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平成３０年度 いわみ西保育所拠点事業報告 

≪いわみ西保育所事業報告≫ 

 

 

１． 事業総括 

(１) サービス事業 

石見さくら会３保育所では、保育理念、保育方針、保育目標に基づき『豊かな心と健康な

体を作ろう』というテーマの下、一人ひとりを大切に考え、個別支援なども行いながら、子

どもたちがのびのびと心安らかに保育所生活を送れるよう保育を行ってきました。また各年

齢の発達に応じた支援や保護者との連携を大切にし、職員間で常に話し合い、研修などで得

た知識を生かしながら保育の向上に取り組みました。 

 

   

（２）人財育成事業 

一人ひとりの職員の資質の向上と職員全体の専門性を高める為、なるべく多くの研修を受

けてもらおうと積極的に研修会に参加できるように努めてまいりました。これまでに受講し

た研修であっても他の職員が同じ研修を受けることによって、より共通意識を高めることが

できたように思われます。また保育の専門的知識だけではなく、保育所における人材・組織

マネジメント、メンタルヘルス、リスクマネジメント、指導者的研修など、組織の一員とし

ての意識を高める研修も受けより良い職場、チームワークの良さへと繋がるよう意識付けが

できたと考えております。 

また研修報告を定期的に行い、学んできた事の振り返りをおこなうことで研修内容をより

深く理解し、他職員への広がりの場となるように心がけました。 

 

 

（３）施設整備事業 

絵本に親しみながら、豊かな感性を培ったり身体を使って遊ぶことで体幹を鍛えたりする

ために絵本の充実や、運動遊具の充実化を図ってまいりました。それによって子どもたちは、

より良い環境で保育を受けることができたと思います。 

また、災害時の対応策として飲料水、軽食の備蓄、防災頭巾の購入などを行いました。毎

月の避難訓練では災害時に適切に対応できるように訓練などを行いました。繰り返し行う中

で、乳児の避難時の他クラスからの職員の援助や、災害の種類によって避難する時の動きの

違いなども確認することができています。 
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平成３０年度に実施した個別の事業の詳細及び成果等は以下の通りです。 

 

【サービス事業】 

 計画上の事業 実施した内容・成果等 

豊かな心を育てる 【絵本に親しむ】 

・子どもたちの年齢や興味を考えながら、絵本を積極的に保育の中にと

り入れました。また子どもたちも喜んで絵本に親しめるよう、絵本を

見る環境の整備にも努めました。 

・年長、年中組は月に１回、ボランティアの方によるお話し会の時間を

持ちました。 

・各保育所で、親子で絵本を楽しめる空間を作るように工夫しました。 

各保育所とも建物のつくりが異なるため、それぞれの保育所が親子で

絵本を楽しめる空間を作るよう工夫し、場の提供を行いましたが、実

際には利用しにくい場所であったり、利用時間の制限があったり、来

年度への課題も残りました。 

 

【地域の方とのかかわり】 

・地域の小・中・高校生との交流 

小学校は年３回、中学校は年３回、高校は年４回、石見養護学校は年

２回交流を行いました。 

・施設との交流 

緑風園～芋ほり交流、桃源の家～レクレーション交流、香梅苑～運動

会、希望の郷～クリスマス会などを行いました。 

・地域や地域の高齢者の方との交流 

野菜の苗植え、野草茶作り、まき餅作り、餅つき会、うどん作り、干

し柿作り、芋ほり交流、運動会、ジャンボ巻き寿司作りなどを行いま

した。 

その他、毎月のお茶会、１、２月に神楽交流などを行いました。 

 

【わらべうたあそび】 

・年に数回、ボランティアの方によるわらべうたあそびを楽しみ、毎日

の保育や行事の中で生かしています。 

 

【アートデー】 

・年間計画を立てて、専門の講師によるアートデーを設け、各クラスの

年齢に合った活動が経験できるようにしました。 

 

【木育活動を行う】 

・散歩など、自然に触れる機会を意図的に作り、持ち帰った自然物で遊

んだり、製作活動をしたりしました。 
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【外国の文化に触れる】 

