平成２９年度

幼保連携型西神吉認定こども園

事業報告

＜総括＞
行政の施設整備補助事業により実施された園舎の建替えが完了し、新園舎での生活がスタートしました。
地域や社会のニーズに応えられるよう保育室面積を拡大したことで園児定員を増やすと共に１号認定の受
入れも増やしました。就学準備としての基本的生活習慣の確立を図る教育を引き続き行い、日本の伝統行事
や文化行事の実施を通じて情操面を培うよう努めました。恵まれた園庭環境を利用し、十分に体を動かして
遊んだり、苗から育てた野菜を収穫したり、地域探索等に出かけ地域の自然にも触れました。また、園の活
動を地域の方々に理解していただけるよう、園行事の公開・育児相談・園庭開放を数多く行う等、全ての子
どもの育ちを支援し、地域に開かれた園となるべく以下の事業内容を実施しました。
＜内容＞
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１、子育て家庭へのこども １、毎週 2 回の園庭開放、すくすく １、
・園庭開放(年間 76 回)、すくす
園機能の開放
子育て教室で未就園児と親の
く子育て教室(年間 25 回)実
体験保育
施した
２、子育て等に関する相談
や援助の実施

２、相談は毎日実施。また、電話相 ２、
・年間 6 件以上の相談を受け付
談も可。それ以外に毎月 8 回の
けた
園庭開放時、すくすく子育て教
･社団法人兵庫県保育協会の乳
室実施時に毎回実施
幼児子育て応援事業にも参加
し、育児不安の解消や親育ち
の機会を提供した（年間 76 回
実施した）

地域貢献の視点より

３、子育て家庭の交流の場 ３、毎週 2 回の園庭開放、すくすく ３、
・園庭開放(年間 76 回)、すくす
の提供及び交流の促進
子育て教室を通じて交流の場
く子育て教室(年間 25 回)実施
の提供
した
・園庭開放は毎週月、水曜日に
実施した
４、地域の子育て支援に関
する情報の提供

・園だより、園庭開放のお知ら
４、園だより等を通じて情報の提供 ４、
せ等により情報を提供した

５、老人とのふれあいを通 ５、老人ホーム慰問、茶話会で地域 ５、・６月の茶話会で地域の老人・
祖父母を招いて茶菓の接待を
じて地域文化の伝承と
の老人・祖父母を招いて交流
し、新園舎のお披露目等で交
老人の孤立化の防止
流した
６、子どもの日の集い、七夕まつり、
６、園行事の地域への開放
水遊び、歯磨き指導、夏まつり、 ６、全て実施した
・ポスター等掲示をして、行事
により地域の活性化と
地蔵盆、運動会、人形劇観賞、
公開を知らせた
子育て、子育ての支援
かまどでご飯、作品展、消防署
をはかる
立会い避難訓練、豆まき、ひな
まつり等の公開実施

重

点 実 施 項 目

１、保護者が働いているい
ないにかかわらず就学
前の子どもを受け入れ
教育・保育を一体的に
実施する機能をもつ幼
保連携型認定こども園
としての運営
２、教育・保育内容
（１）認定こども園教育・
保育要領に基づく保
育の計画と評価の実
施

（２）小学校へつなげる保
育

実

行 内 容

実

施 結 果

１、幼保連携型認定こども園として
積極的な 1 号認定の受入れ

１、38 名の応募があり、選考基準に
従い 1 号認定を 25 名受け入
れた

（１）認定こども園教育・保育要領
に基づく保育の計画と評価
の実施・保育要録の作成
主幹及び専門の部（教務部）
を設置し対応

（１）実施した

（２）保幼小中の連携及び小学校の
プール体験・給食体験等を通
じた体験学習

（２）すべて実施した

利用者の視点より

少林寺拳法（4,5 歳児）英語
リトミック（3，4，5 歳児）
硬筆習字（5 歳児）を取り入
れ就学に向け幅広い育成を
図る
（３）障害児 3 名、配慮を要する子
4 名の保育を実施した

