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a ｂ ｃ 何　　を い　つ 誰　が

Ａ－１－（１）－①

保育所の理念、保育の方針や目標に基
づき、子どもの心身の発達や家庭及び
地域の実態に応じて保育課程を編成し
ている。

36 1 1 a a a

全体的な計画は、子どもの発達過程をはじめ、子
どもと家庭の状況や当園が立地している環境や特
性を考慮し、園長・主幹・副主幹・保育実践部等
が中心となり編成している。

保育所保育指針や教育・保育要領の内容が変わっ
た時や、園の環境が変わった時などの大きな出来
事の変化があればその都度見直していく。新型コ
ロナウイルスを踏まえた変更が必要である。

五年ごと
園長・基幹職
員・保育実践

部

Ａ－１－（２）－①

生活にふさわしい場として、子どもが
心地よく過ごすことのできる環境を整
備している。

34 4 a a a

日々環境美化に努めている。寝具など個人の物を月１回持ち帰るこ
とになり、より衛生的に過ごすことが出来ている。園内には子ども
たちがクールダウンできるような場所があるものの、あまり多くは
活用できなかった。手洗い場やトイレ掃除は各場所により差が生じ
ているように感じられた。

４・５歳児クラストイレ掃除は、その日の活動などにより丁寧に行
えない日が生じているため、他クラスの応援をお願いするなど、工
夫して行えるようにしていきたい。新型コロナウイルス対策で様々
規制があるので、子どもたちにとってストレスにならないよう、
クールダウンできる場所やくつろげる空間を作っていきたい。

新年度から 全職員

Ａ－１－（２）－②
一人ひとりの子どもを受容し、子ども
の状態に応じた保育を行っている。

30 8 b b a

制止言葉は昨年度よりさらに少なくなった。また、子どもたちを温
かく受け止める姿や優しい言葉掛けも多くなっている。行事が新型
コロナウイルスの影響で縮小・中止になったことで、職員の精神的
余裕からなのか慌ただしい雰囲気もなかった。しかし、時に子ども
に対して求める内容がそこまで必要なのか？と思う場面があった。

引き続き3歳未満クラスは、特に温かな愛情を十分注いであげれる
ようにしていく。４・５歳児は必要に応じて時には注意することは
あるものの、大切な園の理念や保育理念を考えながら関わっていく
ように、努めていく。そのために、主幹や保育実践部を中心に、日
頃の保育を確認し合い、温かい保育エピソードを報告しあい意識の
向上につなげていく。

今年度も 全職員

Ａ－１－（２）－③

子どもが基本的な生活習慣を身につけ
ることができる環境の整備、援助を
行っている。

32 6 a a a

一人ひとりの子どもの発達の状況に応じて自分でやろうとする気持ちを尊重し
て「待つ」「見守る」姿勢を大切にして援助にあたっている。組ごとの人数が
30人前後となり、個人差も大きいが複数担任で協力しながら関わっている。4.5
歳児を中心にお仕事活動が以前よりも盛んにおこなわれるようになりおり、子
どもたちの基本的な生活習慣がより身につくことにつながっている。家庭に
よっては、夜中まで起きていて朝食を食べてこない子など複数人いるため、育
児支援を多くおこなってきた。

昨年同様、各クラス家庭環境によって、なかなか正しい生活習慣が身に付かな
い子が多いため、今後も育児支援が必要である。場合によっては、子どもたち
の気持ちを代弁するため、育児指導が必要である。その際は、信頼関係を傷つ
けないためにも、担任ではなく主幹・副主幹等が働きかけていく。保護者を否
定するのではなく、保護者の気持ちに寄り添いながら、根気強く温かく励まし
ていきたい。生活アンケートを実施してみてより問題を把握する必要を感じ
る。

今年度も 全職員

Ａ－１－（２）－④

子どもが主体的に活動できる環境を整
備し、子どもの生活と遊びを豊かにす
る保育を展開している。

16 21 1 b b a

散歩や戸外活動、自然物との触れ合いがとても少ない年だった。園
外保育は秋まで積極的に行うことができた。子どもたちが自由に選
択して遊びを楽しむことができるよう、コーナーは必ず最低でも２
つは用意している。特に土曜日はコーナー遊び・リクエスト遊びを
多く取り入れて楽しんでいる。「遊ぼうの日」では、普段できない
内容を全園児で楽しむことができた。

