
令和２年度 認定こども園 童和こども園事業報告 

 

社会福祉法人 童和福祉会 

 

１ 幼保連携型認定こども園「認定こども園 童和こども園」の運営 

（１）所在地 

   〒667-0041 養父市八鹿町八木１４８２番地 

 

（２）定 員  ５０名（1 号…10 名、2 号…25 人、3 号…15 名） 

 

（３）在籍園児数（R3.3） 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

４名 ４名 ５名 ９名 １５名 １２名 ４９名 

 

（４）職員数  １６名 

【正規職員 8 名、臨時職員 3 名、嘱託 2 名、ﾊﾟｰﾄ 2 名、保育補助 1 名】 

 

（５）事業年度 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

 

２ 保育目標 

（１）「生命尊重  おもいやり  感謝」 

(1) 生命尊重：命の尊さを知り、命の大切さを養う。 

(2)思いやり：日常生活において、言葉遣いや態度・行動等色々な面を通して、豊かな情 

操を養い思考力の基礎と道徳性の芽生えを培う。 

(3)感謝：「あいさつ」「ありがとう」「ごめんなさい」が素直に言え、協調的・自主性のあ

る子どもとなるよう、生活の中で最も大切な相手の立場を考える、感謝する・責任感等

規律ある集団生活の中で養う。 

 

（２）入所児童は、保護者との接触の機会に恵まれないので、本園においては、児童の精

神的安定を図ることを主目標とし、清潔の躾、規律ある生活習慣の体得を図る。 

 

（３）開園時間   

   午前７時～午後７時 

   早朝時間 午前７時～午前８時 

   延長時間 午後６時～午後７時 

 



  (1) １号認定子ども  

８時～１５時（１５時以降は希望により預り保育を行う。） 

  (2) ２号・３号認定子ども  

    保育標準時間 ７時～１８時（１８時以降は希望により延長保育を行う。） 

    保育短時間  ８時～１６時（１６時以降は希望により延長保育を行う。） 

 

（４）教育・保育内容 

   デイリープログラム（日課）については、児童の年齢に応じ幼保連携型認定こども

園教育・保育要領また、養父市認定こども園（就学前）教育・保育ビジョンに基づき、

保育教諭と園長が協議して定めるが、おやつの支給、お昼寝等は０歳児から４歳児に

は含まれるよう配慮する。 

   全体的な計画及び教育課程、長期の指導計画及び短期の指導計画については、職員 

会議で協議の上定める。毎月の職員会議及び園内研修、反省会及び報告会を実施する。 

 

（５）教育・保育担当職員、他職員 

   担当保育教諭を定め、園長は総括的指揮を執ることとする。 

職 名 氏 名 備 考 

園 長 西本 厚文  

主幹保育教諭 坂中 ゆかり  

副主幹保育教諭 半井 由梨子 4 歳児 

副主幹保育教諭 神宮司 紗也香 子育て支援事業等 

保育教諭 金原 ももこ  

保育教諭 小佐 真理子 5 歳児 

保育教諭 中西 明華里 未満児 

保育教諭 橋本 浩美 4 歳児 

保育教諭 荒木 優加 3 歳児 

保育教諭 小野山 浩美 0,1 歳児 

保育教諭 森木 理恵 未満児 

保育教諭 小谷 純子 5 歳児補助（嘱託） 

保育教諭 西本 厚子 未満児（嘱託） 

保育補助 谷岡 邦江  

調理師 西本 信子  

調理師 片岡 幸子  

 

   その他（嘱託医） 

嘱託医（内科） 日光診療所  森田 龍親 先生 

嘱託医（歯科） 井上歯科   井上 博之 先生 

嘱託薬剤師 にこにこ薬局 奥藤 久記 先生 



３ 運営方針（教育・保育理念） 

 『目に見えるものより、目に見えないものをたいせつに』 

（１）人格を持った一人の素晴らしい人間として尊重され、子ども達の人生を思う教育・

保育を行う。 

（２）認定こども園と家庭との絆を強く、子ども達が「安心安全」の中で一人の人間とし

ての基礎を培うよう努める。 

 

