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2020➡ 2021 

学校法人鵬学園 



学校法人鵬学園 認定こども園百石幼稚園 

事 業 計 画 

１、 経営理念・基本方針 

経営理念 

「園児・保護者・地域・職員にとってかけがえのない園になる」 

 当園は、開園当初より地域の教育力として、園児のみならず広くおいらせ町の教育の底上げを図るべ

く、教育の質の向上に努めてきた。時代の変化の中でも、変わらずに幼児に必要な環境を整える一方

で、時代のニーズにも対応してきた。平成 23年度より幼稚園型認定こども園となり、0歳児保育をスタ

ート。平成 27年度からは子ども子育て支援法に基づき、施設型給付を受けることで、それまで取り組

めなかった処遇改善が図られる一歩となった。一方で公費投入の量が増えることにより、より一層の説

明責任と地域貢献が求められることになった。平成 30年度より幼保連携型認定こども園に移行し、教

育と保育を行う施設として運営している。平成 31年度は保育料無償化が予定されている。これまで行

ってきた取り組みをより一層真摯に行い、園児・保護者・地域・職員にとってかけがえのない園になる

ことを目標に、計画をここに定める。かけがえのない、とは何か？代わりのない、他にはないオンリー

ワンであること。そして、必要とされること。そのためには、何ができるか？具体的な取り組みとして

事業内容を定める。 

経営の基本方針（重点事項） 

一、 子どもは宝 

 子どもは社会の宝であり、社会の力とは人の力である。未来を作るのは今の子供たち。

子どもを育てることは未来を育てること。社会の原資を預かる思いで、丁寧に教育保育でき

る環境を第一に整える。 

 そのためには、人は人で育つの思いで、教職員の質の向上を常に図るとともに、保護者の

啓蒙にも一層力を入れる。 

一、 地域とともに 

 子どもたちは、地域に暮らしている。地域とともに育ち、地域を豊かにする存在である。そ

のことを踏まえ、地域とともに育てる環境づくりを行う。 

一、 基礎を固める 

衣食足りて礼節を知るというが、何事にも基礎がしっかりしてこそ、その上に理想が成り立つ

ものである。よって、理想高い教育を行うためには、経営の基礎をしっかりと固め堅実に行って

いく。そのためには、理事会・評議会機能を有効に活用し、計画的・効率的な予算執行を進め

る。そのうえで、積極的な園児募集を行い、施設規模の維持を進めていく。 

 



２、 役員体制 

寄付行為に基づき、下記の役員を置く。 

理 事  定数 ６名  現員 ６名  任期２年（残任期間）（元・７・１～３・６・３０） 

理事長 吉田長一 

理 事 吉田絹恵 沼館アイ 吉田長一 西舘栄子 三村亨子 伊藤蝶子 

監 事  定数 ２名 現員 ２名 任期 ２年 

監事 田中美幸 川口久子  

評議員 定員 １３名 現員１３名 任期２年（残任期間） （元・７・１～３・６・３０） 

沼沢いずみ 吉田長一 沼館 アイ 吉田絹恵 三村享子 鈴木京子 松倉英子 

澤頭麻衣子 西舘栄子 堀切川一百合 伊藤蝶子 松本光由 遊塚基  

   令和２年４月１日より新任のものは、前任の残任期間とする。 

役員の会議として、理事会・評議員会は年４回程度行う。そのほか、必要に応じて開催する。 

回 1 2 3 4 

予定する時期 ５月下旬 夏 冬 ３月下旬 

理事会 

評議員会 

事業報告・決算 補正予算 補正予算 補正予算・事業 

計画・当初予算 

 

