
令和２年度 みんなのとっぽこども園 事業報告 

【総括】 

理念について 

保育目標、内

容について 

「理念」 

令和２年 4 月の研修では、園の目標でもある「子どもが子どもらしく生きる」

「私は私。でも私はみんなの中の私」について、子どもたちのそれぞれの成長過

程において、どんなことを大切にしていくのかをグループにて話合った。２年度

はその部分も共有しながら、子どもが自己を発揮し、日々を楽しく過ごせるよう

毎日の振り返りを大切にしながら保育を行った。 

「保育」                    

 新型コロナウイルス感染症対策については随時職員で、感染予防について確認

し、配慮しながらの保育となるが、子どもの「見て、真似して、関わって、教わ

って、教えて、一緒にやって」の育ち合う関係を大切に、保育を大切にしてき

た。感染対策をしながらも、子ども達が好きなことを伸び伸びと楽しみ遊ぶ姿を

みることができた。その子の遊びたいもの・場所を、職員間で連携を取りながら

見守ることができたことにより、クラスを超えた子ども同士の関りもたくさん見

られた。 

職員は、生活者モデルとして過ごす中、個々の個性を大事にしながらも、専門

性を発揮して、保育者としてのあるべき姿について、個々が考え、自らの課題を

捉え、言葉使い・振る舞い等随時振り返り、考えていくことの大事さを伝えてき

た。令和 3 年度も引き続き気をつけていきたい。 

 令和 2 年度から始めた SDGs は職員で学び合いながら、まずは「ものを大切に

使う」を子どもたちと考える教育保育を行う。相模原市の資源講座は職員も子ど

も達にもいい刺激になり物の分別・地域のごみ拾い・海岸のごみ拾いに繋がっ

た。今後も継続していきたい。 

「研修」 

 令和 2 年度は、理念の理解と子ども理解を主に行い、職員のクラス間交換で

は、自分の保育やクラス保育の振り返りを行う機会となった。 

今年度から職員全員が、同じ思いで子ども一人ひとりに関われるように非常勤

職員も研修に参加してきた。常勤職員と同じ研修をすることによって、共通した

学びができたという意見が多かった。研修時間と保育の体制作りの大変さはある

が、今後も継続していき、みんなで学び合う姿勢を大事にしていきたい。研修内

容は職員の要望などを聞きながらの変更もあり、令和 3 年度も職員アンケートを

参考に計画を立てる。同僚性については、継続し、職員間で学び合いながらより

良い職場作りをしていく。 

また、緊急事態宣言での登園自粛期間は、登園できない子ども達に職員として

何を伝えることができるかを考え動画配信や手作りキット配付などを行った。家

庭で過ごす子どもが多い中、子どもにとっての子ども集団として園の必要性を職

員間で考える機会も持ち、子どもの集団での人との関わりで学び合うことの大切

さを職員間で共有できた。 



「園庭作り」 

楽しい園庭づくりの目標設定をはっきり立てない中、行ってきたため、進んで

いない現状である。令和 3 年度の計画には具体的に行うことをあげて、実行して

いく。（水が使える環境・実のなる木を植える等） 

「午睡について」 

ひとりひとりの生活リズムを保障できるように、午睡時間の過ごし方を考え、

ランチルームに遊べる環境を用意、職員体制も考え、年長児を中心に室内・園

庭・時には散歩を入れて過ごせるようにした。 

「保護者支援」 

 新型コロナウイルス感染症により、登園自粛や保育参加の制限を行う等、園の

保育を見て知ってもらう機会が減ってしまった。保護者への声掛けや心配事等へ

の早い対応をし、ゆっくり聞けるようにしたが園長として巻頭言のみならずもっ

と園の保育・園長の考えの発信をすべきであったと思った。令和 3 年度はブログ

等を使い園の保育を伝えていくことをしっかり行っていきたい。 

 子どもの姿は、日誌やドキュメンテーション記録、個人面談、行事に向かう姿

等で、発信したが、行事での保護者同士や職員と保護者等の交流が少なったこと

