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平成３０年度事業報告

                                             杉 並 区 立 高 井 戸 保 育 園               

                          （指定管理者：社会福祉法人 東京家庭学校）

ま え が き

  

平成３０年４月、新保育所指針が施行され、今まで以上に乳幼児期からの「質の高い保

育、教育」が重要であると期待が高まる中、改めて高井戸保育園で大切にしてきた、子ど

もの最善の利益の保障を保育に取り入れ、子どもが一人の人間として豊かに育っていける

ように保育環境を作って参りました。

職員一人ひとりは専門性を高めるために、キャリアアップ研修の受講を中心に、東社協、

民保協、日医協、杉並区実務研修、保育士会園長会主催の研修に参加し、多くの学びを仲

間と共有し合い保育実践をしていくよう努めて参りました。地域との交流として、子幼保

小交流では、小学校の存在が身近になり、より抵抗なく進学できるようになりました。五

園で設立した合同安全対策委員会では、プール活動・水遊びマニュアルを策定し、昨年の

猛暑の中、子どもたちを安全に見守り、大切な命を守ることに努めて参りました。

1   児童処遇

（１）クラス編成

  １年を通して各年齢別に６グループで保育を行いました。

月別 4 月 ５月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

定数 ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５ ９５

入所 ９６ ９６ ９６ ９６ ９６ ９６ ９６ ９３ ９４ ９３ ９３ ９３

                                      定数    在籍

       ０歳児   つくし組      １１名  （１１名）

       １歳児      たんぽぽ組    １４名  （１４名）

       ２歳児    もも組       １６名  （１６名）

       ３歳児      ちゅうりっぷ組  １８名  （１６名）

       ４歳児      すみれ組     １８名  （１８名）

      ５歳児      ひまわり組     １８名 （１８名）    

合計     ９５名  ９３名（３月末）

（２）健康管理

園児の定期健康診断は、０歳児組は月２回、１・２歳児組は月１回、３・４・５歳児組は春

と秋の年２回、園医に聴診・触診・視診等で循環器・呼吸器・皮膚・骨格・栄養状態・成長全

般について診察をして頂き、また園医には、保護者からの相談や担任からの質問・相談にも答

えて頂きました。

その他、健診ではプール前の耳鼻科健診（６月）、眼科健診（６月）を３・４・５歳児組が

受け、歯科健診（10 月）は全園児が受けました。眼科健診では眼科医にプール遊びに関する疾

患だけではなく、視力検査の結果や眼の動きまで診て頂き様々なアドバイスを頂きました。検

査としては、蟯虫卵検査（５月）、視力検査（４・５歳児が６月、３歳児が 11 月）を実施しま

した。
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保健指導としては５月に手洗い指導、６月に歯みがき指導（４．５歳児組）を行いました。

