

    ・その他の運営費の請求・保育料管理等施設運営に必要な事務 

イ 児童処遇事務（保育、給食、健康管理） 

    園児一人ひとりに関するすべての情報を園児管理システム・ネットワークシス

テムにより作成したものを、全員が共有・周知できるようにします。最大級のセ

キュリティー管理の元、すべての書類をデータ化します。     

（２）備品関係 

 ア 備品購入：必要に応じて購入 

  イ 保育用品購：必要に応じて購入  ※発表会でカメラマンをお願いする。 

  ウ 給食用品購入：必要に応じて購入（鍋・皿等の購入をした） 

     

※２階の廊下に折り畳みの机を設置。廊下と階段の間仕切りの戸を設置。 

  

（３）災害対策 

ア 避難訓練・消火訓練 毎月１回 

イ 防災設備の点検委託 年２回（内、届け出１回） 

  ウ 非常食糧の備蓄 （全児童数＋全職員数）×３食×（１日～３日）分 

 

（４）近隣との連携 

 ア ふるさと千川協議会 どんどや・夏祭り、清掃活動等のボランティア活動 

 イ デーサービス豊寿園との交流（年２回） 

 

※今年はコロナウイルス感染症の為、行事は中止 

 協議会も４回のみだった。 

 ・活動やふるさと千川館の使用について、定期的にメールあり→会長の宮島氏より 

 ・ふるさと千川館の予約について→村山氏からメールあり 

 

※運動会（２回使用）と発表会（練習と合わせて４回使用）で利用  

 

 

 

 



社会福祉法人慈光明徳会 SAKURA保育園谷在家 

令和 2 年度事業報告 

 

 【総 括】 

今年度は、開園した途端に新型コロナウィルス感染症での緊急事態宣言が発令され、臨時

休園に見舞われる事態となった。ただ、休園中になにができるかを考え、1 年分の書類・製

作・おたより作りをしたり、保育の勉強会をした。 

この事態をあえてプラス思考で考えると、新園にとってよい準備期間となった。そのおかげ

で、1年を通して書類や製作に時間をかけず、子どもたち一人ひとり応答的にかかわり、成

長を見守ることができたと思う。保護者には、「こちらの園は新園なのに、よくやってくれ

てありがとうございます」「前の園ではなかなか教室に入らなかったのに、こちらの園は毎

日楽しみにしていて、すんなり教室に入ってくれて嬉しく思っている」などのお声を頂いた。

担任と子どもたちの信頼関係もこの 1 年で深く築き上げられたと思っているので、来年度

も引き続き子どもたちの気持ちを受け止め、寄り添う保育をしていきたい。 

1 年を通して研修にも力をいれ、一人ひとり積極的にキャリアアップ研修に参加をした。

また、園内研修では保育のガイドラインや業務マニュアルを読みあい、法人の理念や方針を

確認したりアレルギー・人権について学ぶことができた。 

第三者評価機関の職員アンケートでは、正社員・パートも含めよく法人の理念を理解してい

る、とお褒めの言葉を頂いた。来年度も引き続き研修に力をいれ、職員の資質・能力をあげ

ていきたい。 

 今年は新型コロナのため行事の変更を余儀なくされ、夏祭り・運動会・発表会は子ども達

だけで楽しんだ。運動会と発表会については、動画のＤＶＤを保護者にプレゼントし、喜ん

で頂けた。来年度はぜひ保護者を行事に呼び、子どもたちの成長した姿を目の前で見せられ

たらと願っている。なお、卒業式だけは卒園児 1 名だったので保護者を呼び、会を決行し

た。1 名だけだったが、感動的な式になり、保護者も涙を流し「この園に来てよかった」と

言って頂けた。 

保護者会については、ＺＯＯＭにて保育園の様子の動画を流したり、担任からお話をしたり、

また、八田哲夫先生による保護者講演会を開催し、安全に有意義な時間を過ごすことができ

たと好評を博すことができた。 

 1年を通して大きな怪我もなく、また、新型コロナ対策にも万全の対策を期してだれもか

かることなく乗り切ることができた。来年度も検温や消毒・密にならないようにするなど、

対策をしていきたい。 

 



 

大項目である 

１ 職員の安心・安全 

  コロナ対策も万全にし、安全に働くことができた。また、職員の第三者評価アンケー

トにも複数書かれていたが、休みがとりやすいので働きやすいという声が多かった。 

２ 子どもの最善の利益の追求と保障・保護者の子育てと仕事の両立支援 

  コロナの臨時休園のときも土曜保育についても、仕事以外の方も事情がある方はお

預かりし、支援することができた。また、保護者に悩みがある場合は個別に面談をし、

相談にのる機会を多く設けることができた。   

３ 職員育成（キャリアアップ研修含む 園内研修） 

  キャリアアップ研修・・・順番に行くことができた。 

  園内研修・・・会議の時間を使い計画的にすすめていくことができた。また、足立区

全員で藤岡統括園長先生のＳＢＴ研修を受講し、ポジティブに物事を考える大切さ

を学んだ。 

  外部研修・・・八田先生の新人研修・園長研修・リーダー研修を学ぶことができた。 

   