３、 教育・保育理念・方針 

教育・保育理念  「子ども第一」 

 当園の教育・保育は、乳幼児の人格形成の基礎を養うことを目的としている。子どもがすくす

くと育ち、その子なりの成長をもって、幸せに社会に貢献できる人に育つことである。そのため

に、園はすべての教育・保育が子どもの成長を第一に整えられるべきだととらえる。 

 子ども第一として、子どもの生活の基盤をなす家族、主に保護者とともに、家庭や地域での生

活を含めた園児の生活全体が豊かになるよう、育ちのパートナーとして協力しあい、園の活動を

進めていく。 

教育方針 遊びを中心に楽しみ生活を展開させ、伸びやかに周りの環境とかかわり子供らしく

且つ逞しい人間性を養いたい 

目指す幼児像 健康で意欲のある子ども / 情操豊かで思いやりのある子ども 

教育目標 丈夫で明るい子/ 最後までやり抜き頑張る子/ よく考えて物事を工夫する子 

みんなと仲良く思いやりのある子 

 



４、 運営方針（重点事項） 

（１） 子供の健やかな育ちを第一に活動を行う 

項目 活動内容 

保育環境整備 園舎建て替えに対応して、柔軟に環境設定を行い、園児の保育が促

され、安全が図られる環境設備を行う。 

評価には ECERS を使用し、より客観的に整備できるようにする。 

教育課程 学期に１回のカリキュラムマネジメントを行い、園児の実態に即し

た保育を行う。 

第三者評価 学校関係者評価及び認証評価制度の申請 

アートイズ 年 10 回予定 

 

（２） 子供の育ちは親の育ち 保護者の教育力を高める活動の促進 

項目 活動内容 

教育啓蒙事業 今年度も百大 10 回程度予定。小学校との連携強化。 

父親会 5 回。顔合わせ会、運動会、夕涼み会、イルミネーション設

置、イルミネーション撤去  

 

子育て支援事業 

預かり保育 食の安全に配慮しながら、おやつの種類を増やし、楽しんで過ごせ

るきっかけにする。 

一時保育 弟妹の一時受け入れ 

学童保育 引き続き行う。 

障害児保育 引き続き行う。 

 

（３） 子供は地域で育つ。地域貢献活動の促進 

項目 活動内容 

女神祭り 今年度はなし。 

お祭り 参加 9/20 予定 

生涯フェスタ 参加 10 月 24.25 日 

合奏の参加及び、展示は保育の理解を深めるような内容を検討 

稚魚放流 参加希望。休日の場合は参加希望の保護者とともに職員も 1 名以上

参加する。 

あじゅまる広場 4 月こいのぼり 

地域を盛り上げる活動ですので、職員も積極的に参加する。 

消防関係 凧あげは中止。防火フェスティバルの参加 

点灯式 １１月初旬 イオン下田で合唱披露 



洋光台敬老会 11 月中旬 年長組有志で演技披露 

（４） 常に質の良い教育を行うための、職員研修の強化 

令和 2 年度は保育の基礎技能を見直すための園内研修。職員から希望を取り、現場に即

した内容で行う。具体的研修は計画内別途 

（５） 保育の質を維持するのは厚い職員体制、働きやすく多様に働ける職場環境を作る 

項目 内容 

処遇改善Ⅱ キャリアパスフレームによるリーダー職の任命。 

学期ごとの、リーダー要件のチェックと自己評価。 

採用・定着 副園長 短大非常勤講師 

保育の学校 講師（８月） 

ハッピーメーカー月刊発行 

（６） かけがえのない園であるために ファンが生まれる幼稚園 園児募集計画 

 

