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事 業 報 告 

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

保育を行う施設として運営している。平成 31年度は 10月より保育料無償化が始まり、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、経営を行って来た。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

容を定めた。 

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 
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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 堀切川一百合 沼館アイ 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  

役員の会議として、理事会・評議員会を年４回開催した。 

 開催日 報告事項と議案 

1 5月 28日 報告監査報告、園舎改築補助金内示、設計管理選任報告      

認定 事業・決算報告・財産目録認定 議案 園舎改築に係る入札指

名業者選定を建設委員会へ委任することについて 

2 9月 11日 報告 園舎改築業者専任の報告 議案 補正予算 

3 11月 18日 報告 設計料支払い 議案 補正予算 

4 3月 1日 報告 建設委員より工期延長願い及び中間払い 

議案 補正予算書承認、令和 3年度利用料変更における園則変更、令

和 3年度事業計画承認、令和 3年度会計予算書承認、経理規程及び事

務規定一部変更について 

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 
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みんなと仲良く思いやりのある子 

４、 利用者定員・対象者 

年齢別・区分別の状況（3月 1日現在の入園者数） 

 

５、 教育・保育を実施する日及び時間帯 

【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） 

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 

現
在 

１号 ― ― ５人 ８人 １３人 １５人 ４８人 

２号・３号 ３人 ７人 ７人 ７人 １４人 １５人 ５３人 

合計 ３人 ７人 ５人 １５人 ２７人 ３０人 ８７人 

うち、新規 ３人 ２人 ２人 ４人 ０人 ０人 １１人 
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延長保育 

保育標準時間 
朝：なし 

夕：なし 

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） 

６、 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 
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 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 

７、 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 
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８、 職員体制・役割分掌 

 職員の配置状況（R3 年 2 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 １４人 ７人 ７人  

保育補助員 ８人 ０人 ８人  

事務職員 ２人 １人 １人  

看護師 ０人 人 ０人  

栄養士 １人 １人  人  

調理員 ４人 人 ４人  

運転手 ２人 １人 １人  

 

９、 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 3 年間をかけて職員の質の向上を図ってきました。その結果職員の質の向上が

図られていると感じます。保護者からも評価を頂きました。 

27 年度から 3 年間を「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 年度から令和２年度までは、下記の 6 つを心に、チームでハッピーを作っていきます。 

1. 凡事徹底 

感動は日常を超えたところから生まれる。毎日の生活がすべてを作ると心得る。園児の持ち物の管理

や提出物の整理、部屋の整頓、連絡帳の記入。効率よく行えるように工夫を欠かさない。 

2. 保護者との協力 

家庭の協力あってこその教育。保護者には教育とは何か？教育環境をどのように設定しとらえて

いるかを、わかりやすく伝える。協力を得るためには、保護者の納得が必要。園児に対しては、一つ

一つの活動が、一年間を通じてつながり広がっていくことを意識させながら取り組ませる。 

3. オーダーメイド保育 

子供のプロファイルを作る（保護者の悩みや希望も踏まえる）。そこから、個人の課題と成長の姿を

決め、家庭と目標を共有しながら生活を進めるスモールステップは具体的な成長目標に絞る。トイレ

トレーニング、生活習慣。目標の達成は、毎時確認の上行うこと。子どもの観察（アセスメント）を

重点的に行うこと。 

4. 守秘義務 

守秘義務をはじめとした、専門職としての基本を、忠実に行う（挨拶、言葉遣い、こころ配り）保
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護者が心を開くのは、挨拶してくれる人。保護者が信頼できるのは、言葉遣いを通じてその人の人間

性が見えるから。保護者が感動するのは、心配りに信頼を感じるから。 

5. 専門性の向上 

研修や自己研鑽に努め、専門職としての責務を果たす。当園で大切にしている遊びの持つ発達上の意

味と役割を考える。活動は常に、発達を促し定着する意味で行われること。やみくもな保育は意味を

なさない。発達と活動の相関関係を知ることは、保育者の最も基本的な知識。 

６．向上心を持つ 

もう一歩先へいく、と言う気持ち。できるはずというあきらめない気持ち、きっと変われるという

良い意味での期待。を持つこと。人間性の向上。逆は、これでいいや、どうせできない、これ以上変

化はないという姿勢。自分の子どもを預けたい先生になる。子どもに無理をさせることではない。子

どもの成長を信じる気持ちを持ち続けること。保育に情熱をもって取り組むこと。 

 

１０、 運営方針（重点事項）の評価  

評価 A ・・十分に成果があった  B・・・成果があった C・・・少し成果があった 

 D・・・成果がなかった 

（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 

保育の環境整備 Ａ 

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。 

職員が整理収納アドバイザーの研修に参加し実践。 

※実施日 令和 3 年 1 月 13 日・2 月 3 日（全職員参加の為 2 クールにて実施） 

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。 

※実施日 令和 2 年 7 月 20 日・12 月 24 日・令和 3 年 2 月 27 日 

第三者評価   

実施日 ３月２６日 学校関係者評価 

アートイズ 

 