は、保護者との信頼関係の構築・維持を考えると一方的な発信としないことや子

どもの発達を見てもらうという意味だけではない行事の大切さを改めて実感し

た。今後も感染状況による規制があるかもしれないが、どういう形なら保護者と

子どもの育ちについて共有することができるのかを考え行う。 

運営について 

 2・3 号認定児 74 名、1 号認定児 3 名の定員でスタート。1 号定員は 3 名と定

員枠の受け入れができたが、0 歳児が 2 名の入園と定員割れのとなる。その要因

は近隣に保育園が増えたこともあるが、コロナ感染症による育休の延長もあると

考える。これまでホームページも動画配信も在園時の家庭向けに発信した傾向に

あったが、地域の子育て家庭やこれから出産を迎える家庭への発信の仕方を考え

家庭での育児も大事だけれど、乳児から集団で育てる意味を伝えることで乳児保

育の重要性を知っていただく必要があった。結果、入園希望者が増えることを考

えていきたい。途中入園に関しては柔軟に受け入れていき、定員に近づけた。 

また、引っ越しによる入園相談では、1 号認定での受け入れをする。今後多様

化する入所状況を踏まえ、2021 年 4 月より 1 号認定の定員を 3 人から 6 人（各

学年 2 名ずつ）に変更し、柔軟に対応をしていくこととした。 

 職員体制は産休 2 名と途中退職者がいたので、派遣保育士・看護師による必要

人数確保の他、１月からは橋本りんごこども園より１名出向で勤務をしてもら

う。次年度に向けては、早めの進退伺いと新規採用を進め、職員の体制作りをし

ていく。採用も１園ではなく法人で考え、異動も含め早い段階で検討をいくこと

を継続したい。 

4・5 月の緊急事態宣言期間、職員は調整休・有給・自宅ワークを取り入れ、交

代で勤務をする。遠方の職員は、電車等の混まない時間帯移動にするようにシフ

トを変更した。 

有給の消化率は、60％、計画有給は全員が取得。体調を崩す職員もなかった。 



通常の教育・保育を行っているとなかなか取り組めないでいた園内環境の整備

は、職員が協力して随時行った。 

園の運営状況は少しずつ良くなってはきているが、賃料の負担割合が大きく、

JR 東日本開発に賃料減額の交渉をするが、コロナの影響で JR も赤字を見込んで

おり、次年度の減額は難しいと思う。収支決算が作成された所で、また交渉をす

る予定である。 

 園送迎用駐車場は、今年度も利用規約書の提出をしてもらい、利用してもらっ

た。利用者は昨年度より増え、混む時間帯もあるが、借用駐車場数はそのままで

次年度も同様に利用してもらう。近隣からの苦情・トラブルもない。 

地域との連携

について 

 昨年からはじめたソレイユさがみでの「親子ふれあい広場」は、コロナウイル

ス感染症による緊急事態宣言解除後も含め感染予防のため一年間行うことができ

なかった。 

園での地域支援活動は、遊びの準備を進めながら、できることを考え、手作り

おもちゃのキットを地域の方に配布しながら、一時預かりや園内のみんなの広場

など園の地域支援の活動を知ってもらうことで、支援に繋がるようにした。昨年

とコロナ禍など状況が違い、年間の参加者は少なかったが、密にならない遊びの

提案や配信での簡単調理講座を行う。 

園児が、散歩等で、地域の小学生やお年寄りと関わりを持てるように職員が声

掛、挨拶など進んで行う。 

ボランティアさんの行事への参加は、クリスマス会のサンタクロース役のみ。

毎年お願いしているので、楽しい時間を過ごすために継続していく。 

 小学校との連携は、学校と連絡を取りながらも、感染予防のため行えなかった

が、学校より「学校紹介の手作りポスター」が届けられ、卒園児が映る写真をみ

ながら、学校の様子を感じられた。 

感染症の心配があり、外部の方との関りは途切れがちにはなってしまったが、

今までの繋がりを大切にして連絡を取りながら、来年度もできる方法を考え行っ

ていきたい。 

 