５、 利用者定員・対象者 

年齢別・区分別の状況（4月 1日当初の入園見込み数） 

利
用
定
員 

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 ― ― ― １５人 １５人 １５人 ４５人 

２号・３号 ６人 9 人 １０人 １５人 １５人 １５人 ７０人 

合計 ６人 ９人 １０人 ３０人 ３０人 ３０人 １１５人 

見
込 

１号 ― ― ― １１人 １５人 ９人 ３５人 

２号・３号 ３人 ７人 ７人 １７人 １６人 １０人 ６０人 

合計 ３人 ７人 ７人 ２８人 ３１人 １９人 ９５人 

うち、新規 １人 ２人 ２人 ７人 ２人 １人 １５人 

６、 教育・保育を実施する日及び時間帯 

項目 内容 

遊びの広場 登録者数を増やす工夫が必要。 

園の教育内容を知ってもらう。園の存在を知ってもらうことが必要。

イオンの広報スペースをより活用する 

登録 20 名目標 

ホットクラブ 登録者数を増やす（登録 30 名以上目標） 

妊婦さんへのアプローチを行いたい。 

情報発信 通信の場所拡大。定期的に出す、ブログ、FB を有効活用 

ロング 

コンタクト 

はがきは余裕をもって投函。 

OB 会 22 名対象 沼沢・栗原・天間 担当  

成人お祝はがきの戻りは、できる限り再送。 



【１号認定子ども（教育標準時間認定）】 

提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

保育時間 教育標準時間 １０時００分～１４時００分（４時間） 

預かり保育 保育時間 

朝：７時１５分～１０時００分 

夕：１４時００分～１８時１５分 

土曜：７時１５分～１８時１５分 

休業日 

日曜日・土曜日・祝日 

お盆期間（８月１３日～８月１５日） 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

夏季（７月２１日～８月１６日） 

冬季（１２月２４日～１月１５日） 

学年末休業（３月２６日～３月３１日） 

学年始休業（４月１日～４月４日） 

開園記念日（４月１０日） 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 
保育標準時間 ７時１５分～１８時１５分（１１時間） 

保育短時間 ８時３０分～１６時３０分（８時間） 

延長保育 

保育標準時間 
朝：なし 

夕：１８時 15 分～１８時３０分 

保育短時間 
朝：７時１５分～８時３０分 

夕：１６時３０分～１８時１５分 

開所時間 
月～金曜日 ７時１５分～１８時１５分 

土曜日 ７時１５分～１８時１５分 

休業日 
日曜日・祝日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

７、 教育・保育の内容①（年間行事等） 

 教育・保育課程、指導計画等 

主な年間行事 

月 行事・活動名 対 象 

4 始業式・入学式・ 全園児・保護者 

5 親子縦割り活動日 全園児・保護者 

6 ふれあいデー 全園児・祖父母 

運動会 1 歳児以上・保護者 

7 ウエルカムデー（特別活動参観日） 保護者 



夕涼み会 全園児・保護者 

お泊り保育 年長組 

8 始業式・ジャガイモ掘り 全園児 

9 親子レク 年長児・保護者 

マーチング大会 年中児以上 

10 子どもフェスタ・ハロウィンパーティー 全園児 

園外保育・サッカー大会 年長児 

11 焼き芋パーティー・七五三詣り 

オータムコンサート 

全園児 

 ふれあいデー 2 歳児以上・祖父母 

12 お遊戯発表会 2 歳児以上・保護者 

プラネタリウム見学 年中児以上 

ホーム慰問・相撲大会 年長児 

1 始業式 全園児 

2 豆まき・お店屋さんごっこ 全園児 

縄跳び大会 2 歳児以上 

3 音楽発表会 1 歳児以上・保護者 

引継ぎお茶会・お別れ会・修了式 全園児 

 卒園式 年中児以上・ 

保護者 

 毎月 1回開催 誕生会、避難訓練 全園児 

フラ・体操・英語（外部講師指導） 3 歳児以上 

不定期開催 アートイズ（外部講師指導）・野菜の栽培 縦割りクラス 

・教育内容 

幼稚園教育は環境教育と言われています。園舎や園庭、おもちゃなどの物的環境と先生や友達などの人的環

境双方の影響を受けながら、学び成長していく教育です。 

 認定こども園百石幼稚園では、開園当初より、遊びを中心として教育が行われています。そのために広い園

庭が用意されており、活動は利用子どもがのびやかに周りの環境と関わりながら工夫探求できるよう、主体的

に選択できるようになっています。 

・食事の提供 

 「和食を中心に旬を感じられるもの」「自分たちが育てた食材のもの」「添加物を極力排除した安心・安全・

手作りのもの」、このような考えを基本に、地産地消の観点から地元の野菜を中心に使用し、安全・安心でお

いしい給食を用意しています。 

 