・４歳児の運動遊びに、外国人講師を招き指導して頂くことで英語のや

りとりを楽しむ機会をつくりました。 

≪成果≫ 

地域とのつながりが深いこの地域ならではの取り組みを大切に考え

老人クラブや学校、色々な団体との交流や個人的な地域の方の支援

（お茶会・わらべうた・読み聞かせなど）で、子どもたちはいろいろ

なことを学び、知り、考えたり、喜んだり、たくさんの経験を積ませ

てもらっています。家庭や保育所だけでは得ることができないより専

門的な内容の活動や、他者とのふれあいを通して、子どもたちの成長

のなかで貴重なものとして育ち、豊かな心を育むことに繋がっていま

す。 

健康な体を作る 【年齢や発達に応じた運動あそびを行う】 

・それぞれの年齢にあった活動や発達を考慮した運動あそびや体力作

りを取り入れるようにしました。 

・２歳児以上で体ほぐし体操を取り入れ、体幹づくりに向けての取り組

みを行いました。 

・４歳児は専門の講師による運動あそび教室を行いました。 

・５歳児は、二ヶ月ごとに専門の講師による運動教室が行われ、基礎的

な動きを学びました。また子どもたちの成長の様子を分かち合うため

に保護者の方にも活動の様子を見に来て頂く機会を作りました。 

 

【自然の中での遊びを経験する】 

・恵まれた地域の自然を生かし、積極的に戸外に出て自然の中での遊び

を体験する機会を作りました。山登りや土手歩きなどにも挑戦し、体

幹や脚力をつける力となっています。 

・今年は猛暑の為、プールで遊ぶことが少なかったため、深篠川や日貫

川に行き自然の中での川遊びを楽しむ機会を作りました。 

≪成果≫ 

 体を動かして遊ぶことを意識して、いろいろな活動を取り入れまし

た。様々な研修に参加し、良かったものは積極的に取り入れ、子ども

たちの身体能力を高める成果なども随時検証しました。けれども、

日々の活動への取り入れ方や内容などには課題もまだあるので、職員

皆で考えながら今後へ繋げたいと思います。 

 専門の講師による運動遊びは、職員も学ぶところが多く、活動の参

考になりました。 

自然遊びでは、活動できる場所の情報交換などを地域の方や職員間

で行い、より多くの体験ができるようにしました。今後は、徒歩での

移動が難しい所へは、法人のマイクロバスの利用を考えています。 

こうしたいろいろな活動を経験していくことで、子どもたちは脚
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力、体力、体幹能力を身に付け、自分ができる運動や能力を知ったり、

頑張って取り組む姿勢を学んだり、挑戦したとこができた時の達成感

を味わったり、またみんなで取り組む中で友だちを応援する気持ちを

持ったり、心身共に成長することができました。 

食育に取り組む 

 

 

 

 

 

 

【毎日の給食を楽しむ】 

・楽しく食事ができるように、雰囲気づくりを大切にし、乳児クラスで

は言葉かけなども大切にしました。 

・幼児クラスでは、食事の前に食材の話しや作り方の話を行い、これか

ら食べる食事に興味関心を持てるように工夫をしました。 

 

【野菜作りや年齢に応じたクッキング経験をする】 

・栄養士、調理員、保育士が協力し合い、それぞれの年齢別にあったク

ッキングを行う事で、子どもたちは、食材について学んだり、料理す

ることを楽しんだり、食べる楽しさを感じたり、たくさんの食育経験

ができました。 

・地域の方から頂いた野菜の苗を育てることで、収穫の喜びや自分で育

てた野菜を食べる喜びも感じることができるよう工夫しました。 

・地域の業者の方に、生の魚を捌くところを見せて貰い、食べ物にもそ

れぞれ命があること、その命を頂いていること又、命の大切さについ

て話しをして貰いました。いろいろな魚を持って来て頂いて見せて貰

ったり、触らせて貰ったりもし、子どもたちの魚に対する関心も高ま

りました。 

・食に関する掲示物を作って掲示したり、箸の使い方やマナーなど紙芝

居を使ったり、クイズなどで子どもたちに分かり易く知らせました。 

 