【行事報告】 

4 月 入園・進級式 親子遠足（中止）  

内科健診 

5 月 個人面談（延期） 

プラネタリウム見学５（中止） 

6 月 個人面談 音楽会（中止）プール開始

個人面談開始・歯科検診 

7 月 七夕 七夕送り とっぽ祭り 内科健

診・保護者懇談会 

8 月  9 月 震災を考える日 

10 月 フィールドデイ  

秋の遠足（2・3・4） 

11 月 保育ウイーク（中止）・内科健診・秋の

遠足（５） 

12 月 クリスマス会・歯科検診 

餅つき・資源講座 

1 月 おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう

（中止） 

2 月 プレイデイ（動画配信） 節分 コマ

大会  

3 月 ひな祭り・お別れ遠足（５）・卒園式 

お別れ会・SDGs 活動（５） 



毎月⇒誕生会・身体測定・災害訓練・健診日 

【保育児童数】 

 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 計 

0 歳 ２ ２ ２ ２ ４ ４ ４ ４ ５ ６ ６ ６ ４７ 

1 歳 １５ １５ １５ １５ １５ １６ １６ １６ １６ １５ １５ １５ 184 

2 歳 １５ １５ １５ １５ １５ １５ １５ １５ １５ １５ １４ １４ 178 

3 歳 １６ １６ １６ １６ １６ １６ １６ １７ １７ １７ １７ １８ 198 

4 歳 １５ １５ １４ １４ １４ １５ １５ １５ １５ １５ １５ １５ 177 

5 歳 １４ １３ １３ １３ １３ １３ １３ １４ １４ １４ １４ １４ 162 

計 ７７ ７６ ７５ ７５ ７７ ７９ ７９ ８１ ８２ ８２ ８１ ８２ 946 

 

【卒園児就学校名及び人数】 

校名 児童数 校名 児童数 

相模原市立作の口小学校 1 名 相模原市立橋本小学校 4 名 

相模原市立旭小学校 1 名 相模原市立宮上小学校 7 名 

相模原市立小山小学校 1 名   

   計１４名 

 