 

 

 



８、 教育・保育の内容②（日課） 

 

時間 3 歳以上児 3 歳未満児 

7：15 
早朝預かり保育～8：30 

8：00 

8：30 登園開始 １回目 園バス到着 

9：00 

自由遊び（戸外・室内） 

朝の集会等 

※送迎時は 9：00 までに登園してください 

室内遊び・健康確認 

おむつ交換 

9：30 ２回目 園バス到着 おやつ・水分補給 

10：00 クラス活動 戸外遊び・活動 

10：30 

11：00 昼食 

歯みがき 11：30 昼食 

12：00 おむつ交換・午睡の着替え・午睡開始 

12：30 歯みがき・自由遊び  

13：00 午後の活動 

13：30 

14：00 降園準備・帰りの会 起床・おむつ替え・帰りの会 

14：30 バス利用児降園開始（１回目） 

戸外・室内遊び 

バス利用児降園開始 

15：00 にこにこ預かり保育開始・おやつ 

15：30 
バス利用児降園開始（２回目） 

預かり保育開始 

16：00 おやつ（16：00） 

合同預かり保育での自由遊び 

順次降園 

16：30 

17：00 

17：30 

18：15 預かり保育終了 

９、 職員体制・役割分掌 

令和２年度職員体制・役割分掌 

職名 氏名 主な担当業務 

理事長 吉田 長一 法人業務総括 

園長 吉田 絹恵 園業務総括 



副園長 松橋 恵美 園長業務補佐 

保
育
教
諭 

主幹保育教諭 沼沢 いずみ 保育指導責任者 

保育教諭 

1 竹ヶ原 一恵 年長 めろん 学年リーダー 主担  

2 前田 綾子 年中 もも 学年リーダー  

3 小笠原 咲綾 年中 もも 主担  

4 佐々木 富美子 年少 学年リーダー  

5 新山 美樹 年少 みかん 主担  

6 川崎 至恩 年少 みかん 新卒 

7 池沢 文子 2 歳つぼみ 部門リーダー  

8 石垣 沙映 2 歳つぼみ 主担  

9 澤目 和香子 1 歳にこにこルーム 統括リーダー  

10 大久保 弥生 1 歳にこにこルーム 主担  

11 丸屋 礼子 保育フリー 子育て支援  

12 天間 歩美 保育フリー 年中組  

13 日登 尚子 保育フリー 年少組  

14 一條 葵 保育フリー 年少組  

15 澤頭 麻衣子 子育て支援 統括リーダーチャレンジ  

子育て支援員 

1 栗原 美穂子 子育て支援員  

2 中村 真奈美 子育て支援員  

3 三村 恵津子 子育て支援員  

4 平 香織 子育て支援員  

保育補助員 

1 東海林 佑望 保育補助員  

2 堤 悦子 保育補助員  

3 長谷部百合佳 保育補助員 中途 

看護師 日座 紗矢香 看護師・療育補助  

事務 

1 小向 敬子 統括リーダー  

2 笠水上親子 事務主任   

3 大坊 明子 事務補助  

調理員 

棟方 ひかる 栄養士 部門主任  

1 坂井田 亜希子 調理師 部門リーダー  

2 佐々木 登美子 調理師  

バス送迎 

1 高橋 隆仁 運転手 ・ 用務員 部門リーダー  

2 藤田 章吾 運転手  

3 高田 順子 添乗員  

委託医 内科医 磯嶋 泰 国民健康保険おいらせ病院 

 歯科医 木村 英敏 木村歯科医院 

学校薬剤師 薬剤師 福永 恵美子 クローバー薬局 おいらせ店 



特別活動講師 

久保田圭伸 体操指導 久保田体操スクール 

雫石るり子 三沢綜合チャームスクール  

バーニー・リンクイスト 

立崎マリア 

英会話指導 

 職員の配置状況（令和２年４月１日現在） 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 １人  人 １人  