（３）障害児保育の実施

（３）障害児の積極的な受け入れと
早期発見・早期対応

（４）伝統行事や文化行事
を実施する中で、人間
としての基本的な型
と生きる力を身体で
覚える「心と身体の教
育」の実施

（４）こどもの日の集い、七夕まつ （４）全て実施した
り、夏まつり人形劇、地蔵盆、
運動会、かまどでご飯、作品
展、ハープ演奏会、七草粥、
豆まき、生活発表会、キッズ
ダンス、ひなまつり、少林寺
拳法、野菜や花の栽培等

（５）保護者への保育内容
告知

（５）入園のしおり、園だより、ク
ラスだよりの作成・配布、よ
い子ネットによる情報提示
等

（６）4 月当初で 2 人加配

（５）・実施した
・入園のしおりは今年度入園
132 名(108 世帯)に配布し
た
・園だより、クラスだよりは
12 回発行した
（６）4 月当初で 2 人加配した

（６）保育教諭の加配

（７）虐待児童の早期発見
早期対応

（７）毎日の視診、長期欠席児の理
由確認と市への報告、子ども
センター等、専門機関との連
携

（７）・毎日の視診、長期欠席児の
理由確認と市への報告を
行った
・虐待と判断できる児童はい
なかったが、気になる児童
への報告を行った
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３、健康及び安全
（１）食育の促進

（１）食べることを楽しみ、食事を楽
しみ合う自園給食の実施。保
護者・医師と連携した食物ア
レルギー児への対応。敷地内
に畑を作り、野菜作り等を通
じて、生命を育てることの大
切さや生命のしくみを体験さ
せる
（２）子ども健康状態、 （２）身体計測、内科健診、歯磨き指
導、マラソン、縄跳び等
発育・発達状態
の把握と健康増
進をはかる

（１）・年間 291 日給食を提供した
・6 名のアレルギー児にアレルギー
除去食、代替食を提供した
・園の裏庭に畑をつくり、野菜作り
等を体験した

（２）全て実施した

利用者の視点より

（３）整理・整頓・清掃と手洗い、消
毒の徹底
（４）遊具の点検、避難訓練、不審者
侵入防止とそのための措置・訓
練

（３）毎日実施した

（1）連絡帳の利用、園だより、クラ
スだより、よい子ネット・貼り
紙・高騰による情報提示、子ど
も送迎時の対応、苦情相談の受
付等

（１）・0～2 歳児は連絡帳を毎日利用し
た
・園だより、クラスだよりは 12 回
発行した
・よい子ネットでの情報提示は随時
32 回以上実施した

（２）低年齢児保育の
積極的な実施
（３）働く両親の就労
支援

（２）0・1 歳児の積極的な受け入れ

（２）19 人を受け入れた

（３）一時預かり、延長保育（18:00
～19:00）の実施

（４）安全で安心な遊
び場の提供

（４）花壇・畑の手入れ、園庭開放

（３）・一時預かりは延べ 156 名受け入
れ
延長保育は延べ 1797 名保育した
（４）・管理員及び保育教諭とで園庭の
草抜き、花壇・畑の手入れをし
た
・園庭開放は年間 76 回実施した

（５）親の就労形態を
問わない受け入
れを図る
（６）保育サービスの
全体的な質の向
上をはかる

（５）認定こども園の 1 号認定児の充
実を図る

（５）認定こども園の 1 号認定児を 25
名受け入れた

（６）保育教諭、職員の研修の実施

（６）・接遇の講師を招き、研修会を実
施した（2 日間）
・保育実践に必要な専門知識･技術
を向上、習得する研修や、保護者
対応に関する研修、職場の組織性
を高める研修に 53 回参加した
・職員会議では園内研修を 10 回実
施した
・全保育教諭の研究保育を実施し、
保育の改善、質の向上に努めた

（３）環境整備と衛生
管理の徹底
（４）安全指導と不測
の事態への対応

４、保護者支援
（１）園と家庭の相互
連絡の充実

（４）・遊具の点検は毎日実施した
・避難訓練は年間 24 回実施した
・不審者侵入防止措置について
職員が周知し、訓練(職員研修)
は 2 回実施した
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５、苦情解決
（１）苦情への適切な対応
をはかり、利用者の満足感
を高める