【地域の郷土、伝統料理にふれる】 

・地域の様々な年代の方と交流しながら、まき餅、野草茶、餅つき、う

どん、干し柿、ジャンボ巻き寿司作りなどを行い、郷土料理、伝統料

理に触れることができました。 

 

【保護者への食の関心を深める】 

・保護者の方には月に１回、栄養士による「食育便り」を配布しました。 

・朝食アンケートの結果を保護者へ伝え、朝食の大切さを知らせまし

た。 

 

≪成果≫ 

  保育士と栄養士、調理員が協力し合いながら食育を進めてまいりま

した。連携がうまく取れていることで、内容的にも充実した活動を行

うことができたと思います。今年度は、食育の中に“身体作り”も大

切なことと考え、体操を取入れ、体力測定なども行ってきました。ま
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た保護者に対し朝食アンケートを取り、朝食の重要性を伝える等、家

庭への食育も進めてまいりました。 

  保護者が忙しい中で、いろいろなクッキング活動は子どもたちにと

っては、新鮮な活動であり、核家族化で経験することが少なくなって

きていることも経験することができていると思われます。クッキング

活動や行事を通して得た知識・経験は、子どもたちの中で食に対する

興味関心につながり、食べることの大切さ、楽しさを感じることがで

きていると思います。 

保護者の子育てを支

援する(いわみ西) 

・一時預かり保育事業 

３０年度は延べ１１５人の利用がありました。２９年度より５７名利

用数が多くあり、主に里帰り出産で利用される方が多く、同じ子ども

が数日続けて利用することが多くありました。 

・体調不良児保育事業 

今年度は延べ２４人の利用がありました。 

クラスでの手洗いうがいの徹底やソリューションウォーターの使用

で、感染予防対策が取られていたことで、今年度も感染症の拡大を防

ぎ、発生件数は少数に止まりました。 

・障がい児保育 

年長児に１名在籍しており、就学に向けての支援などは、保護者に寄

り添いながら進めてまいりました。 

 また、気になる子どもたちとの保護者面談を行い、来年度の就学支

援の準備なども行ってきました。 

≪成果≫ 

 今年度は保育指針も変わり、幼児期の終わりまでに育ってほしい 10

の姿なども踏まえ、就学を意識した関わりを多くとってまいりまし

た。年長児だけでなく、乳児期からの関わりの重要性なども考え、こ

れまで希望者のみの個人懇談を行ってきましたが、今年度は保護者と

の信頼関係づくりも考え、全員の保護者との個人懇談を実施し、子ど

もたちの成長を共に考えいけるよう保護者支援も行ってまいりまし

た。保護者の方からも担任とゆっくり話ができる時間をつくってもら

えることは有難いという声をいただいております。 
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【人材育成事業】 

① 研 修 

計画上の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

保育研究会総会(郡) 

 

 

 

保育士 

栄養士 

調理員 

看護職員 

２９名 

 

 

 

・「改定・保育所保育指針について」 

小学校就学までに育てたい１０の子ど

もの姿について、具体例を基に詳しく学

びました 。 

所長研修（郡） 

 

 

所長 

 

３名 

 

 

・「子どもの主体的な遊びを育むための所

長の役割」について学び、リスクのある

遊びが子どもを成長させることを学び

ました。 

食育推進研修会 

 

調理師 

栄養士 

２名 ・「口腔機能の発達に応じた食事提供・ 

保育の発展について」を学び日頃の調理

で生かせました。 

調理研修会(石見) 

  

栄養士 

調理師 

５名 ・保育所栄養士・保育士による調理実習を

行い調理技術の向上を図りました。 

入社 2 年目研修会 保育士 １名 ・「明日からの仕事に対するモチベーショ

ンと地域の交流」というテーマで講義を

受けました。 

主任保育士研修(郡) 

 

 

主任 

保育士 

 

２名 

 

 

・「協働型」の園内研修の必要性を学びま

した。他地区の主任保育士との意見交換

も出来ました。 

甲種防火管理新規講

習会 

 

