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平成３０年度 東保育所拠点事業報告 

               

≪東保育所事業報告≫ 

 

 

１．事業総括 

(１) サービス事業 

  いわみ西保育所と同じです 

 

 

(２) 人財育成事業 

     いわみ西保育所と同じです 

 

 

(３) 施設整備事業 

保育目標である「豊かな心と健康な身体づくり」のテーマに基づき、豊かな心を育む絵本

コーナーの見直しを行ってきました。また、道徳に関する絵本も購入し、絵本を通して、子

ども達が友だちとの関わりの中で相手の気持ちに気づき、友だちを思い我慢する優しさが育

つ保育にも心がけました。 

 

 

 

 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】 

    いわみ西保育所と同じです。 

 

 

【人財育成事業】 

    いわみ西保育所と同じです。 

 

 

【施設整備事業】 

計画上の施設整備等 実施した内容等 

運動遊具・用具の購入 

 

・鉄棒やマット、バランス感覚を養うバランス平均台を購入 

し、基礎的な運動遊びに活用しております。 

絵本コーナーの充実 

 

 

・玄関にボードを購入して職員のお勧め絵本を展示し、親子

でゆっくり手に取り絵本に親しめるコーナーを整えまし

た。保護者向けの貸出本も置いて貸出しに繋げています。 
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防犯システム・防災用品の 

充実 

・１１０番直結非情装置は３１年度に設置予定です。 

・非常食の備蓄と防災頭巾を購入し、防災頭巾は避難訓練で

着ける訓練や職員の動きなど話し合い経験を重ねていま

す。 

食事時のテーブルと椅子の充

実 

・３歳児用にテーブルといすを購入し、しっかりと足が床に

着く姿勢で食事がとれるようになりました。正しい姿勢の

食事は、体感を整えることにも繋がりました。 

砂場外倉庫の設置 ・新しい倉庫を設置し、外遊び用の道具を子ども達が安全に

出し入れして遊べる環境に整備しました。 

保育事務業務のコンピュータ

ー化 

・ノートパソコンを２台購入し、各クラスに設置を行い事務

作業の軽減を図りました。 

園庭遊具の設置 ・３０年度予算に入っていなかった乳児用滑り台は、３１年

度に設置し乳児が安全に遊べる環境を整えます。 

 

 

 

 

２．利用者状況の総括 

３０年度の入所児計画では６６名でしたが、３月末は６４名となっております。要因として

は 4月当初で、計画より 1名減でスタートしたこと、１２月に転居による退所（１名）があり、

結果としては２名の減となりました。 

 

【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 

６０ ６６ １１０ ６４ １０６.７ 
４月スタート時 

５５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 

９ 

１４ 

１０ 

１２ 

１０ 

１１ 

１３.６ 

２１.２ 

１５.２ 

１８.１ 

１５.２ 

１６.７ 

９ 

１３ 

９ 

１２ 

９ 

１２ 

１４.１ 

２０.３ 

１４.１ 

１８.７ 

１４.１ 

１８.７ 

   ２名 

  １２名 

 ９名 

１２名 

 ９名 

１１名 

計 ６６ １００.０ ６４ １００.０ ５５名 
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３．要員（人員）体制の総括 

３０年度は途中入所児が多くありましたが、計画人数においての職員を配置しておりました

ので配置基準は満たされており、保育体制には支障がなく事業を遂行することができました。 

  また、昨年度は環境整備の為の要員が増えた事で、保育職員が休息を得る時間を確保できた

ことは、業務改善にも繋がりました。 

 

 

【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 １２ ９.０ １１ ８.９ ９８.９  

栄養士 １ １.０ １ １.０ １００.０  

調理員 １ １.０ ３ １.０ １００.０  

保育補助 ３ ２.３ ３ ２.３ １００.０  

環境整備員   ２ ０.３  

合 計 １９ １５.３ ２２ １５.５ １０１.３  

 

 

 

 

  



76 

 

４．苦情処理結果の総括 

 【苦情事例１】 

・苦情受付日    平成３０年９月５日  

・苦情申立人    保護者様 

・苦情内容     “食事用エプロン”について 

    食事に使用したエプロンに食事の残り物がついていた。衛生的に良くないのできれいに

してから持ち帰らせて欲しいとのことであった。 

 ・苦情結果処理 

    子どもが自分でエプロンをケースに入れて片付けており、職員による確認が不十分でし

た。確認を強化して気をつけて見ていき、必要であれば下洗いをしていくことを伝えて納

得して頂いております。また、職員間でも話し合い、その後、乳児のエプロンは年間を通

してお預かりし、保育所で洗濯して使用するように改善しております。 

 

 