歯科衛生士の歯みがき指導は 10 月に４・５歳児組が受けました。その他、子どもの健康や病気、

与薬に関して保護者からの質問に答えました。

（３）食育

  子どもたちと職員との共食共感がとても大切であることを、保護者の方に伝え理解して

頂き、１歳児組も秋ころより子どもと職員が楽しい雰囲気の中で食事をしました。

献立作成では和食の良さを見直し、米飯中心の献立に取り組みました。

日常保育の中では、子どもたちにとうもろこし、空豆などの皮むきを経験する機会を作

ることで、食が進んでいました。また、５月には各クラスで、夏野菜の苗を植え、水やり

世話をしながら、野菜の生長を日々の楽しみにし、出来たものをおやつで食べ、子どもた

ちと職員で収穫の喜びを味わいました。卒園のお祝いに、５歳児組のリクエストメニュー

があげられ昼食をバイキングにしました。三大栄養素を知り、感謝の気持ちと食べること

の喜びを味わった子どもたちの幸せそうな顔が印象的でした。

（４）保育

『異年齢だより』を毎月月末に発行、子ども達の交流の姿を掲載して保護者の方々にも

お知らせしていきました。各クラスの受け入れ後、幼児クラスは自分の遊びたいお部屋に

行き３．４．５歳児が交流しました。また、幼児クラスの子どもたちが乳児クラスに遊び

に行き、お部屋で遊ぶ姿が見られました。園庭では、毎日全学年の子どもたちが遊びを通

して交流、兄弟関係を通して他学年の仲間の名前を呼び合う姿がみられました。運動会、

お楽しみ会では３つのグループに分かれて、ゲームをしたり、うたを歌ったりして楽しむ

ことができました。お泊まり保育は園外で行いました。

◆主な行事の報告

①入園お祝い会 ：４／２ 新入園児２０名が仲間入りしました。在園児代表で５歳児が

お祝いに参加し歌のプレゼントをしました。

②お泊まり保育（５歳児組）：５／２４，２５ 園外での７度目のお泊まり保育を実施

しました。昨年度に引き続き、青梅市御岳山にある宿坊に一泊し、往復とも貸し切り

バスとケーブルカーを利用しました。一日目は、御岳山山頂でお弁当を食べていると

急な天候の変化、雹がふり大自然のすごさを体験し、お店の方のあたたかな心に触れ

ての雨宿り。ビジタセンターでのクラフトづくりに出かけたところ、普段なかなか見

ることのできないムササビとの出会いもあり、幸せなひと時を過ごしました。2 日目

は、日の出山を登りました。山頂からの広大な景色に感動！そして、頑張って登り切

った達成感は子どもたちに大きな喜びと自信につながったことでしょう。

③４・５歳児のじゃがいも掘り: ７／３ 地域の地主さんの畑でじゃがいも堀りを行いま

した。

④秋祭り：９／７（１６：４５～１８：００） 園庭にみんなが集い、踊り、ゲームを

して親子で楽しく過ごしました。卒園児、地域の乳幼児も大勢参加してくれました。

おじいちゃん、おばあちゃんと家族総出の家庭もありました。 幼児組が“よさこいソ

ーラン”を張り切って踊り、祭りを盛り上げました。

⑤運動会：１０／６開催となりました。保護者や祖父母の方々と大勢いいらして頂きま

した。全園児が参加し「やったー！」の感動を子どもたち、そして保護者の方と共に

味わいました。子どもたちは、保護者の前で活き活きと競技に参加し、沢山の拍手を
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頂きました。

⑥遠足（幼児組）：１０／１９  天候不順のため、多摩六都科学館へ貸し切りバスで

出かけました。

⑦お楽しみ会：１２／１４ ホールに全園児が集まり、普段の保育の中で行っている

手遊び・表現遊び・劇遊び等をクラス毎に披露しました。保護者の方は一部乳児組、

二部幼児組に分け、入れ替え制にし、出番によって優先席を設け観て頂きまし  

  た。『お楽しみパーティー』を別の日に設定し、１２／２１にクリスマスランチを戴

  きました。午睡あけ、子どもたちは園庭に残されたサンタのそりの跡を発見、サンタ

  から子どもたち一人一人に絵本のプレゼントがあり、大喜びでした。

⑧餅つき：１／１０ 地元の原郷土会と保護者の方の協力を得て、餅つきを行うことが

出来ました。蒸し上がったおこわを味見したり、幼児組は一人一人杵を持たせてもら

いこねたり、搗いたり、出来たてのお餅は、のり醤油やきなこをまぶして昼食として

食べました。

⑨まめまき：２／１ 保育園に来ている業者の方に鬼を演じてもらいました。なかなか

迫力のある鬼でしたが、子どもたちは果敢に立ち向かい手作りの豆を投げていました。

⑩バイキング（５歳児組）：２／１４ 調理の職員から卒園児にプレゼントという形で

実施し、栄養士から三大栄養素の話を聞いてから子どもたちのリクエストメニューを

食べました。

⑪卒園お祝い会（４・５歳児組）：３／９ 全職員と５歳児組の保護者が参加し、ホー

ルにて行いました。在園児は４歳児組が参列して、お別れの言葉を卒園児と共に掛け

合いました。第一部では、保育証書授与、お別れの言葉、プレゼントの交換の式典、

記念撮影を行いました。保護者の方の要望にお応えして、昨年度に引き続き通常の土

曜日保育を行いました。

⑫お別れ遠足（５歳児組）：３／５ 前日大雨のため公園内コンディションが悪く

３／１５に順延 保護者の方の手作り弁当を持ち、井の頭線に乗って井の頭自然文化

園に行きました。春の日差しをたっぷり浴びて、保育園での最後の遠足を楽しみまし

た。

    

