
ａ ｂ ｃ い　つ 誰　が

各専門部リーダー

全職員b

・自らの保育実践と子どもの育ちを振り返り、自分自身で反省点や改善点を
見出しているが、自分の足らない部分を評価されたり隠したい気持ちは誰に
でもある為、改善されているか分かりづらい。しかし、解説書等を皆で読み合
わせることも出来ていることから、自園の不足している部分を知ることができ
ている。改善への努力をチームでおこなっていけるよう努めたい。

・話し合いとなると消極的になってしまう為、振り返ることで園や
保育の質の向上になる為の自己評価という趣旨を理解し全職
員で改善に努める。一覧表を基に各専門部のリーダーが主と
なって、より具体的な改善計画を立てて、改善へ繋げていく。

新年度から

・虐待の兆候を見逃さないよう保護者や子どもの様子に注意を払
い早期発見に努めているが、新人や新採用の職員は対応の仕方
に不安だという意見もあった。関係機関との連携を図る為の取り組
みと、園内研修が不十分であった。

・関係機関との連絡体制がすぐ分かるよう、マニュアルに基づい
た通報の手順を作成し、事務室に張り出す。園内研修で、早期
発見のポイントを理解し、早期発見・対応・予防に努めていける
ように、マニュアルに沿った流れを実施する機会を設けていく。

新年度から

総務研修中
心

保育支援
全職員

b

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。 1 10

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
の防止に努めている。 5 6

b

・個人面談用紙に記録され全職員への周知が図られ共通理解できていが、
日々の保護者対応の仕方が、統一されていなかったり、自分の経験談だけ
で返答することはあってはならない。また、相談内容に対しての報告・連絡・
相談なく個人の判断で返答し、それが適切ではなかったこともあり、不快な思
いをさせることになった。信頼関係が築けているという思い込みもあってはな
らない。

・相談があった際の対応の仕方について、職員間で共通理解ができてい
なかったことが問題。信頼関係を失わない為にも、マニュアルに基づいた
研修や実践的な研修を取り入れ、安心につながる支援に努めていく。ま
た言葉や文章で受け止め方によってはトラブルを招くこともあるということを
肝に銘じ、上司へ報告したり助言を受け、しっかりと保護者と向き合えるよ
うにする。

新年度から

総務研修中
心

保育支援
全職員

A-2-(2)-①

保護者が安心して子育てができるよう支
援を行っている。

5 6

b

・保育の方針や保育課程においては重要事項説明書や法人のＨＰ、チェリッ
シュブックにて分かりやすく伝えられている。保育参観の機会が減ったり行事
の参加は人数制限があったりと例年にはない取り組みの中、保護者との連携
を密にしなくてはならなかったが、対話や連絡帳の書き方等伝えるといった
部分で配慮が不十分な部分もあり、クレームの対象となることもあった。

・職員間での連携にも、受け取り方、捉え方に若干のズレがある為、共通
理解する為の取り組みをしっかりとおこなっていく。園での参観が減った
分、保育支援から、家庭でできる取り組みをおたより等で提供していく。新
年度はＪモバイルで連絡をしたり、えんフォトを利用して日々の子どもたち
の様子を伝えたりしていくようにしたい。

新年度から 保育支援
全職員

A-2-(１)-①

子どもの生活を充実させるために、家庭
との連携をはかっている。

5 6

ａ

・毎月人気献立や気になる子について、クラスごとにアンケート調
査をしながら記録している。また各クラスと情報交換をおこない、
一人ひとりの食事に配慮したりアドバイス等をおこなっている。行事
食や、旬の野菜を使用した食事は子どもたちの学びにもつながって
いる。衛生管理に基づき日々の消毒に力を入れながら調理してい
る。

・ナン作り～世界の食へテーマを向けてみた為、来年度は行事食・お誕
生会食では、他県の郷土料理に取り組んでみる。安心して食べる為に
は、どんな食材をどのように調理しているか見ることも大切。作っている様
子や盛り付けられた給食を見れるような窓になっている為、保育者が積
極的に働きかけ、見るということも食への興味・関心につながる。