 【苦情事例２】 

・苦情受付日    平成３１年１月８日 

・苦情申立人    保護者様 

・苦情内容     “友だちとの接触トラブル”について 

肌が弱く荒れやすいので、友だちとの関わりの中でトラブルにより肌に傷がつかないよ

うに気をつけてみてほしい。また、食事の際、口のまわりやアゴなど塩分がついて赤くな

ることが多いので保湿クリームを塗って欲しいとのことであった。 

・苦情結果処理 

    本児はアトピー性体質で肌が弱く、手や爪が少し当たっただけでも肌が赤くなったり傷

がついたりしてしまいます。そのことを踏まえて職員間で話し合い、遊びと生活の切替え

の所でトラブルが発生しやすく、子どもと職員が１対１で対応しなればならないおむつ交

換時等、０歳児と１歳児の職員が分れて本児を見守っていくこと、保湿クリームは継続し

て食事前後に塗っていくことなど、職員間で話し合ったことを保護者に伝え実行して、安

心して頂いております。 

 

 

※苦情の両事例は、解決後に第三者委員会で報告しました。  
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≪子育て支援センター事業報告≫ 

 

 

１．事業総括 

 （１）サービス事業 

   ３０年度は、県外から来られた方のご利用者が特に多く、また、里帰り出産などで帰省さ

れている方も時折来られ、支援センターで母親同士のつながりができ、子育て情報や、地域

の情報も共有され、センターでの会話を通してだんだんと地域に馴染んでいかれる様子が見

てとれました。子育て不安に関する援助も来所の時だけでなく、携帯電話を設置したことで

気軽に相談を受ける環境も整いました。育児不安や悩みが少しでも軽減できるようにと心が

けております。ＩターンやＵターンの方も増え、子育て家庭の交流の場としての役割を大き

く担っております。保護者同士で仲よくなり、子育ての悩みや喜びを共感し合うことで子育

ての不安感、孤立感の解消にもつながっています。 

地域の各行政機関とも連携を密に図り、在宅親子への保育サポートがより充実するよう定期

的に様々な計画を実施してきたことで利用率も上昇しています。 

  また、保育所とのパイプ役となり、入所前の不安感を軽減しております。 

 

（２）人財育成事業 

支援センター現場の職員は常に利用者と間近に接し、専門的な知識やコミュニケーション

能力を必要とされます。よって、子育て家庭の育児不安の軽減、子ども達の健康作り、そし

て子育てに喜びを感じてもらえるようなアドバイスや情報発信が行えるよう、研修会に参加

してまいりました。家庭における養育支援の強化が必要とされつつありますが、専門機関と

の合同研修会などにも参加していき、さらに担当職員の専門性を高めていきたいと思います。 

 

（３）施設整備事業 

   支援センターの場所が明確になるよう入り口付近に案内板を設置しました。また利用者が

安心して気持ちよく利用できるように、絵本や玩具などの充実を図り環境を整えました。 

 

 

 

 

 

  

 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。 
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【サービス事業】 

子育て親子の交流の場の提供

と交流の促進 

・子育て支援室『すくすく』を常時、開所しました。 

（９：００～１６：００） 

年間を通して利用者が多く、午後もほぼ毎日利用がありま

した。 

育児相談も多く、他の保護者の話しを聞いて安心されるケ

ースもあり、母親同士のよいコミュニケーションの場とな

っています。 

・各保育所に開放日を設けました。 

（月１回 ９：３０～１１：００） 

    いわみ西保育所・・・親子サロン 

    東 保育所  ・・・わくわくデー 

    日貫保育所  ・・・ピヨピヨデー 

 各保育所とも地域を超えて利用されています。同年齢の子

どもの発達を知ることができたり、保育所に慣れ親しんだ

りすることができ、入所にむけての不安の緩和となってい

ます。 

子育てに関する相談・援助 ・来所及び電話相談を行いました。（９：００～１６：００） 

≪主な内容≫ 

   入所について   

一時預かり保育について 

   子どもの発達、病気、生活について 

予防接種、離乳食の進め方、歯について 

   夜泣きについて 

兄弟への対応のしかたや育児について 

 育児や発達に関連した相談内容が多いですが、保育士が専

門的な知見からアドバイスすることで安心して頂いていま

す。又、子育て以外のことでも話を聞いてもらうことで気

持ちが楽になる保護者さんもおられ親支援の機能を担って

います。 

・保健課による乳幼児健診に参加しました。 

 健診の参加は、支援センターを幅広く在宅親子の方に知っ

て頂く機会でもあり、また、保健課と子どもの発達や家庭

の状況等の情報交換や連携を図る事で、在宅親子だけでな

く保育所の子育て支援にも繋がっています。 

地域の子育て関連情報の提供 ・機関紙『すくすく』『月の行事』の発刊をしました。 

 毎月、在宅親子全戸に配布しております。 

・はじめての保護者に『子育て支援センターのご案内』を送

付しました。 

・無線放送にて活動の情報提供や参加呼びかけました。 
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・広報誌『さくらだより』に情報提供を行いました。 

・子育てに関する講演会やイベントの案内配布を行いまし

た。Ｉ・Ｕターン等で地域の情報が入りにくい方にも漏れ

のないよう情報の提供を行いました。 

子育て及び、子育て支援に関す

る講座の実施 

 