子どもたちにとって大切な戸外遊びが少なかったのは大反省であ
る。日々「外へ外へ」の姿勢で保育していきたい。「とことん遊ぼ
うの日」だけでなはく、日々スタッフが思考を凝らした遊びが展開
できることを目指したい。また、遊戯舎ルミナスが完成したので、
どんどん活用し,子どもたちの好奇心や探求心を育み、健康的・開放
的に過ごしていけるように目指していく。

今年度も 全職員

Ａ－１－（２）－⑤

乳児保育（０歳児）において、養護と
教育が一体的に展開されるよう適切な
環境を整備し、保育の内容や方法に配
慮している。

34 4 a a a

保育室は清潔が保たれ、快適に安全に過ごすことができている。0.1歳児の人数
が増えたため、０歳児の保育室を工夫しながら過ごしてきた。新たに園児個別
生活記録を毎日とることにし、より０歳児一人ひとりの成長が明確に分かるよ
うになった。一人ひとりとの深い愛着関係を築くために、固定の保育者で関わ
るようにしている。温かい言葉を多くかけ、スキンシップもとり情緒の安定を
努めている。体調が急変しやすい時期なので、こまめに視診・触診・SIDS予防
も徹底している。引き続き、午睡の監視係を時間制で交換しながら行ってい
る。

今後も午睡時の監視は徹底しておこなっていくだけではなく、保護者にもSIDS
についての知識を丁寧に伝えていきたい。また、人数によっては、臨機応変に
保育室の使い方をより工夫していく。0歳児保育の重要性を全職員で再認識し、
ひろたにしかでいないと思われるような乳児保育をめざしたいえくまた、0歳前
半の入園も増えているので、保護者支援を手厚くおこなっていく必要がある。
園児個別生活記録は記入の仕方に差がでないように主幹等が確認していく。

今年度も 担当者

Ａ－１－（２）－⑥

３歳未満児（１・２歳児）の保育にお
いて、養護と教育が一体的に展開され
るよう適切な環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。

35 3 a a a

今年度は特に２歳児の人数が多かったが、基準を上回る人員数と豊かな経験を
有する保育者を配置し、子どもたちを温かく受け止めて自発的な活動ができる
よう関わってトイレトレーニングは上手く行うことが出来た。イヤイヤ期など
難しい時期ではあるが、保護者とのコミュニケーションを日々大切にしなが
ら、子どもたちの健やかな育ちにつながるように努めている。新型コロナの影
響で、異年齢児との交流がほとんどできなかったのは残念だった。

新型コロナのため、異年齢児交流は今後も少ないことが予想されるが、憧れを抱けるような場面を離

れた距離で見たりできるような環境を作り出していく。トイレトレーニングや食事の仕方などは個人

差が大きいものの、一人ひとりにあった優しい関わりが多くできていたので、今後も続けていけるよ

う職員間での共通理解を大切にし、園内研修などを通してよりよい保育へとつなげていく。人数は多

いものの、まだまだ甘えたい年齢のため、保育者との１対１の関わりは少しでも多くとり、情緒の安

定を図っていく。保育室の使い方は、臨機応変に職員で知恵を出し合い、今後も工夫していく。

今年度も 担当者

Ａ－１－（２）－⑦

３歳以上児の保育において、養護と教
育が一体的に展開されるよう適切な環
境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

35 3 a a a

学研まなびタイムや英語で遊ぼう、和太鼓活動、園外保育実施、様々な地域活動などを

通して、社会性や協調性、規律性などを育んでいる。新型コロナの影響で小学校との交

流がなかったので、子どもたちがイメージできるような保育を常に意識しながら行って

きた。。また、多くの紙芝居や絵本に触れ言葉豊かに表現できることも実践している。

お仕事活動も多くできた。昨年度よりも園内でも野菜作り盛んにおこなう事で、共同作

業を通して子どもたちが大きく成長した。また、とことん遊ぼう日では３歳以上児が中

心となるような内容にしていくことでより様々な視点で遊びから教育活動へつなげてき

た。

新型コロナの影響で様々な行事が縮小・中止となり、子どもたちにとって貴重
な経験ができないことが続いているので、そうした中でどのような事を日々の
保育で実現していくのかは、園全体でもっと考えていかなければならない。新
型コロナだからできることをプラスとして考えていきたい。どうしても共同作
業などは減ってきているのものの、大切な部分なので感染防止に努めながら、
大人がうまく関わりを持たせていく。