新年度から
調理担当中

心
全職員

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。

9 2

ａ

・音楽をかけて食事をすることで黙食につながりコロナ禍での静かな食事
を実行できた。子どもが食に興味を持ち少しでも苦手なものをなくし豊か
な経験を育むように、食育指導やクッキングを通して伝えている。通信で
は家庭への発信に努め、レシピを提供して家庭へのサポートに繋げた。
また地域の特性を活かしてアップルパイを作り、地域の人と交流しながら
楽しむことができた。

・黙食の目安となる為クラッシク音楽を流し、音楽を流すことで雰囲気も
和む為、継続して取り組んでいく。また食育の日を設定し、保育支援・安
全保健と連携してシアターやゲームを取り入れながら、食への興味・関心
につながる取り組みをおこない、３歳未満児からの食育にも力を入れてい
く。 新年度から

安全保健部
保育支援部

A-１-(４）-①

食事を楽しむことができるよう工夫をして
いる。

8 3

a

・アレルギーがある子の定期的な受診結果をもとに、保護者や調
理員との連携や万が一の薬の投与の仕方や連絡体制についての
記録がある。メニューも他の子と違う日もある為、配膳の際は、お
盆の色を変えるなど十分気を付け、その他の子にも趣旨を伝える
等、疎外感が感じられないようメニューにも配慮していた。

・アレルギー児のいるクラス担任や、調理員だけでなく全職員で
共通理解を深められるようにしたい。会議等でその都度伝えて
周知をしているものの、シフト制でもある為、どの職員でも対応で
きるよう、実際におきたこと（重症化）を想定した訓練をおこなう
ようにする。

新年度から
安全・保健部中心

全職員
A-１-(３）-③

アレルギー疾患、慢性疾患等のある子ど
もについて、医師からの指示を受け、適
切な対応をおこなっている。 8 3

ａ

・健診の結果は各家庭に周知し、ほけんだよりにて虫歯保有者や
本数の割合を公表することに初めて取り組んだ。クラスによっては
治療にいく家庭も多かった。また、新型コロナウイルスの状況によ
り、一人ひとりの間隔をあける等の他、歯磨きの仕方に考慮し、そ
の内容についても手紙を配布し理解を求めた。

・歯磨き指導を重点にし、健康づくりの一環として毎月１９日を
食育の日として、計画を立てて実行していくようにする。野菜に
ちなんだ体操等、食と健康づくりを連動した取り組みなどを試み
る。

新年度から 安全・保健部A-１-(３）-②

健康診断・歯科検診の結果を保育に反
映している。

8 3

b

・家庭での生活状況、既往症、予防接種状況、乳児健診の他、
嘱託医による健診の他、今年度はほけんだよりの発行に試み、生
活習慣の見直しや感染症について等、保護者へ周知することがで
きた。また、健康チェック表も毎日記入してもらうことで、保護者の
方や保育者にとって具体的に子どもの体調を管理しやすくなった。

・専門部から感染症流行時の対応の指示を出してもらい、記録に残して
いく。今後もほけんだより等で、様々な情報の提供をおこなっていく。
・毎月の身長・体重の計測の仕方や保健計画の作成、実施状況の記録
化ＳＩＤＳに対しての取り組み等、反省点を踏まえ改善に努めていく。 新年度も

安全・保健部中心

全職員
A-１-(３）-①

子どもの健康管理を適切におこなってい
る。

5 6

b

・今年度はコロナ禍ということもあり、例年であれば小学校の運動会
や学習発表会のリハーサルを見学し就学に対して具体的にイメー
ジや期待感を持つことができたが、就学時健診の際に教室の雰囲
気を味わったり机に座ったりという活動等の体験となり、見通しや期
待感を持たせにくかった。小学校以降への見通しの持たせ方を考
える必要がある。