  ● 三園交流（５歳児組）

      『同年齢の子どもたちと触れあって遊ぶ』・『小学校就学前の交流を持つ』を目標

  に、久我山保育園、久我山東保育園、当保育園の三園で近くの公園に集まり、ゲー

  ムなどを行い遊びの中で交流を深めました。

  ■  上水保育園・清水分園との交流

  保育まつりの機会を通して交流し、終了後には砧公園に行って子ども同士、職員同士

の交流も図っていましたが、本年は保育まつり不参加のため交流を持つことができま

せんでした。

  ▲ 化学の日

年長組を対象に外部講師による《化学の日》を設定し年９回実施しました。子ど

  もたちは、当日を楽しみに登園してきました。不思議の芽を育み、いろいろな体験が

  子どもの成長に大きな自信となりました。
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２ 職 員

（１） 職員異動（平成３０年４月１日より平成３１年３月３１日）

◆採用
    保育士  長谷川 美咲（４月１日)
     〃 岡田 彩華 （４月１日)

     
  

◆異動（入）
  調理員  本田 郁代 （２月１日）西荻より

◆異動（出）
     調理員 西口 典子（２月１日)西荻へ

  

◆退職
  保育士 萩野谷 苗思（1月７日）

  〃  綾部  由希（3月31日）
  パート  井瀨 有紀（12月16日)
   〃  名取 紀久美（3月31日）
  〃

（２）職員研修

５月

６月

  

７月

   

８月

１０月

１１月

１月

東京都社会福祉協議会保育士会  給食部会（年７回）

東京都社会福祉協議会保健部会 保健部会（年１１回）

東京都社会福祉協議会主任部会 主任部会（年１０回）

東京都者会福祉協議会研究部会 研究部会（年１０回）

子どもの文化学校  受容的応答的優しいまなざしで見る保育

杉並区立済美教育センター   幼保小連携教育研修

新医協会  「五感で育む子どもの心と体」

東社協保育士会   春の研修会 全体講習

東京都社会福祉協議会給食部会  防災備蓄 アレルギー対応

杉並区立、私立保育共同研修会  幼児の遊び込む姿

東京都者会福祉協議会保育士会 異年齢保育について

東京都者会福祉協議会保育士会 噛む力を伸ばす援助

杉並区保健福祉部保育課 プール講習会プールの衛生管理

杉並区実務研修  支 援 が 必要 な 子 を 含 む 集 団 保 育 へ の ア プロ ー チ

東京都者会福祉協議会給食部会  行事食 食育 食事マナー

新医協会  育てにくい子にはわけがある

東京都者会福祉協議会保育士会 育ち合い・場作り-子どもも大人も

全国保育園保健士看護師連絡会  子ど も の 健 康 と 安 全セ ミ ナ ー

新医協会   発達障害のある子どもと行動の問題

杉並区実務研修  ノロウィルスの基礎知識

東京都民間保育園協会  乳幼児の食事、食育実践

新医協会  乳幼児の睡眠と食の大切さ

東京都社会福祉協議会保健部会  子ども虐待防止      

東京都者会福祉協議会保育士会  防災        

新医協会  排泄の仕組みとトイレットトレーニング   

  １名

  １名

  １名

  １名

  １名

１名

２名

８名

１名

  ２名

  １名

１名

１名

１名

  １名

１名

１名

１名

１名

１名

  １名

  １名

  １名

１名

１名
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２月

西東京こどもの友社  公開保育環境セミナー

杉並区立済美教育センター 幼 児期 が 終 わ る ま で に 育 って ほ し い

全国保育協議会  保育の質や専門性

東京都社会福祉協議会保健部会  職場のメンタルヘルス    

アナフィラキシー対応研修   エピペン講習         

杉並区集団給食研究会  保健センター栄養士との情報交換

東京都福祉保険局  特定給食施設事例報告会

キャリアアップ研修

１名

  １名

  １名

１名  

５名

１名

１名

１０名

  