今年度も 担当者

Ａ－１－（２）－⑧

障害のある子どもが安心して生活でき
る環境を整備され、保育の内容や方法
に配慮している。

31 7 b b a

新園舎には玄関先にスロープや手すりを設け、段差のないバリアフリーとし、
廊下の角は曲面にし、身障者用のトイレもある。現在、主に自閉症スペクトラ
ムの子が多く、様々な療育施設と協力しあい、育ちを支えている。特に市の保
健師は多く来園していただき、貴重な情報交換ができ、保育者へのアドバイス
をいただくことが出来た。園内には、様々クールダウンできる場所があるが、
中々活用できないことが多かった。障害児が落ちくような教材は多く活用でき
た。

近年、３歳未満児の早い段階で、発達の様子が気になる子が急増している。保
護者の心理を日頃から考慮しながらの連携はテクニックが求められるので、子
どもの障害の特性をより理解し、正しい知識と自信を持って伝えられるように
職員が学んでいく必要がある。そのためにも、園内外の研修等を通して学び合
う必要がある。今後も各療育機関との連携もしっかり図っていく。一人ひとり
が落ちつく環境設定は異なるものの、できるだけ安定して過ごせる場を作って
いきたい。

今年度も 全職員

Ａ－１－（２）－⑨

長時間にわたる保育のための環境を整
備し、保育の内容や方法に配慮してい
る。

34 4 a a a

朝7時過ぎから利用している園児が昨年よりさらに増えているため、早番勤務を
増やして対応しているものの、今年度はコロナ対応で異年齢児が多く集まらな
い為の工夫が必要だった。また、早朝から夕7時まで利用する長時間保育の子も
増えてきている。家庭的な雰囲気を心がけ、リラックスして過ごせるよう保育
者が関わっている。延長保育が始まる夕方6時には、保護者の希望により、晩御
飯に影響しない程度の軽食を提供している。また、園児に対しての申し送りが
しっかり行えるよう、申し送りシートを活用している。

朝7時すぎの早朝から保育を希望する子が増えているため、朝食を食べてきてい
るか確認し、一人ひとりの健康状態を確認していく体制を整え、子どもたちが
元気に過ごせるようにしていく。夕方は、気持ちが不安になる子も多いので、
長時間保育の子にとって、特別な時間となるような工夫をおこない、スキン
シップを多くとって情緒の安定を図っていく。引き続き、ホールなど広い場所
を活用し、コロナ対策をしっかり行っていく。

今年度も 全職員

Ａ－１－（２）－⑩

小学校との連携、就学を見通した計画
に基づく、保育の内容や方法、保護者
との関わりに配慮している。

28 10 b b a

昨年度の反省を踏まえ、新年度すぐにアプローチカリキュラムを作
成した。その他全体的な計画や5歳児の保育指導計画に小学校との
連携や就学も関する事項がされ、それに基づいた保育を行ってい
る。幼保小の連携会議や、栄小学校との様々な情報交換会は行われ
たが、新型コロナウイルスのため、子どもたちが小学校へ来校する
ことはできなかったのは残念だった。

ひとたのアプローチカリキュラムを作成したが、新型コロナウイルスに対する
項目も増やさなければならない。５歳児の一年間をいかに充実した教育・保育
活動にしていくのか、全職員で強い意識を持ち実践していく。保護者の方が、
小学校の情報をなかなか知る機会がないので、園から手紙等で情報を知らせる
機会を増やしていくことで安心できるようにする。しばらく小学校との交流は
少ないことが予想されるので、子どもたちがイメージ持てるよう工夫が必要で
ある。

今年度も 担当者

Ａ－１－（３)－①
子どもの健康管理を適切に行ってい
る。

34 4 a a a

この一年間新型コロナウイルス対応策として、子どもたちの視診・触診・検
温、各保育室の環境など留意したものの、１月に新型コロナウイルスクラス
ター事態となってしまった。この深い反省を踏まえ、園内の感染防止対策を見
直し、新たなひろたの生活様式を決め過ごしてきた。スタッフ・園児共に健康
観察記録も毎日残している。一時は保健衛生用品が品薄となり、職員一同協力
し合い確保できるように努めた。SIDZ予防は十分気をつけていくことができ
た。

新型コロナウイルス感染事態の反省をもとに、常に細心の注意を払
いながら、対策を徹底していく。新型コロナウイルスのマニュアル
は作成したものの、常に状況が変化しているため、その都度変更し
ていく。引き続き保健衛生用品は日頃から余裕をもって確保してい
く。ひろたの生活様式は全職員・園児で守っていかなければならな
いので、常主幹・保健衛生部中心となって確認していく必要があ
る。