・アートデ―・クッキングデ―・わらべうたの日を設けまし

た。 

・絵本の紹介やママの心こころころ  

３Ｂ体操を実施しました。 

・出前講座 

(ベビーマッサージ・歯の話・離乳食の話・身体測定)  

専門の講師の方や役場保健課職員の協力を得て実施し、親

子や参加した保護者同士のつながりを深める時間となりま

した。 

こういったイベントは参加率も高いので、孤立軽減の為にも

継続していく必要性を感じております。 

地域支援事業 ・地域に出向き、世代間・親子交流活動・子育てサークルの

援助をおこないました。 

 “希望の郷”に行き利用者様と交流したり、稲積邸にて地

域の方と料理を作ったりと地域の方々と交流しました。 

子育てサークル『こぐまクラブ』に参加して支援を行った

り、町の子育て支援事業『わくわくフェスタ』のスタッフ

として協力したりすることで地域支援事業にも積極的にか

かわりました。 
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【人財育成事業】 

 ① 事業所外研修 

計画上の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

・子育て支援担当者 

研修への参加 

保育士   

 

・さくらんぼクラブと兼務の為、子育てサポー

トアドバイザーの研修に参加しました。 

  

 

 ② 事業所内研修 

計画上の研修 対象者 参加数 実施した内容・成果等 

・集合研修 全職員 ５名 ・感染症による嘔吐処理や連携の仕方など実

施訓練を交えて実践的な学びとなりまし

た。 

・石見さくら会 

保育研究会 

全職員 ２名 ・救急法実技研修は、身近な救急法であり知

識としての学びとなりました。 

・発達研修は、保護者支援にも繋がる内容で 

保護者対応に役立つものでした。 

・防犯訓練は、不審者かどうかの境界線から

対応の仕方・防御など実践的な学びとなり

ました。 

 

 

③ その他の取組事項 

計画上の取組事項 実施した内容・成果等 

専門機関との連携及

び情報交換 

・保健課の保健師・歯科衛生士・栄養士との情報交換の会議を年 2回

持ちました。（４月・１０月） 

・他の支援センターより機関紙を送って頂き、情報交換を行いまし

た。 

 保健課より専門の担当者ならではの目線で支援センターに情報提供

をして頂き、参考になりました。保健課とのつながりができているこ

とも保護者から、信頼を得ています。 
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【施設整備事業】 

計画上の施設整備等 ・月齢に応じた玩具や絵本を購入しました。 

・支援センターの入り口が分かり易いように看板を設置しました。 

・電気カーペット、ぷるふわマットを購入して環境を整えました。 

＊計画外でしたが、掃除機・ラジカセ等使用不可になり買換えを行いま

した。また、職員用ロッカーや事務用の椅子もなく不便であったため

購入させていただきました。 

 

 

 

３．要員（人員）体制の総括 

 

【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 

保育士 ３ １.３ ３ １.５ １２０ 

保育補助 ２ １.０ ２ ０.８ ８０ 

 合 計 ５ ２.３ ５ ２.３ １００ 
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≪さくらんぼクラブ事業報告≫ 

 

 

 

１．事業総括 

 （１）サービス事業 

３０年度より事務局から子育て支援センターに移行したファミリーサポートセンターは、

在宅親子や石見さくら会保育所の子育て家庭に、より密着した支援が出来るように携わって

きました。また、広報活動にも行政と連携できる体制も整ってきています。 

 

 

（２）人財育成事業 

   行政と連携して研修会を開催し、会員の専門的な知識向上に努めてまいりました。アドバ

イザーとして自己研鑚できるような研修に積極的に参加し、能力向上に努めました。 

   

 

 

 

【サービス事業】 

計画上の事業 実施した内容・成果等 

事業の周知及び会員募集 児童クラブ・小学校・保育所・在宅親子・検診や子育てイベン

トに出向き、チラシの配布や事業内容を説明して広報活動の

幅を広げてまいりました。 

まかせて会員 １５名   お願い会員 １６名 

交流会の実施 レクリエーションインストラクターの流水真理子氏を講師に

招き、「お願い会員」「まかせて会員」との交流会を開催し、楽

しい交流や意見交換会により、会員同士の親睦を深めること

ができました。 

講習会への参加 福祉課と連携して発達についての講習会を開き、まかせて会

員の専門的な知識向上に努めました。 

報酬支払いの助成事業 １年間で延べ１０８回の利用があり、利用料の半額を助成し、

子育て家庭の負担の軽減に努めてまいりました。 
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【人財育成事業】 

   研 修 

計画上の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

ファミリーサポートアドバイ

ザー研修会 

保育士 1名 ・いざという時にはファミサポがあ

りいつでも助けて貰えるとの安心

感がある事。いつでも門の戸が開け

られていることの大切さを再確認

できた研修となりました。 

 

 

２．要員体制の総括 

要員は、子育て支援センターと兼務で 1名となっております。 

ただ、嘱託職員の兼務としては責任が重いように感じ、次年度には職員体制を考慮しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

以上 