３ 保護者への働きかけ

平成 26 年度より、４月に行っていた全体保護者会をクラス毎に保護者会を行うことで、

より丁寧に保育に関しての説明を行いました。先ず園長から保育園の保育方針、子どもの

育ちについての話をし、看護師、事務から説明を行いました。

２月には、年度末の保護者会を開催し、子どもたちの成長を保護者の方と共に確認し合

う時間となりました。

保育参観、保育参加、一日保育士体験を保護者の方に選んで頂き、保育園生活、子ども

の姿を理解して頂くことが出来ました。また、保護者の方の悩み相談は、いつでも応じら

れるよう常時窓口を設けました。

秋まつり、運動会、お楽しみ会を通して、子どもの成長をともに喜び合える関係が深ま

りました。

４ 施設整備・備品購入

① 防災倉庫       １棟

② チェスト購入

③ 学校 110 番通報装置  １

５ ヒヤリハット

高井戸保育園のヒヤリハットは、９６件ありました。比較的多かったのは、木製玩具、

床材に毳立ちがあり、棘刺さりや、木片を乳児が口に含む可能性があるケースでした。

重篤な事故に繋がる可能性があるアレルギー関連では、食べながらの登園、お菓子の持

ち込みがあり、保護者に向けて注意喚起を行いました。また、園側ではアレルギー用テー

ブルや、アレルギー札の出し忘れを現場の保育者や看護師が見つけ、対応しました。調理

と共に確認の徹底を行いました。保護者への引き渡し後、小学校の兄が妹を連れて帰るケ

ースや、保護者同士が話しているうちに子どもだけ外に出てしまうケースがあり、交通事

故や連れ去りに繋がる可能性がありました。

誤嚥・誤食の可能性として、家庭から持ちこんだアクセサリーの一部、バンドエードの

箱の一部を口に含んでいて、保育士がすぐに気づいて取り出しました。保護者に向けて注

意喚起を行うとともに、職員間でも再度周知確認を行いました。

園での異物混入として、ブドウにプラスチック片の混入、ワカメが８センチの大きさで
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入っていたケースが報告されました。いずれも配膳時に保育者が気付き食事の提供前に取

り除きました。調理や現場での確認の徹底を図っています。また、０歳児でのパプリカの

栽培等では成長の過程で誤飲の可能性もありましたので、撤去しました。

テラス等の水濡れや、砂は転倒に繋がる可能性があり、トイレの床材も同様で、清掃や

から拭きについて職員間で周知徹底を図りました。

また、怪我等の通院はありましたが、保護者とのトラブルはありませんでした。

  

６ 第三者評価

平成３０年度の第三者評価の受審はありませんでした。

７ 災害対策

平成 28 年度より、保育園四園で災害時に於ける対策の情報共有を図るため、四園防災

対策委員会が発足しました。委員会では、備蓄品をはじめ各園の立地に応じた災害対策の

策定に向けて、確認や情報共有を行いました。高井戸保育園は浸水想定区域に立地してい

るため水防法に基づき洪水時の避難確保計画の作成を行政に提出しました。

避難訓練実施状況

  実施月               内  容                                            避難場所等

   ４月        地震・火災による避難訓練（合図を知る）

   ５月        地震・火災による避難訓練（午前保育中）

   ６月        地震・火災による避難訓練（午後保育中）

   ７月        地震・火災による避難訓練（水、プール遊び）

   ８月        地震・火災による避難訓練（午睡明け）

   ９月        地震・火災による避難訓練（午睡明け）

１０月        地震・火災による避難訓練（園外保育中）

１１月        総合訓練（消防署立ち会い）        

１２月        地震・火災による避難訓練（延長保育中）

   １月        地震・火災による避難訓練（夕保育中）

   ２月        地震・火災による避難訓練（二次災害）

   ３月        地震・火災による避難訓練    

現場にて避難

現場にて避難

現場にて避難

現場にて避難

現場にて避難

現場にて避難

散歩時に現地にて避難

現場にて避難

現場にて避難

現場にて避難

現場にて避難

高井戸小学校～富士

見丘中学校へ避難

●避難訓練

平成３０年度は３月に乳幼児クラスで第二避難場所（高井戸小学校）への避難訓練を行い

ました。その後、４、５歳児のみ第三避難所（富士見丘中学校）への移動避難訓練も行い

ました。１月と２月には、実施時間帯を通知せずに避難訓練を行いました。