新年度から 全職員

Ａ－１－（３）－②
健康診断・歯科健診の結果を保育に反
映している。

35 3 a a a

春の健診は新型コロナ防止のため中止となった。内科・歯科健診の結果は、保
護者に知らせるとともに、児童ファイルにも記録している。結果はケア会議等
で関係職員に周知している。虫歯の子が多い傾向があり、年度途中までは保健
衛生部が各クラスごとに歯磨き指導を行った。また、「保健衛生教室」でも、
健康診断を意識した内容もおこなっている。新型コロナウイルス感染防止のた
め、昼食後の歯磨きは中止となっているので、こまめに水分をとるなどして虫
歯予防に努めた。

状態がひどい虫歯の子には、家庭へ早めの受診を促しているもの
の、そのままにしていて、子どもたちが苦しんでいることも多い。
子どもの代弁者として、根気強く予防・治療をお願いしていく。新
型コロナの影響で園内の歯磨きは中止になっているので、家庭での
丁寧な歯磨きを呼びかけていく。

今年度も 全職員

Ａ－１－（３）－③

アレルギー疾患、慢性疾患等の子ども
について、医師からの指示を受け、適
切な対応を行っている。

34 4 a a a

国が示している「保育所におけるアレルギーガイドライン」をもと
に,食物アレルギーや気管支喘息、アトピー等の子どもたちへの対応
をおこなっている他、慢性疾患（川崎病等）の子どもについても医
師の指示の下、子どもたちの状況に合わせた必要な対応を適切に進
めている。アレルギー児は安全のため、食事の際は他児との距離を
取ってはいるが、孤食にならない配慮をしている。

食物アレルギー児については、定期的に栄養士も交えた面談をおこ
なうことで、保護者との情報交換ができているので今後もしっかり
行っていきたい。今現在は、アレルギー児１名、疑い１名計２名を
対応しているが今後も全職員での情報共有を徹底していく。今後も
アレルギー児一覧表を今後もその都度作成していく。

今年度も 担当者

Ａ－１－（４）－①
食事を楽しむことができる工夫をして
いる。

35 3 a a a

野菜の栽培活動、食育月間、食事を楽しむ工夫の３つを重点目標とし、子どもが食に関する豊かな経

験ができるよう計画し実践している。野菜の栽培活動では、栽培・収穫・調理して食べるまでを経験

し、記録により確認できる仕組みとなっている。食育月間では、食育教材一覧表を作成し自由に貸し

出ししたが、なかなか各クラスで活用が進まなかった。また、コロナ禍ではあるが感染予防に努めな

がら調理体験を行うことができた。玄関先で食事時の写真を多く展示し保護者が様子を把握できるよ

うに努めた。新型コロナ防止のため、２歳児～５歳児まではアクリル板を活用して食事をとってい

る。

食育月間では、食育は保育の一環としてとらえ各クラスで発達段階にあった食
支援ができるよう、また日常的により効果的に食育ができるよう、教材の貸し
出しをしていくことを進めていく。各クラスがもっと食育に対しての意識を持
つことができるように、働きかけていく。何よりも「食事が楽しい、嬉しい」
と子どもたちが思える活動に工夫していく。

今年度も 担当者

Ａ－１－（４）－②
子どもがおいしく安心して食べること
のできる食事を提供している。

37 1 a a a

経験豊かな2人の栄養士と、更に2人の調理員の4人態勢で、それぞれ幼児を育
てている立場から、専門性に加え、子どもの発育状況や体調等を考慮した、献
立・調理の工夫をおこなっている。保育者と日頃から喫食状況について、給食
会議やも専門部会議等で情報交換を密におこなうことを心がけている。新メ
ニュー、行事食や郷土食を取り入れたり、季節感のある献立となるよう配慮し
ている。お楽しみランチでは子どもたちだけでなく、保護者からも好評であ
り、様々なコメントが寄せられた。

今後も新型コロナウイルス感染防止から、バイキングやクッキングなどできな
いことが予想されるのが、マイナスに考えずコロナ禍だからこそできる活動を
考えていきたい。保護者アンケートではありがたく、日頃の食育活動に対して
嬉しいご意見が寄せられていたので、保護者が日頃食事のことで心配している
ことなどを改善につなげていけるような活動やおたより配布を実施していく。
野菜栽培活動は去年よりも数を増やしてみたい。