・今後も地域の連絡会に参加したり、保育要録で子どもの良さを伝えた
り、意見情報交換を小学校職員としたりすることを継続していく他、園内で
就学に向け子どもたちに具体的なイメージがもてるような取り組みを明確
にしていく。基本的生活習慣の確立、給食時間につなげる食育、授業時
間の集中力を養うための日々の継続した活動、文字・かずへの興味関心
を育む取り組みの継続などを意識し、就学への期待感を育む。

新年度も
年長担当

保育支援部
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。

4 7

b

・子どもの状況や迎えを待つ子どもの気持ちに寄り添うようにし、自由に好き
な遊びができるよう配慮した。専門部の話し合いから引継ぎを明確にする為
にも連絡ノートを活用することを取り入れ適切に行えるようにした。しかし行事
があると準備等で慌ただしくなり、活動内容など配慮できていないこともある。
朝早くから夕方遅くまでいる子もおり、時には荒れる子もいて怪我をすることも
あり、見守りの部分で不十分なこともあった。

・保育が長時間にわたる子もいる為、活動がマンネリ化することなく、家庭
的な雰囲気の中過ごすことのできる環境改善に努めていくようにする。保
育士だけでなく、子育て支援員、保育補助とともに、危機管理に関する園
内研修を取り入れて意識の向上に努めていく。 新年度から

保育支援部
総務研修部

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。 11

b

・療育を受けている子は医療・専門機関と連携して情報を共有し
たり助言を受けて支援したりして配慮に努めた。また、気になる子
にに関しても専門機関から接し方や取り組み等の助言を受け、取り
入れるようにした。いつも同じではないため、対応は難しいが、職員
間でも情報を共有しながら、みんなで育てていくようつとめた。

・気になる子へは支援の仕方や環境設定、声がけの仕方により
改善されることもある為、専門書を読んでみたり、様々な方法で
試したりと、一部の職員だけでなく理解を深める為の取り組みを
職員間でしていく。また、取り組みが良かったものは記録に残し
共有していく。

継続
新年度から

保育支援中
心全職員

A-１-(2）-⑧

障害のある子どもが安心して生活できる
環境を整備し、保育の内容や方法に配
慮している。 5 6

b

・適切な環境をその都度模索・検討しながら、保育内容や方法に
配慮していた。また、各クラス気になる子がいる中で、保育者間で
連携しながら活動できた。またコロナ禍っであったが、感染対策を
考えながらこれまでと変わらない活動を行うことができた。保護者
の行事参加・参観が少なかった中で、伝えるといった部分での工
夫は足りなかった。

・日々の様子も見えるようドキュメンテーションの活用をし伝えて
いく。一人ひとりの子どもの育ちに合わせ今後も養護の部分は基
本的な生活習慣が定着していくよう継続していく。運動会・夏祭
り・お遊戯会に向けて教育的な内容を取り入れ、日々の活動の
中に盛り込み指導していく。

新年度から
保育支援中
心全職員

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。

5 6

b

・保育室の環境としては安全面でもっと工夫が必要と感じる。保育
室内で過ごすことが多く、伸び伸びと活動出来ていないせいか、噛
みつきや怪我が多くあった。

・一人ひとりの発達の特徴を踏まえ、子どもの育ちに合わせて基
本的な生活習慣が身につくようにすることで、自分でしようとする
意欲が高められるよう、年齢別での活動や環境を整えていく。
年齢別保育をすることで、室内でものびのびできる環境づくりを
作る。

新年度から 全職員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。

4 7

b

・応答的な関わりを日々しているが、0.1.2歳児の混合保育である
為、０歳児にとって、安らぎのある適切な環境とはいいきれず、０歳
児だけでゆったりと過ごす等の活動の工夫が必要である。

・月齢によって発達の個人差が大きい。安全を確保し保育者と
十分な愛着関係を形成できる関わりをするためにも、安心して
過ごせる環境づくりに配慮していく。 新年度から 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。