副園長 １人 １人  人  

主幹保育教諭 １人 １人  人  

保育教諭 １５人 ８人 ７人  

保育補助員 ８人 人 ８人  

事務職員 ３人 １人 ２人  

看護師 １人 人 １人  

栄養士 １人 １人  人  

調理員 ２人 人 ２人  

運転手 ２人 １人 １人  

 

１０、 職員行動指針 

「私たちは、ハッピーメーカーです」 
 子ども、保護者、地域、園、そして自分自身の人生において、ハッピーを生み出すハッピーメー

カーになることを目指します。 

24 年～26 年までは「職員の質の向上」、27 年度～29 年度は「ハッピーメーカー」強化期間とし

て、個人個人が身近な行動に磨きをかけました。30 年度から 32 年度までは、「チームでハッピーを

作ろう」で、協力して環境整備を行ってきました。 

令和２年～４年までは「原点回帰」を目標に、日々の仕事の見直しや、組織の見直し、再構築を通

じて、職員が迷わずに仕事をすすめ組織の層が厚くなり、これからの多様な社会に対応できる組織

作りを目指します。 

 

１１、 職員による会議 

職員の会議は、毎日のミーティングと月例会の他、行事後の振り返りなど必要に応じて行うケ

ース会議、保育方針検討会、リーダー会議棟を開催する。さらに、年 3回の全体会議では、理事

会等の経営方針の伝達や経営課題の共有、職員の資質と保育の質の向上、施設機能の充実に向け

て協議を深めていく。 

 

常時 保育カンファレンス 担当者 

月 1回 月例会 

（運営会議・給食会議・クラス会議） 

保育教諭・給食担当者・事務担当者 

年 3回 全体会議  全職員 



（保育方針検討会議・保育改善検討会議） 

必要時 ケース会議 副園長・主任・関係職員 

 

１２、 職員の研修・人材育成 

教育の質向上は、運営の重点事項でもある。認定こども園百石幼稚園らしい教育を行うために

も、個々の園児理解ができる基礎的な知識と、成長を促すことができる技術を併せ持つことが重

要である。また、学びは学習者本人の意欲に基づくものでなければ、効果を見込めない。よって、

職員研修は、研修俯瞰図を活用しながら、園内研修を職員が企画運営し、保育に生かせる内容を

学んでいく。また、園内研修では補えないより専門的・革新的な学びについては、青森県私立幼

稚園連合会をはじめとする各種団体が主催する外部研修を積極的に活用する。 

 自己研鑽や資格・免許等の取得を望む職員に対しては、研修費の助成や休暇取得の促進等の支

援を積極的に行っていく。 

 人材育成については、一年に一回実施する人事考課（12月）並びに定期面談（11月）において、

職員一人一人の勤務成績や就労上の問題等について、把握・改善に努めるとともに、新採用への

足場作りにも力を入る。ボランティアや見学の受け入れなど、当園への理解促進を図り、継続的

な採用につなげる。 

 