所長 

  

１名 ・防火管理と意義について講義を聞き改

めて防火の大切さを感じ、防火管理者と

して安全対策の必要性を改めて感じま

した。 

水泳プール安全管理

講習会 

保育士 ２名 ・事故を早期発見、早期対処することで死

亡事故に繋がらないようにする事、又未

然に防ぐ対策を万全にしておく事など

学びました。 

2018 年度 子ども

の健康と安全セミナ

ー 

看護師 １名 ・「今求められる丁寧な保育保健」という

テーマは、これまでの知識の復習になる

と共に様々な気付きにも繋がりました。 

島根県保育協議会 

総会 

 

所長 ３名 

 

・「保育所保育指針改定の今考えているこ

と」を通して、なぜ今保育指針の改定が

必要なのかを学びました。 

保育士現認研修 

（中堅） 

 

保育士 

 

２名 

 

・発達心理、虐待防止、保護者支援につ

いて受講し保育、保護者対応に生かせ

ました。  
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実技研修（郡） 

 

保育士 

 

１９名 ・「色々な素材を使って製作遊びを楽し

む」を受講し日頃の製作遊びに生かせま

した。 

 

邑南町保育研修会 

（実技） 

保育士 

 

１５名 ・体幹を鍛え、肩こりや腰痛を和らげる

為に簡単にできる体操を学びました。   

所長研修（県） 所長 ３名 ・「改定保育所保育指針について」を受講

し、０・１・２歳児に関わる狙いと内

容並びに小学校との円滑な接続の為に

どのようにしたら良いか学びました。 

保育士現任研修 

【新任コース】 

保育士 

 

 

１名 

 

・「発達心理を学ぶ」を受講し基本的信頼

を育むための方法を具体的に学びまし

た。 

乳児保育推進研修 保育士 ２名 ・「伝承の子育て」「乳児の栄養」「乳児の

健康と安全」について受講し乳児保育の

大切さを再認識しました。 

保育士キャリアアッ

プ研修 

【幼児教育】 

保育士 ３名 ・「幼児教育の意義と環境」や「指導計画

記録及び評価について」、「幼児期の学び

と小学校との接続について」を学び保育

に生かせました。 

見守る保育研究会 

研修会 

保育士 ２名 ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい１

０の姿を考える」という講演を聴く。５

領域を具体的な姿にし、保育所と小学校

が共通認識し易い様にした物で到達目

標ではないことの説明を受けました。 

保育士キャリアアッ

プ研修 

【食育・アレルギー

対応】 

調理師 

栄養士  

２名 ・「乳児の栄養・食生活」、「食物アレルギ

ー」について受講しアレルギーの恐ろし

さを知り正しい対応の仕方を学び保育

に生かせました。 

人事管理研修 所長 ２名 ・人事考課の意義や仕組み、活用の有効化

など色々な面で学び今後に生かしてい

きたいと思いました。 

保育士キャリアアッ

プ研修 

【保護者支援・子育

て支援】 

保育士 ２名 ・「保護者支援・子育て支援の意義」を通

して色々な側面からの支援について知

識や技能を学ぶ事ができました。 

島根県保育研究大会 保育士 

栄養士 

調理師 

５名 ・分科会の「環境を通して行う保育」では

環境について改めて考えるきっかけに

なりました。また一人ひとりを大切にす
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 る保育についてのお話を聞き保育に生

かせました。 

福祉サービス苦情解

決研修会 

所長 ３名 ・苦情に対しての対応だけでなく、日頃か

らの保護者とのやりとりにも生かせる

内容だったので参考になりました。 

邑智郡保育士研修会 保育士 ２名 ・「保護者と共に子どもを見つめる」とい

うテーマでエピソード記述を交えての

お話を聞き、真の意味で子どもや保護者

の味方になる事の大切さを感じました。 

保育士・保育教諭ス

キルアップ研修 

保育士 ７名 ・子どもが主体的に育つために保育士が

どのように保育をすれば良いかを学び、

１０の姿は乳児期から始まっている事

を認識しました。 

保育士キャリアアッ

プ研修 

【保健衛生・安全対 

策】 

保育士 ３名 ・子どもの成長について年齢の段階を踏

まえて発達の特徴についても改めて詳

しく学ぶことができ保育に生かすこと

ができました。 

キャリアパス導入研

修 

保育士 １名 ・「働きがいと働きやすさが両立した職

場」「職員の定着を目指す仕組みや制度」

を学び職員に求められる姿は“親切で丁

寧な仕事”をすることが大切だと学びま

した。 

保育士キャリアアッ

プ研修会 

【マネジメント】 

保育士 

 