4 7

b

・戸外遊びは積極的に取り入れ、体を動かしたり探索できるようにしている。
その中で人との関わりや社会的ルールが身につくよう配慮してきた。子どもの
生活と遊びを豊かにする保育を展開しているが表現活動が自由に体験でき
る工夫はあまりされていない。また、コロナ禍で地域の人と接する機会や社会
体験の場は少なかったがあざみ組だけでもと思い、地域の方との農作業体
験をする機会を多く設けた。

・本園の園庭は遊具の他、季節によって昆虫取りをしたりソリ滑りをしたり
と、様々な体験をすることができる。一人でじっくりと遊べる環境の他、友だ
ちと協同遊びや活動できる機会を保育者が繋ぐような援助を心掛けてい
く。また子どもたちが考えた遊びを計画的におこなってみる。 新年度から 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。 5 6

・個人差に配慮しながら、生活習慣が身につくよう努めたが、無理
をさせていることもあったのではないか。生活習慣の見直しと改善
できる点を見出していけるよう目をむけたり、基本的な生活習慣を
身につけることの大切さや意味を伝えながら関わったりすることが
できた。

・家庭との連携を密にしたり、クラスだよりやほけんだよりで、手順等を知ら
せたりしていく。その為に、クラス会議や専門部会議で、環境の整備や援
助の方法について話し合っていく。一人ひとりできることと、できないことの
個人差がある為、その個人差が見えないような環境作りを心掛けたり、気
持ちを汲んだりして自分でできた達成感を味わえるようにしていく。

新年度から 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
ことできる環境の整備、援助を行ってい
る。 5 6

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。

5 6

b

・理念・保育方針・目標に基づき趣旨を捉えて編成している。保育
過程は法人の基幹職員で見直し、改善したものが現在のものだ
が、園長・主任の一部の職員の参画であった。

・５年に１度制度の見直しがある為、それに合わせて見直しに取
り組む。それまでに、保育課程や指導計画、保育内容を振り
返って評価をおこなったり、地域の実態を調査したりすることで、
職員全体で取り組めるようになる。

５年ごと 全職員

b

・一人ひとりを尊重し、年齢に合わせた関わり、子どもの気持ちに
寄り添いながら対応するように努めていたが、配慮不足もあり、十
分ではなかった。個々に未熟な部分があり、制止の声がけをしたり
せかしてしっまたりと、穏やかに接することができないこともあった。
会議の中で各クラスの様子、子どものを共通理解できるよう努めて
いる。

・保育者の都合で子どもたちの保育をするのではなく、子ども一人ひとりを
十分に観察し個々に配慮した保育に努める。瞬時の制止させる言葉で
あっても、その後のフォローに努めたり、別のことで褒めたりするなど、全て
の子が平等である保育に努めたい。姉妹園で取り組んでいる、良い保育・
あったかエピソードの紹介が保育者の刺激となり、個々の保育も変わって
いくのではないか。

新年度から

意識で変えられる
ことはすぐに

全職員

改善実施計画

何　　を

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過程を編成してい
る。

5

b

・今年度はコロナ禍ということもあり、除菌等の衛生管理に対して、
職員全体での意識は高まったように思う。また、ポラリエットの設置
や水飲み場が修繕されたことで、清潔感が感じられるようになっ
た。しかし、３歳未満児の保育室では、隙間に入ったり、押し入れ
の扉を開けたりと、良い生活環境とは言えず、改善しなければいけ
ない部分が多々ある。

・今後も感染症対策や蜜を避けるなどの環境作りに職員間で意
見を交換し合っていく。また隙間や死角を作らない物の配置、
安全面に配慮した環境作りに努めていく。保育室内の適温・適
湿や、心地良く過ごせる環境作りをする。 新年度から

保健・安全主体
全職員

全 体

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ような人的・物的
環境が整備されている。 2 9
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