【職員研修】 

園外研修 

研修名・日付 参加者 成果 周知の方法 

6/24 保育者の心構え 保育教諭 保育者としての意識ができる 会議にて発表 

7/4 法人１年目研修 保育教諭 共有を次に生かす レポート提出 

7/14 コロナ時代に求められるもの 主幹・園長 保育運営に生かす レポート提出 

9/18 遊びの中の表現 保育教諭 意欲的に学ぶ姿を感じる レポート提出 

10/2 自然を使って遊ぼう 保育教諭 保育に生かす レポート提出 

11/13・25 法人 3 年目研修 保育教諭 保育に生かす 会議にて発表 

11/18 乳幼児の事故・疾病対応 保育教諭 保育の中の対応に生かす レポート提出 

7/17・19・10/11 保育実技 保育教諭 遊びの工夫が見られた 会議にて発表 

11/16．18・19 法人交換研修 佐藤一加 橋本りんごこども園での保育 レポート提出 

11/19 人権尊重 栄養士 児童虐待等の学びを伝える レポート提出 

11/24 今こそ求められる保育のあり方 主幹・園長 コロナ禍での保育を考える レポート提出 

11/24 語り合おう保育者になって 保育教諭 自分を振り返る機会となる レポート提出 

12/1 こども園教育要領理解 保育教諭 自分の学びとして生かす レポート提出 

12/24 ミドルリーダー育成 

11/24 増野参加 2/3 園長参加 

保育教諭 後輩育成に生かす レポート提出 

1/11 法人ベテラン研修 

同僚性について考える。Zoom 参加 

保育教諭２ 

栄養士 

チーム保育を考える中、生かす 

       （岸波・田中参加） 

レポート提出 



2/10 新任保育者の心得 保育教諭 保育者としての学びになる レポート提出 

8/18・9/15 11/11 12/7 1/25 

幼児保育  

保育教諭 幼児教育の学び レポート提出 

会議にて発表 

9/3 10/22 11/5  

乳児保育 

保育教諭 乳児保育の学び レポート提出 

会議にて発表 

9/9 9/29 11/4 12/2・16 

保健衛生・安全対策 

保育教諭 安全な保育についての学び  レポート提出 

会議にて発表 

 9/4 10/5 12/9 1/4  

 支援保育 

常勤的非常勤

保育教諭 

支援の必要な子への学び レポート提出 

会議にて発表 

10/15 11/30 12/10 1/12 

保護者支援・子育て支援 

栄養士 担当業務の中で活かす レポート提出 

会議にて発表 

9/14・15 GT サミット zoom 参加 園長 園見学の学びと見守る保育の今を知る。 内容周知 

園内研修 

研修名 日付 内容 

理念について考える 4/8・13 見守る保育を考える中、理念についての話をする。 

子どもの見方 5/18・20 保育者の子どもへの眼差し 

保育士会倫理網領 5/22 保育士会倫理網領読み取り 

保育実践 6/8・10 ドキュメンテーション記録からの気づき 

保育者の専門性 7/1・2 環境作り・子どもとの関り等 ドキュメンテーション 

保護者支援 9/3・4 保護者支援 ドキュメンテーション記録 

公開保育について 10/5・7 園内公開保育（交換保育）の意図説明・ドキュメンテーション 

交換研修 11 月 園内の職員の交換研修→振り返り まとめ 

感染予防研修 11/6 胃腸炎への対応（嘔吐処理等） 

環境について 12/11・14 まとめ 

エピペン 12/7～10 エピペンの扱いについて・実習 

虐待について 1/12・13 虐待について 他実践報告等 

まとめ 2/9・10 一年の振り返り 

園長研修 3/13 R3 年度の保育（事業計画等）マニュアル確認 

 

【職員採用・退職】 

採  用 退  職 

氏名 理由（年月日） 氏名 理由（年月日） 

正職保育教諭 職員補充 ２・4/1 正職保育教諭 自己都合 ３・３/31 

非常勤保育教諭 職員補充 ２・6/25 常勤的非常勤保育教諭 自己都合 ２・10/30 

正職栄養士 異動   ２・4/1 非常勤保育教諭 自己都合 ２・6/30 

非常勤保育教諭 職員補充 ２・11/1 非常勤看護師 自己都合 ２・5/15 

非常勤保育教諭 職員補充 ２・11/４   

 

 



【契約】 

30 万円以下 30 万円以上 

契約名 内容 金額 契約名 内容 金額 

ハイエース車 車検 177,347 ミニクローラー コロナ対策 330,000 

貯水槽清掃  64,240 ＪＲ家賃 一か月分 1,859,000 

害虫駆除  85,500    

空調清掃  155,520    

 

【改修・工事】 

改修・工事名 内容 業者 金額 

スチームコンベクション コントローラー修理 タニコー 137,280 

保育室壁紙補修 見積もり（50,000 円） 会社 BEEMS 無償工事 

壁紙代 2700 円    

＊壁紙の補修を保護者のご厚意により行っていただきました。 

 

【事故・病気報告】※下記どの事案も完治し保護者にもご了承頂いております。 

事故・病気名 内容 対応 結果 

流行性耳下腺炎 4 月 1 名 掲示 流行にはならず 

溶蓮菌感染症 11 月に 1 名 掲示 流行にはならず 

胃腸炎 8・1 月 1 名ずつ 掲示・消毒・処置確認 流行にはならず 

報告する大きな怪我はありません 

 

【ご意見受付】※ご意見等ありませんでした。 

項目 内容 対応 結果 

    

    

    

 

【業務管理・法令遵守】 

報告者 報告内容 改善内容等 

業務管理担当者報告 特になし なし 

法令遵守責任者報告 
R3 年 3 月 8 日 法令順守研修開催 

違反・懸念事項無 
なし 

 

【第三者評価】 

年度内受審 有 ・ 無 公表方法  

 

 

 