くだものクラスでのアート活動を、年８回行った。子どもにとっては、新し

い切り口での造形活動を楽しめ、教諭にとっては、教材等造形の学びの場と

なった。 

実施日 ５月１１日 糸電話でソーシャルディスタンス（いちご組） 

    ６ 月 ８ 日 触れる虹を作ろう（もも組） 

    ７月２７日 紙コップ（児童クラブとの合同） 

    ８月２０日 ありがとうの道（みかん組） 
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    ９ 月 ３ 日 探検マント（いちご組） 

    １１月５日 サンキャッチャー（もも組） 

    １２月９日 虹に絵を描こう（もも組） 

    ２ 月 ４ 日 ありがとうポスト（みかん組） 

幼保小連携 今回は、学校との情報交換の機会がすくなかった。１０の姿について、十分

に理解頂くことが大事であるため、今後、連携会議以外にも情報交換の場を

作っていきたい。 

 

（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 Ａ 

百大講座  年６回開催。内小学校との共催１回。小学校に行っても学び続ける機会を作

り、啓蒙及び連携強化につながった。オンライン講座を設け、コロナ下でも

学び続けられるように工夫できた。 

実施日 ５月２７日 オンライン de レッツお片付け ８名 

    ６ 月 ５ 日 親なら知っておきたい、言葉のはなし １２名 

    ８月２２日 我が子の思春期講座 ２２名 

    １０月２２日 楽しく運動！代謝アップ！ジャザサイズ ４名 

    １２月１８日 メモリーオイル入りミラクルアルコールジェルづくり ７名 

１ 月２６日 子どもが育つ・ママが楽になる動きを使って学ぶ講座 ２名 

父親会  年３回開催。例年であれば活動後後慰労会を行い父親同士の交流を図ってい

たが今年度は飲食なしでの活動となった。その中で作業を通じながら関係が

培われ子どもたちのために、今後どのような取り組みをしていくか、活発に

話し合うことができた。 

実施日 ６月１３日 園舎引っ越し手伝い ８名 

    ８月２２日 園庭の環境整備 ７名 

    ８月２９日 環境整備 ７名 

子育て支援事業 Ａ 

預かり保育 

 

預かり時間が１８：１５までとしていたが、冬季の道路状況等で時間に少し

おくれる日が数日あった。基本料金が割り増しとなるものの閉所時間を 15 分

延長し１８：３０とした。本当に必要な方の保育利用となった。それでも、

預かりができる環境があることは、保護者の育児の安心材料となっており、

継続する。 

利用者数  平日預かり保育   ６７２６名 

      長期休業預かり保育 １３４６名 

      休日預かり保育   ４２４名 

（R３.２月末現在） 
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一時保育  弟妹の一時受け入れ   利用者数３３名 

学童保育  引き続き行う      利用者数６名  

障害児保育  園児・保護者の困りに寄り添いながら、療育的対応も併せて、かかわる職員

すべてが効果的に対応できるよう、専門性を深めた。園内でできないこと、

わからないことは、専門家を招致し指導を受けた。 

 

 

 

（3）子供は地域で育つ。地域貢献活動の促進 

項目 活動内容 

地域との連携事業 Ａ 

今年は、コロナで地域での活動がほぼなくなってしまった。そのため、地域との連携活動を今一度

見直す機会になった。オンラインを活用し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

力し学びの場を作った。 

あじゅまる広場参加  コロナのため、なし。 

消防関係 コロナのため、なし。 

女神祭り 今年度はなし。 

百石まつり コロナのため、なし。 

洋光台敬老会 コロナのため、なし。  

地域への広報活動 Ｃ 

生涯フェスタ コロナのため、なし。 

 

（4）常に質の良い教育を行うための、職員研修の強化 

 研修報告 

内部研修 Ａ 

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だ。 

時 期 内 容 企画・講師 参加人数 

4月 25日 園内研修 

「肯定的なコミュニケーションの方法」 

未満児組担当 18人 

5月 30日 園内研修「マーチング」 年長組担当 18人 

6月 27日 園内研修「制作における情報共有」 年中組担当 18人 

7月 25日 園内研修「カリキュラムマネジメント」 澤頭 15人 

8月 8日 園内研修「制作 100本ノック」 全職員 17人 

9月 26日 園内研修「保護者支援について 未満児組担当 16人 
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～未満児編～」 

10月 24日 

 

園内研修「保護者支援法２～以上児編～」 年少組担当 16人 

11月 21日 

 