実

行

内

容
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利用者の視点より

（２）利用者個人の権利を
擁護し、利用者がサービス
を適切に利用することがで
きるようにする

（１）投書箱の設置、連絡帳、口頭、 （１）実施した
電話などによる苦情の受付
投書はなかった
口頭 2 件、電話 1 件、連絡
帳0件
（２）苦情解決責任者、苦情受付担
当者、第三者委員等の担当者の設 （２）事務所前に設置した
置。システム図示、公表（玄関に掲
示）

（３）苦情を密室化せず、
社会性や客観性を確保し、
信頼と適正性をはかる

（３）年度末に 1 年間に発生した
苦情件数などを掲示板・園だより等
で公表した

（３）「要望・意見・苦情・相談」
発生・解決報告書への記入(3
件あり、内容は別紙の通り)
5 月の園だより、園掲示板に
掲示し、公開した

（４）財務諸表の公開

（４）常時事務所に置き、要望者
に公開できるようにする

（４）財務諸表の公開請求はなかっ
た

（１）条件が整えば、行事や日常保
育での交流
（２）条件が整えば、保育参観、授
業参観、合同研修会の実施
新 1 年生の就学引継ぎ

（１）実施できなかった

６、保幼小中連携
（１）子ども同士の交流を
はかる
（２）教職員の交流、情報
交換をはかる

（２）地域の小学校のプール体験・
給食体験に参加するなどの交
流、職員の合同研修会に参加
し交流を図った
就学先の各小学校の担任教諭
に引継ぎを行った
（３）年 8 回実施した

財務の視点より

（３）地域としての取り組
みをはかる

（３）条件が整えば、保育園、幼稚
園、小学校、中学校が参加し
た連絡協議会の開催

１、施設等の老朽化及び定
員増を見据え、園舎の
建替え

１、施設整備事業補助金を利用し、 １、・㈱アーキテクトファーム・前
園舎の建替え
川建設により H28.9 月に着
工した工事は順調に進み、
H29.3 月に園舎引越しを行
い、新園舎にて教育・保育を
提供した
・外構工事は H29.5 月に終了し、
工事完了となった

２、経費の削減対策

２、経費の節約（コピー、上下水道、
電気代等）

３、財務諸表による経営状
態の確認

３、専門家（MAN90 砂田氏）の指
導を受け、財務分析を受ける

２、コピーは使用枚数を管
理する等職員全員で節約
意識をもって取り組んだ
３、実施し、財政は良好で
あった
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業務プロセスの視点より
人材育成の視点より

１、業務改善取り組みの構
築

１、各部、各クラスの PDCA の作
成

２、危機管理マニュアルの
見直しと作成

２、事故防止、事故発生時の対応 ２、全て実施した
マニュアル、投薬マニュアル、
不審者対策、感染症・食中毒
マニュアル、自然災害対応マ
ニュアルの見直しと点検

１、人材の確保をはかる

１、地域だけでなく、関西一円か
ら募集する

２、新人、新採用職員の育
成をはかる

２、採用前より約 1 ヶ月間の研修
の実施
スーパーバイザーとして主幹
保育教諭をつける

３、職員の研修計画の作成
と資質の向上をはかる

３、すべての職員が園内外の研修
を本務に支障のない限り、で
きる限り受けさせ、教務部を
中心に計画を立てて実施する

３、
・支障のない範囲で全職員が研
修をうけた（延人数 95 人）

４、接遇、マナーの向上

４、専門家の指導を受け、研修す
る

４、10/28,3/3 に接遇研修を 2 回実
施した

５、他園との合同研修

５、書写・おとぎ・西神吉認定こ
ども園の職員が参加し、理事
長を中心に法人の沿革・法人
職員の心得を学ぶ

５、法人職員及び新人職員が集ま
り、
3 月に照隅認定こども園に
て実施した

６、職員の能力と意欲の向
上を図る

６、職能等級規程に基づき、キャ ６、正規職員に対し、実施した
リアパス基準表により、昇給、
昇格を実施する

１、実施した

１、ハローワーク、人材派遣会社
を通じ 18 人の応募があっ
た（うち 9 名採用）
２、3/1～3/31 に 2 名、実施した