令和２年度 主な研修計画 

（１） 内部研修 年間を通じて毎月カリキュラムマネジメント 

時期 内容 企画・講師 

4月 園内研修「コミュニケーションスキル」 大久保・澤目 

5月 園内研修「マーチング技能講座」  竹ケ原・栗原 

6月 園内研修「絵画技法」 前田・小笠原 

7月 園内研修「カリキュラムマネジメント 検討会」  

8月 園内研修 「幼児造形技法」   

9月 園内研修「保護者支援法」 池沢・石垣・中村 

10月 園内研修「保護者支援法２」 新山・川崎・一条 

11月 園内研修「絵画技法２」 佐々木・日登 

12月 園内研修「カリキュラムマネジメント 検討会２」  

1月 園内研修「コミュニケーションスキル２」 澤頭・天間 

2月 園内研修「カリキュラムマネジメント 検討会 3」  

3月 園内研修「次年度の保育カリキュラム作り」  

 

 

 

 

 



（２） 外部研修 

時
期 

研修会名 分
野 

場
所 

参加予定者 

副
園
長 

保
育
者 

看
護 

調
理 

他 

4月  特支 東京 1     

5月 キャリアアップ研修会 保育 八戸  ２   １ 

6月 全国認定こども園協会青森県支部研修

会 

県私幼 乳幼児保育研修会 

自閉症支援セミナー 

保育 

 

乳児 

特支 

八戸 

 

青森 

八戸 

 2 

 

2 

5 

   

7月 自閉症講座  

自閉症支援セミナー  

特支 

特支 

青森 

八戸 

 

 

4 

4 

   

8月 八戸地区教員研修大会  

自閉症支援セミナー  

保育 

特支 

八戸 

八戸 

1 

1 

5 

4 

   

9月 児童福祉施設 給食講座 弘前市 

自閉症支援セミナー  

食育 

特支 

弘前 

八戸 

  

4 

 1  

10

月 

東北地区私立幼稚園教員研修大会  

自閉症支援セミナー  

研究 

特支 

青森 

八戸 

1 2 

4 

   

11

月 

自閉症支援セミナー  

救命救急講習  

特支 

保健 

八戸 

八戸 

 4 

1 

 

1 

  

1 

12

月 

キャリアアップ研修会  保健 八戸  1    

1月         

2月 虐待防止要保護児童対策研修会 保健 八戸  2  1  

3月         

このほかにも、随時研修会への希望や、キャリアアップ研修への参加を促進する。  

１３、 給食実施・食育活動 

「自ら、食べる力のある子ども」（新）を食育の目標に掲げ、これまでの食育活動を体系化して

取り組む。特に、クラスでの栽培活動と、食べる楽しみを培う活動は連動できるようにする。ま

た、年長組での食事のマナー講座についても、取り組みの準備を行う。 

給食は、「安心安全な手作り給食」を徹底。また、離乳食やアレルギー食への細かな対応として、

栄養士による保護者との連絡ノートのやり取りを行い、保護者の意向にも十分に配慮した食事を

提供する。献立表では、人気献立のレシピを配信するなど、家庭と園双方で、園児の食事に配慮

できる環境を整えていく。 

 

 