４ 保育方針 

（１） 

  ○人的環境を大切にし、将来より良い人間関係が築けるように育てる 

  ○心を育てる「目に見えるものより、目に見えないものを大切に」 

  ○子ども達が主体となり、豊富な体験をする 

  ○させる教育・保育でなく、子ども達が自らする教育・保育であること 

○家庭の延長線上の位置づけとしてあること 

  ○日々、子ども・保育教諭者・保護者の人間関係を重視する 

  ○一人ひとりの子どもが日々保育教諭者の愛情に包まれ、幸せを感じる教育･保育を 

行う 

  ○縁あって出会った大切な素晴らしい子ども達であるという事の自覚 

  ○子ども、保育教諭者、保護者が共に育つ場所であること 

  ○保護者の「育児・子育て」の相談場所であること 

  ○子ども達の「生きる力」を幼児期に培う 

（２） 

年間行事計画 

４月 入園式（4 日）、養父市消防大会参加（中止）、春の親子遠足（中止） 

５月 子どもの日の集い（1 日）、母の日の集い（8 日）、 

よいこの交通安全の集い（中止） 

６月 尿検査（15･16 日） 

７月 健康診断①（2 日）、七夕まつり（7 日） 

８月 プール遊び（中止） 

９月 「クラス別懇談会」…25 日（ゆり）、28 日（うめ）、 

29 日（もも・さくら・つぼみ） 

（コロナ禍を経験して見えてきた「子どもの姿」を基に、今後の園方針や

教育･保育、行事等についての説明と質疑応答とアンケート記入） 

１０月 ミニうんどうかい（9 日）、歯科検診（29 日） 

１１月 七五三の会（13 日）、トライやるウィーク（17 日～19 日） 

「クラス別日常報告と座談会」…16 日（ゆり）、20 日（うめ）、 

 24 日（もも）、27 日（さくら・つぼみ） 

（プロジェクタを用いて、日頃の子ども達の様子や教育･保育を伝え、質疑



応答や保護者同士の意見交換を気軽に行うように配慮） 

１２月 防火餅つき（16 日）、お楽しみ会（24 日）、 

「ちょっと覗きに行ってみようかい」…3･4 日（ゆり）、7･8 日（うめ）、 

 10･11 日（もも）、14･15 日（さくら・つぼみ） 

１月 お正月遊び、健康診断②（14 日） 

阪神淡路大震災のお話・釜戸炊きご飯（18 日） 

２月 節分・豆まき（3 日）、交通安全・防犯餅つき（25 日）、 

新 1 年生体験入学（26 日：高柳小学校） 

３月 ひな祭り会（3 日）、東日本大震災のお話・釜戸炊きご飯・BBQ（11 日）、 

新 1 年生体験入学（12 日：八鹿小学校）、 

交通安全教室（16 日）、お別れ会（23 日）、卒園式（27 日）、 

「ちょっと覗きに行ってみようかい」…1･2 日（ゆり）、4･5 日（うめ）、 

 8･9 日（もも）、11･12 日（さくら・つぼみ） 

テーマ「～ドラえもんパーク～」の作製。 

◇毎月：避難訓練・防犯訓練・交通安全指導・礼拝・お寺参り 

    幼児クッキング（月２回）・お誕生日会 

◇「幼年消防クラブ」「交通安全クラブ」年間計画に基づき活動 

◇まちの子育てひろば「ふれあいさろん パンダ」 

 乳幼児子育て応援事業…※新型コロナウイルス感染症防止対策の為、辞退。 

◇延長保育事業、一時預かり 

◇障害児保育：希望があった場合、積極的に教育・保育を行う。特別という概念でな

く、通常の教育・保育の中で一人の人間として尊重される環境で実施するよう努め

る。（保護者・行政・医療機関等の指導のもと、連携を図り良い関係を築く） 

◇園舎･園庭解放、日々の参観は随時 

◇月毎の「園だより」「クラスだより」でお知らせ 

 

（３） 

環境整備 

１． 新型コロナウイルス感染症対策として、園児手洗い場 2 カ所に電解水生成装置

2 台を設置しました。 

２． 備蓄マスク（子ども用・大人用）の購入。 

３． コロナ禍を経験し、行事を中止としマイナスと捉えた反面、「子どもの姿」や

「大人（＝職員）の姿」が変わった、日常が充実してきた等々、プラスと思え

る面が多々見えてきた事象により、年間主要行事を決めてこなしていた在り方

を改め、日常の教育・保育を重視し、子ども最優先とした行事とは？を見直し、

いわゆる「子ども主体」を追究した園運営を行っていこうと、園の在り方や行

事の在り方等をゼロから見直す機会となった。行事ありき➝日常ありきへ！ 

４． 日常の子どもの様子を保護者の方に伝えるには？と模索した結果、動画配信ア



プリ「てのりの」を活用する事とし、日常の子ども達の活動の様子を観て貰え

るようにしました。※日常の教育・保育の可視化。 

   ５．「ちょっと覗きに行ってみようかい」をクラス毎に２日間設け、今年度は１２ 

月と３月に、気軽に園生活でのお子様の様子を覗きに来て貰えるように計画し 

実施しました。※日常の教育・保育の可視化。 

 

５ 実習生・中高生の受け入れ 

  次世代の保育教諭者が増え、育つためにも積極的に受け入れを行う。 

  ・ボランティア…1 月 8 日（専門学校生） 

・八鹿青渓中学校 2 年生「トライやるウィーク」…11 月 17 日～19 日 

高校「職業体験」、短大・大学「教育実習」、福祉体験学習事業の受入れは、無し。 

 

６ 職員育成と研修計画 

（１）園長・主幹保育教諭・副主幹保育教諭が主体となり、園内研修の企画・提案をし 

実施しました。 

（２）危機管理・安全対策・個人情報漏洩などの研修に取り組みました。 

（３）関係機関（県・市・保育協会・社会福祉協議会・全国認定こども園協会等）の 

キャリアアップ研修を含む研修会に参加しました。 

（４）自身の振り返りと反省・課題を見出すため、自己チェックリストを行い、自己の質 

の向上に繋げました。 

（５）講師を招いての研修会を令和 2 年 11 月 28 日に実施し、各々と組織全体の質の向上 

に繋げるよう努めました。 

（６）「語ろう会」を日々短時間で行い、日常の教育・保育を振り返り明日へと繋がるよ 

うに努めました。 

 

７ その他 

（１） 役員等損害賠償責任保険の加入 

法人役員賠償責任保険として、「やくいんのほけん」㈲ゼンポ に加入しました。 

 （2020.8.1～2121.8.1） 