園内研修「タングラムについて 

～形遊びから見た子供の姿～」 

年少組担当 

 

16人 

12月 19日 園内研修「カリキュラムマネジメント 

検討会２」 

澤頭 14人 

1月 13日 

1月 30日 

講師召喚「お片付け講座」 

園内研修「コミュニケーションスキル２」 

長沖みのり先生 

澤頭・天間 

4人 

2月 22日 ＢＢＡ講座 専門講師 6人 

2月 29日 園内研修「カリキュラムマネジメント 

検討会 3」 

担当  15人 

3月 28日 園内研修「次年度の保育カリキュラム作

り」 

未満児組担当 18人 

 

外部研修 Ａ 

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、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した。また研究発表も積極的に行い、自らの保育

を客観的に見られるような機会も設けた。 

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

を積極的に行った。 

時
期 

研修会名 分
野 

場
所 

参加者  

副
園
長 

保
育
者 

看
護 

調
理 

他 

 

7月 18日 

 

「新任保育士・保育教

諭研修」 

保育 

 

青森 

 

 

 

3 

 

   3人 

 

8月 5日 

 

8月 6日 

 

8月 18日 

 ・19日 

 

「保育士キャリアアッ

プ研修会」 

「保育士キャリアアッ

プ研修会」 

「保育士等キャリアア

ップ研修会（マネジメ

ント研修会）」 

保育 

 

保育 

 

「マネ

ジメン

ト」 

八戸 

 

八戸 

 

青森 

 

 

1 

 

2 

 

2 

   

 

 

1人 

 

2人 

 

2人 

9月 14日 

 ・15日 

 

9月 8日 

「保育士等キャリアア

ップ研修会（食育・ア

レルギー対応）」 

「保育士等キャリアア

食育 

 

 

保育 

青森 

 

 

八戸 

 1 

 

 

1 

 1 

 

 2人 

 

 

1人 
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 ・9日 

9月 9日 

 ・10日 

ップ研修会」 

「安全衛生推進者養成

講習」 

 

安全衛

生 

 

青森 

 

1 

 

1人 

11月 14日 

 ・15日 

11月 21日 

 

「親子体操教室普及員

養成講座」 

「すぐに使えるアクテ

ィビティの実践と使い

方、その理論」 

保育 

 

保育 

 

 

青森 

 

おいらせ 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2人 

 

1人 

 

 

1月 8日 

 

1月 13日 

 ・14日 

 

1月 23日 

「青森県私立幼稚園教

員研修大会」 

「保育士等キャリアア

ップ研修（乳児保

育）」 

福祉スキルアップ研修

会・オンライン～初任

者研修「児童編」 

保育 

 

保育 

 

 

食育 

八戸 

 

十和田 

 

 

オンライン 

 7 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

 7人 

 

1人 

 

 

1人 

3月          

 

（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 

働き易い環境作り 

B 

コロナ対応による学校の休業にも対応できるように、トリアージを用いて、出

勤する順番を決め、安心して休めるようにした。また、実際の休業時には、国

の休業補償制度を積極的に活用し、給与減にならないように対応した。 

キャリアパス キャリアパスフレームの周知説明 

処遇改善Ⅱ リーダー職の任命を行った。リーダー会議を行い、分掌の把握に努めた 

人財育成 

B 

人材（財）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れた。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、継続的な採用体勢を整え

た。OJTを行い、業務へスムーズに移行できるようにした。 

採用 副園長 青森中央短期大学非常勤講師  

令和３年度 1 名採用 

定着 ハッピーメーカー月刊発行 園の方針の周知徹底に寄与した。 

新採用、中途採用の個別対応を行い、保育の振り返りや疑問点などをその日のう

ちに解決出来るようにした。OJTの表を活用し、今何を学び、今後何を習得する

必要があるのか、可視化した。 

 

（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 
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１１、 職員による会議 B 

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した。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・情報共有を進めた。その結果、各自が次の活動へ主体的に関わり行動することが出来て

いる。今後も、たゆまず続けていく。 

 