 

（１）児童の処遇 

ア：園児数 

４月・・・０歳９人 １歳１５人 ２歳１６人 ３歳１４人 ４歳３人 ５歳１人 

     合計５３人 

５月・・・０歳２人増 ３歳１人増 ４歳１人増 ５歳１人増 合計５８人 

６月・・・合計５８人 

７月・・・４歳１人増 合計５９人 

８月・・・４歳１人増 合計６０人 

９月・・・合計６０人 

１０月・・３歳１人増 ４歳１人増 合計６２人 

１１月～３月 合計６２人 

イ：保育日数 

予定通り２９４日の実施 

  

 

 

 

 



ウ：健康管理 

   ・入園前健診の実施 

   ・年２回・嘱託医よる全体内科健診の実施。 

   ・月１回０歳児クラス内科健診の実施。 

   ・毎月看護師による「保健だより」の発行。 

   ・子どもの登園時検温・手洗い・机にパーテーション設置・ソーシャルディスタン  

    スをとること 

   ・職員・・・健康診断年 1回実施・検便毎月実施・出勤前検温・手洗い消毒・ソーシ

ャルディスタンス・昼食時のパーテーション設置 

 

 エ：教育・保育の方針 

   認知能力・運動能力・音感を身に付けるためカリキュラムを通して認知能力を応用す

る力・非認知能力を身につけさせるべく職員同士が話し合い 1年間試行錯誤をした。

体操・ワーク・漢字絵本・英語・音楽・書道などをカリキュラムに組み込み、午前中

毎日実行した。 

オ：各クラスの教育・保育目標 

   3・4・5 歳児ともにこども園の経験のある職員が中心となってカリキュラムを作り、

目標に向かって邁進することができた。まだまだ目標には届かないとは感じるが、来

年度は職員の資質もあげていき、子どもたちの能力がもっと向上するよう努力して

いく。 

   0・1・2 歳児関しては、ゆっくりとした保育環境のなか、身体遊びをほぼ毎日取り入

れた保育活動を展開したことで、年齢以上の成長発達を見ることができた。さらに、

愛情たっぷりの応答的な保育により、園児の精神的な安定も抜群であった。 

カ：行事 

新型コロナの影響で、行事の変更を余儀なくされた。子ども達だけで夏祭り・運動会・

発表会を楽しんだ。運動会・発表会については動画をＤＶＤにし、保護者に配ったと

ころ喜んで頂いた。卒園式については 1 名だけだったので、保護者を呼びアットホー

ムな式になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



キ：食事・給食 

   給食ソフトについては、職員が使いこなせず、内容が消えてしまいまたやり直しした

りと、試行錯誤が続いた。献立・食育については栄養士が積極的にとりくみ、子ども

達においしい給食を提供するために子どもたちが良くたべるもの・苦手なものを給

食会議で話し合いを重ね、献立・食育に反映させた。 

   人事については夏ごろまで安定せず、病気などが理由で退職した人が多かった。 

   衛生的なこと・書類についてはしっかりとできていたが、賞味期限の確認のダブルチ

ェックがよくできていなかったので、今後は気を一層ひきしめて賞味期限・アレルギ

ーの確認を園全体でしていく。 

ク：安全管理 

   各種訓練に関しては、練習を感じさせない真剣な取り組みを職員が求めたことで、子

ども達も毎回真剣に取り組んだ。職員の消火訓練に子どもたちも参加し、園全体で防

災の意識を高めていった。 

   安全に関しては危険要因をなるべく排除するという足立区の意向もあり、環境的が

引き起こす事故は無し。特に大きな怪我もなく 1年を終えることができた。 

（２）職員の処遇 

ア：職員構成 

４月は主任加算がなく、ギリギリの体制でスタートをした。が、すぐに新型コロナの

影響で臨時休園をし、７月から西新井から２名の保育士が異動してきたので１年を

通しては安定した保育ができていた。３月でパートの男性保育士が退職。 

イ：健康管理 

健康診断・細菌検査以外は特になし。 

ウ：職員会議 

   毎月・計画通りの会議開催に至った。 

   園長会議は毎週、ＺＯＯＭで行い、情報共有ができた。 

エ：研修 

  ・キャリアアップ研修 

  ・足立区研修 

  ・園内研修 

  ・八田先生研修 

１年を通して計画的に研修に参加することができた。 

 

 

 

 



オ：退職制度・福利厚生 

・退職金制度 

・福利厚生・・・ソウェルクラブ 

 

（３） その他の事業  

 

ア：障害児保育 

 療育手帳を持った１歳児が 1 名・４歳児が１名というところでの職員体制作りを行って

いった。 

 

イ：地域活動事業 

 新型コロナの影響で、地域交流はなかなか難しかった。そんな中、足立区のゴミゼロ運動

に参加をし、公園を子どもたち・職員全員できれいにして地域の方に「えらいね」と言われ、

交流することができた。 

 

 