１名 

 

・園内研修の在り方や職場作りの大切さ、

ミドルリーダーとしての役割や方法を

講義や演習を通して学びました。 

主任保育士・主幹保

育教諭専門研修会 

保育士 ２名 ・主任という立場の重要性と共に、他の職

員の総合的理解者となる事で、保育所全

体の活性化に繋がりそして、何より子供

たちに繋がっていく事を再認識しまし

た。 
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② 内部研修 

計画上の研修 対象者 参加者数   実施した内容・成果等 

さくら会職員研修 保育士 ５名 ・「人権、人権擁護研修」職場でのお互い

の認め合いについて改めて考えさせら

れました。 

石見さくら会保育研

究会保育研修 

保育士 

調理師 

栄養士 

看護師 

４０名 ・「気になる子の支援と保護者対応」を受

講し保育士として子ども達や保護者と

の関わり方に生かせました。    

石見さくら会保育研

究会救急法研修 

全職員 ３４名 ・心肺蘇生法を学び日頃の保育に役立つ

研修でした。 

・子どもの怪我や病気の時の対応の仕方

について実践的に学びました。 

石見さくら会保育研

究会防犯教室 

全職員 ３３名 ・「不審者侵入」時の保育士の対応や連絡、

誘導の仕方について指導を受け、職員全

員が認識し合いました。 

・簡単な護身術を学びました。 
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【施設整備事業】 

いわみ西保育所 

計画上の施設整備等 実施した内容等 

◎テラスの塗り替え ・保育室前のテラスの塗装が全体的にはがれていましたが、

８月に業者による塗り替えできれいになりました。 

◎園庭の整備 ・長年の雨風によって、園庭の土が流され、基礎の小石などが

出てきていて危険でしたが、土を入れてもらい整地したこと

で、突起物がなくなり、安全に使えるようになりました。 

◎絵本や絵本コーナーの充実 ・年齢ごとに必要と思われる絵本の購入を行い、絵本環境充実

化を図りました。 

◎運動遊具・用具の購入 ・子どもたちの活動に必要と思われる物や発達を促していく

うえで大切と思われる遊具や用具を購入しました。 

・運動能力を高める為、ペダルなし三輪車や跳び箱を購入しま

した。 

◎防犯システム・防災用品の

充実 

・防災システムについては、補助金の関係で来年度へと持ち越

しとなりました。 

・防災頭巾を購入して、避難訓練で使用しました。初めはかぶ

りにくそうでしたが、回を重ねるごとに上手にかぶれるよう

になってきました。 

・非常食(水・クラッカー)を備蓄しました。 

◎野外倉庫の設置 ・倉庫を購入して設置する予定でしたが、使っていないウサギ

小屋をボランティアの方が改造して下さり、三輪車や遊具を

入れることができるようになり、購入はしませんでした。 

◎ステンレス調理台の購入 ・衛生面を考慮し、引き戸のついている調理台に交換しまし

た。水跳ねなどが調理台内に飛び散ることなく衛生的に使う

ことができています。 
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２．利用者状況の総括 

０歳児の入所を希望通りに受け入れたため、０歳児定員１０名のところを最終的には２２名

受入れることになり、保育士の定数を満たすのに大変な一年となりました。途中で転居による

退所や、勤めを辞めて入所を取り止めた方などがあり、当初計画では１２２名の利用予定でし

たが、３月末現在１１８名となりました。 

 

 