１４、 保健衛生 

施設内外の保健衛生環境の充実として、日々の器具玩具等の消毒殺菌、嘔吐時・汚物処理、食

品衛生処理等に、看護師の指導に基づいて次亜塩素酸（50ｐｐｍ、200ｐｐｍ）を使用する。また、

乳児クラスには、マイナスイオン空気清浄機を使用し、感染症の拡大を予防する。以上児クラス

においては、昼食時の換気を徹底し、そのほか適宜換気を実施する。特に冬場はインフルエンザ

予防に向けて、湿度計を設置し、換気と湿度の管理を行う。 

コロナウイルス対策としては、感染対応スケールを使い、的確に迅速に対応していく。 

さらに、感染症流行の時期にあっては、保護者への情報提供として緊急連絡網及びホームペー

ジを利用して、園の様子や罹患者数、近隣小学校の流行の情報などを、頻回にお知らせする。 

１５、 健康診断 

園児は、春と秋の２回、内科と歯科の健康診断を、職員は秋に年１回の定期健康診断を実施す

る。園児の未実施者においては、園で再受診を徹底し、受診漏れのないように努める。特に途中

入園者においては、実施の確認を行う。 

衛生推進者は職員の健康管理への支援を強め、健診時のデータをもとに再検査の徹底を図り、

健康維持を促進する。私学共済の資料も同時に活用する。身体の健康及び心の健康を促進するた

めにも、新入社員には日々の振り返りを丁寧に行い、不慣れな仕事、環境によるストレスの軽減

を図る。 

１６、 災害訓練・安全対策 

これまで同様、地震等災害避難訓練を、学校安全計画にのっとり年１２回（うち２回は総合訓

練）行う。中でも、不審者対応を年３回行い、今日的な課題にも対応できるようにする。 

また、日頃より近隣関係施設（主に、百石荘老人ホーム、百石小学校・甲洋小学校、子育て支

援室、おいらせ警察署、おいらせ消防署等）と連絡を取り、もしもの際には早急に対応できるよ

うにする。 

１７、 機関紙・情報公開 

園児保護者に対しては、毎月１回の園だよりを発行している。また、ブログ及び Facebookペ

ージにおいて、園での活動の様子や趣旨を伝えている。これは、卒園児保護者や近隣住民、教育

関係者にも配信されており、広く情報発信の場となっている。常時３００～８００回程度の閲覧

がある。 

今年度も引き続き ICT化を進める、保護者がより早く、簡単に、繰り返し情報を確認できる環

境を整えていく。ペーパーレス化にも努め、環境にも配慮しながらより細やかで迅速な情報発信

を行っていく。 

１８、 利用者との連携、意向の把握・尊重 

保護者をはじめとする利用者の意向や要望、疑問や苦情等を日常的に把握するため、園設置の



意見箱、電子メール、保育参観、保護者説明会、保護者懇談会、個人面談、父母の会役員会、各

種行事後の連絡帳へのご意見等を活用する。 

 寄せられた意見等については、その都度、的確迅速に対処・説明等を行う。また、必要に応じ

ては、第三者委員の協力・連携により、誠実かつ適切に改善や説明責任を果たしていく。 

 

 相談・要望・苦情窓口 

 

相談・苦情受付担当者 小向 敬子 事務責任者 

相談・苦情解決責任者 松橋 恵美 副園長 

第三者委員 

小向 文江  
０１７８－５２－４１１０ 

あゆみ保育園勤務 

川口 美幸 
０１７８－５２－２５１８ 

あゆみ児童クラブ勤務 

 

１９、 地域との連携 

当園は、子どもは地域で育つことを念頭に置き、地域に教育の重要性を伝えるとともに、子供

たちが地域とともに過ごすことの大切さを感じていただけるような活動を行ってきた。今年度も

引き続き、地域での活動を行うとともに、地域と保護者が協同できるような場を増やしていき、

相互理解を深めていく。また、百幼大学を百石小学校成人委員会と合同で行い、地域で協力し学

びの場を作る。 

２０、 実習生・ボランティア等の受け入れ 

当園は、これまでも社会貢献の観点から、積極的に保育実習生やボランティア等を受け入れてき

た。ここにインターンシップの要素を強く意識し、保育士への就職を希望できるような情報提供

の場として、活動を充実させていく。 

区分 趣旨 提携先 

保育実習生 ・保育者を目指す学生に知識技術の習得を支援 

・職員の日常業務や施設設備の常態を見直す 

青森中央短期大学 

八戸短期大学 

東京福祉大学等 

インターンシップ ・認定こども園についての理解を支援 

・地域教育環境整備への貢献 

・保育の現場を公開し、就職希望につなげる 

百石中学校 

百石高校等 

一般保育士 

ボランティア ・保育士希望者への学びの場の提供 

・園業務の充実や補充（園行事業務補助など） 

八戸短期大学 

東京福祉大学等 

 



２１、 固定資産購入・建物改修計画等 

現在申請中であり、令和２年度に申請の内示をもって作業を進める。 