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  

（保育方針検討会議・保育改善検討会議） 

全職員 

新規開拓 

D 

園児募集については、計画が十分でなく、結果口コミに頼る募集になってし

まった。良かった点は、ホームページで情報発信を行っているおかげで、情

報を得て当園を選んでくださる方が多かったこと。 

次年度は、地元の未就園児へ十分に情報と機会を届けられる内容にする。 

また、孤立している保護者をつなぐ関わりも心がけていく。 

遊びの広場 登録者数を増やす工夫として、イオン下田内の掲示板で情報発信。チラシが途

切れがちであったので、次年度は定期便を年 4 回発行。ポスティング実施。 

登録 20 名目標  実登録数 12 名 

ホットクラブ 登録 30 名以上目標→実登録数 16 名 

妊婦さんへのアプローチを行いたいと思っていたが、継続できなかった。年度

途中で「百幼げんき体操」をミニ講座としたところ好評だったため次年度は講

座を充実させファン作りをしていきたい。 

既存顧客 

トリートメント 

A 

既存の園児、卒園児などについては、定期的な情報発信を心がけた。今年度

はたくさんの規制があり例年通りの関係性を持つことができなかったもの

の、できる範囲での行事開催をして「変わりない」をアピールし卒園後も立

ち寄れる関係性を意識した。今年度は、ホームページを見ての一時預かりの

問い合わせもあった。新園舎完成も鑑み、今後も「心のふるさと」であるよ

う、情報発信、持続的な関係性作りを行って行く。 

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できた。 

OB 会 22 名対象 沼沢・栗原担当 17 名の参加があった。 

成人お祝はがきの戻りは、できる限り再送。 
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必要時 ケース会議 副園長・主任・関係職員 

 

１２、 給食実施・食育活動 B 

「自ら、食べる力のある子ども」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

組んだ。 

給食は、引き続き「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

慮した食事を提供した。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た。 

3 月のお別れ会では、年長児の好きなメニューを取り入れることも定着しており、今後は年中

行事に合わせた食指導を行っていきたい。 

１３、 保健衛生 A 

年度初めより、感染症による園内の体制をシュミレーションし、対応するオンライン保育のテ

ストなども行ってきた。 

消毒液、マスク、手袋等の感染予防用品の確保も行い、マスク不足の中では職員に定期的にマ

スクを配ることもでき、安心して感染予防に努められるよう配慮してきた。 

有事においては、シュミレーションを十分に生かし、迅速な対応を行うことができた。保護者

への情報提供も ICT化を進めていたためタイムラグなくでき、保護者側の対応もスムーズに行う

こととなった。 

清掃には専任スタッフを雇用しているが、とくにトイレでの感染予防について、使用後すぐに

定期的に掃除をし、感染予防に努めることができた。 

 

１４、 災害訓練・安全対策 A 

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）行った。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した。 

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

うにしている。又今回は、避難の季節に合わせて、園児の上着を持ち出すなどの実践的対応をお

こなった。 

    【訓練実施日】4/20，5/28，6/26，7/14，8/27，9/24，10/15，11/30，12/21，1/28，2/25，3/11 

１５、 機関紙・情報公開 Ａ 

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。 
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昨年度より ICT 化をはじめた。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た

が、一方で、操作に不慣れな保護者に情報が行きにくいなど問題もあった。ペーパレス化にも努め、環境

にも配慮しながらより細やかな情報発信を行った。コロナ時の情報発信は、ペーパレスで即時発行でき

た。 

 

１６、 利用者との連携、意向の把握・尊重 B 

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した。 

寄せられた意見等については、その都度、的確迅速に対処・説明等を行った。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。 

【実施日】 

・学級懇談会（オンライン）5/16 ・保育参観（オンラインで宿題形式で開催）5/16  

・総会 5/16 ・個人面談（年長児）8/15 

・父母の会役員会（オンライン）4/25、1/23、2/13、  ・総会 3/6（人数制限） 

 相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 澤頭 麻衣子 統括リーダー 

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 

１７、 実習生・ボランティア等の受け入れ B 

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。令和 2年度は、コロナ禍において対応を検討しながら、安全性の確保と実習機会の創造を

両立できた。 

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 

【今年度実習生】 

・9/1～25   八戸短期大学 幼児教育学科 2年    3名 

・11/1～11/13仙台青葉学院短期大学 こども学科 2年 1名 

・1/18～1/30 青森中央短期大学 幼児保育学科 1年 １名  
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インターンシップ ・保育の現場を公開し、就職希望につなげる 一般保育士 

【今年度職業体験者】 

・今年度はなし 

ボランティア 今年度はなし。  

【今年度ボランティア数】   

 

１８、 固定資産購入・建物改修計画等 B 

令和 2年 4月 21日、認定こども園百石幼稚園改築工事設計管理業務の入札を執行。 

（株）石川設計が落札。 

令和 2年 8月 7日、認定こども園百石幼稚園園舎改築工事の入札を執行。（株）大山建工が

落札。 

その後、8月 20日に工事請負契約を交わし、翌 8月 20日より着工。 

当初令和 3年 3月 31日終了予定であったが、消防等の調査、受理に時間を要し、その後解

体工事等がずれ込み、10 月からの着工となったため、（株）大山建工より工事延長願いが出

され、令和 3年 8月 31日までの工期延長とした。 

その後は、計画滞りなく工事が進み 4 月中には園舎を仮使用。7 月引き渡しの予定で順調

に推移ししている。 

工事に係る書類作成などが滞らないよう、事前に関係各位と協議を進めながら取り組んで

いく。 