【利用率（入所率）の状況表】 

（単位：人、％） 

定 員 計画人数 計画利用率 実績人数 実績利用率 備 考 

１２０ １２２ １０１.７ １１８ ９８.３ 
４月スタート時 

９９名 

 

 

【利用者（入所者）構成の状況表】  

（単位：人、％） 

構  成 

(クラス別) 

計 画 実 績 備  考 

(４月スタート時) 人 数 構成割合 人 数 構成割合 

０歳児 

１歳児 

２歳児 

３歳児 

４歳児 

５歳児 

２４ 

 ７ 

２４ 

２１ 

２３ 

２３ 

１９.７ 

 ５.８ 

１９.７ 

１７.２ 

１８.８ 

１８.８ 

 ２２ 

  ７ 

 ２４ 

 ２０ 

 ２３ 

 ２２ 

１８.７ 

 ５.９ 

２０.３ 

１６.９ 

１９.５ 

１８.７ 

   ４名   

   ６名   

２３名   

２１名   

２２名   

２３名   

計 １２２ １００.０ １１８ １００.０  
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３．要員（人員）体制の総括 

３０年度スタート時は、０歳児が４名しかおらず。保育士の要員数も充足していましたが、

途中入所で０歳児の人数が増え、パートの保育士で補充しましたが、パート職員の確保にも限

界があり、勤務時間を増やして頂くなど、かなり無理をして頂きました。年度末には、パート

職員が感染症になったりしたため、病児保育の看護職員の要員数で余裕のあったところを保育

士要員として換算することにしました。 

 

 

【要員状況表】 

（単位：人、％） 

職  種 計  画 実  績 

 人 数 常勤換算数 人 数 常勤換算数 計画に対する充足率 

所長 １ １.０ １ １.０ １００.０   

主任保育士 １ １.０ １ １.０ １００.０   

保育士 ２２ ２１.０ ２１ ２０.０ ９５.２   

栄養士 １   １.０  １   １.０ １００.０   

調理員 ４  １.８  ４  １.８ １００.０   

看護職員 ３   １.６  ３  １.８ １１２.５   

保育補助 ３  ２.８  ３   ３.０ １０７.１   

環境整備 ２  １.０  １  ０.２ ２０.０   

合 計 ３７ ３１.２ ３５ ２９.６ ９１.９   
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４．苦情処理結果の総括 

【苦情事例１】 

・苦情受付日    平成３０年６月２１日 

・苦情申し立て人  保護者様 

・苦情内容     “衣服の紛失”について 

保育所で着替え用に持たせた服が数枚帰ってこないと保護者から苦情があった。保育

所の衣服入れなどを捜したが見つからず、他児のところへ混じってしまったかもしれな

いと、お便りで尋ねてみたが、結局見つからなかった。 

 ・苦情処理結果 

     職員で保育室内を隈なく捜し、またお便りなどで保護者にも協力してもらって捜して

もらいました。子どもが触るところに衣服入れが置いてあったことも一因と考え、保管

場所を変え、続けてそのようなことが起こらないように管理も徹底しました。 

 ※解決にあたって第三者委員会で報告をし、助言を頂きました。 

 

 

 

 

【苦情事例２】 

 ・苦情受付日    平成３１年１月２５日 

 ・苦情申し立て人  保護者様 

 ・苦情内容     “怪我をした我が子へ、加害者からの謝罪がない”について 

     保育中に遊びの中で、故意ではないが怪我をさせられたわが子に対して、怪我をさせ

た子どもの保護者の方から何の謝罪もない。我が子が怪我をさせた時には謝罪をしたの

に、今回何もないというのは納得がいかない。 

 ・苦情処理結果 

     保育者が謝罪したことで、終わらせてしまい、怪我をさせた子どもの保護者の方には

事情を説明していなかったため、改めて事情を伝え、子どもが故意にやったわけではな

く、保育者の監督不足だったことを伝えたうえで、謝罪について伺いを立てると、「我

が子がやってしまったことだから」と快く謝罪に応じて頂き、相手の保護者も納得して

頂きました。 

 ※解決後に第三者委員会で報告しました。 

 

 

以上 

                         