今年度も 担当者

Ａ－２－（１）－①
子どもの生活を充実させるために、家
庭との連携を行っている。

34 4 a a a

新型コロナウイルスの影響で保育参観、保育懇談会等中止となり、
保護者面談は新入園児など数人しかできない状態である。そのた
め、日頃連絡帳に写真を多く貼ったり、月に２回ドキュメンテー
ションを配布している。保護者が園内に入れない為玄関先での口頭
のやりとりだけでは連携は不十分であったので、必要に応じて保護
者の支障がない時間に電話連絡などもおこなった。

様々な行事が中止となり、保育の「見える化」はさらに重要な課題
としていく必要がある。ドキュメンテーションは好評のため、引き
続き行っていくが各クラスで内容に差が生じないように、留意して
いく。連絡帳に写真を貼るだけではなく、文章の書き方も子どもの
様子が目に浮かぶような物にしていけるよう、職員同士力を高めて
いきたい。

新年度から 全職員

Ａ－２－（２）－①
保護者が安心してこそ子育てができる
よう支援を行っている。

37 1 a a a

コロナ禍のため、以前に比べると保護者とのコミュニケーションは少なくなっ
たものの、信頼関係を築いていけるように電話対応１つでも丁寧に心がけた。
保護者等からは、いつでも相談できる体制作りを心がけている。「青森しあわ
せネットワーク」への参画、様々な機関・団体等のネットワークを有している
特性を活かし活用を促したり、子どもの育ちに留まらず、生活苦（貧困）、障
害等への相談にも応じることが多かったため、園だけではなく市役所等と連携
を図ることが多かった。

新設した「みんなの遊戯舎みどりの風ルミナス」を活用し、月２回
子育て支援事業を行うことになったので、内容を様々検討していき
たい。様々な家庭の状況により、園だけでは対応できない事例も多
くなりつつあるので、今後も各機関とも連携をしっかり図っていき
たい。保護者への対応力は、スタッフで差があるため園内研修など
を通して、主幹・副主幹がよき手本者となり、身につけていけるよ
うにしていく。

新年度から 担当者

Ａ－２－（２）－②

家庭での虐待等権利侵害の疑いのある
子どもの早期発見・早期対応及び虐待
の予防に努めている。

35 3 a a a

朝の登園時や日中の着替え等、虐待等の権利侵害の兆候を見逃さないように、
子どもや保護者の心身の状態、家庭での養育状況について、把握するように努
め、疑わしい場合は、速やかに園長・主幹・関係職員によるケース会議を招集
し、園内で情報を共有・整理し、対応を協議し、必要に応じて市役所・児童相
談所へ通報をおこなっている。以前よりも子ども・保護者の変化に敏感に気付
くスタッフが増え、各専門機関と多くの連携を取ることができた一年だった。

防止の為には、保護者の様変化にすぐ気づき、支援を行うことが大
切なので、日頃のコミュニケーションを大切にしていく。虐待防止
ﾏﾆｭｱﾙ園内研修をおこなってい、全職員が防止に向けてのﾁｪｯｸﾎﾟ
ｲﾝﾄや、子どもの状態や行動の特徴、権利侵害が及ぼす心身への影
響等への理解を図っていく。

今年度も 全職員

Ａ－３－（１）－①

保育士等が主体的に保育実践の振り返
り(自己評価）を行い、保育実践の改善
や専門性の向上に努めている。

35 3 a a a

保育者は指導計画の記録やｸﾗｽ会議・ケア会議を通じて、保育実践の自己評価
をおこなう事を心がけている。新たに、園児個別生活記録も作成することにな
り、さらに保育を振返る機会は増えたように感じる。また、各自丁寧に自己評
価をおこない、その結果をクラス・専門部でも評価することで、互いの学びが
高まっている。最終的には、園全体の自己評価とし、課題や改善をあきらかに
している。すぐに改善へなかなかつなげられない事もある。

改善点に向けて期限を決めて、どこまで達成できているか総務研修
部が把握し、各専門部・クラスをサポートしていく。主幹・副主幹
だけが指導にあたるのではなく、同僚性のメンター制を強めてい
き、よき助言・相談者となれるような組織作りをおこなっていきた
い。

今年度も 全職員

現　　状

令和２年度 保育サービスの自己評価・改善実施 総括表

改善実施計画
第三者
評価

個人別評価
専門部
評価

全体会
評価
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