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社会福祉法人小百合苑     理事長 大西正隆   

法人理念  子どもの最善の利益を考える  誇りと責任を持って真心保育を実践する 

      子どもの成長発達を支える   保育を通して福祉に邁進する 

      子育てに関わる社会的役割を果たす 

法人事業  第二種社会福祉事業   

イ） 放課後児童健全育成事業  古川橋小学校放課後児童クラブ  

ロ） 一時預かり事業      古川園・柳町園 

ハ） 養育支援訪問事業     古川園 

ニ） 幼保連携型認定こども園  古川園・柳町園 

ホ） 小規模保育所       柳町園ブリスガーデン 

苦情解決 保護者の声を真摯に聞き、各施設で苦情処理に取組み、丁寧に対応した 

以下のスタッフは虐待防止委員も兼ねる。 

 

法人運営・施設整備等 

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため理事会・評議員会の書面評決による審議 

・会計処理を株式会社幼保経営サービスに委託。仕訳等が異なる点もあり、年間通して調整した。 

・働き方改革施行 休憩時間の取り方など繰り返し労働環境を見直した 

・古川園・柳町園から拠点区分間繰入 

法人職員研修  

4/6  「子どものためのソーシャルスキル」講師：西岡有香氏  

11/30 公開子育て講座「ほめるとどうなる ペアレントトレーニングの視点から」講師：宮原

由美氏チャレンジクラブ 参加：利用者/職員 地域の方 民生委員 学校評価者 

危機管理 

・新型コロナウィルスで 2 月末から利用自粛となり、充実した保育を提供出来なかった。幼稚園

学校は休校だが、保育、児童クラブは事業継続となりこども集団の感染防止対策を模索した。 

・8 月大阪府内の教育機関を狙う爆破予告があり、門真市から避難指示が出た。保護者にお迎え

を要請した。3 時時点で残るこどもを近隣施設へ猛暑の中、避難させた。 

・WBGT の熱中指数を配慮しながら、各施設、例年には無いほど熱中症対策をした。屋外・プー

ル遊びができず、室内の環境を整えた 

・暴風雨、豪雨が続き、門真の土地の特性や浸水エリアなど職員に危機感を持たせた。 

 

福利厚生 

・心身共に安心安全な職場作りを目指し、法人内で長く働く事が出来るよう労働環境を整えた 

 古川園 柳町園 古川橋児童クラブ ブリスガーデン 

苦情解決責任者 大西潤子 大西宏幸 大西潤子 大西宏幸 

苦情受付担当者 秋山 大西佐 阿部 藤岡 眞野 

公正採用選考人

権啓発推進員 

藤岡 大西佐 阿部 眞野 

安全衛生推進者  藤岡 松成 大西佐 阿部 眞野 

人権リーダー 

養成講座修了者 

藤岡 秋山 松成 

平井 寺田  冨本 

大西佐 

平田 橋田 

田中 眞野 
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乳幼児保育・教育事業  古川園・柳町園・ブリスガーデン  

保育方針   

一人ひとりのこどもを大切に、明るい笑顔、優しい言葉をモットーに 

家庭的な雰囲気の中で真心のある保育を実践します 

保育目標   

よく見て、よく聞いて、よく考える子   心身共に健やかな子  思いやりのある心豊かな子 

保育計画   

こどもの最善の利益を考える 

一人ひとりの個別計画の下に成長発達を支える 

子どもの立場や思いを理解し、楽しい園生活を保障する 

叱らない、教える保育、喜びを感じる保育の推進 

子どもの人権を守る（いじめ、仲間はずれ、懲戒等はしない、させない） 

職員体制 

 

保育サービス  重要事項説明書の同意を得て、保育を開始 

・障がい児保育 障がい・生活のしづらさを理解 同じ場で共に育ち合うことを目的とした。 

・保育要件のある１号認定児を対象に新 2 号認定制度が始まる 延長保育料金等を整える 

・4 月～9 月 門真市 3 歳以上児の無償化制度 1 号認定諸費用を見直した 

・10 月の国の教育保育無償化、給食費補助、新 2 号認定児を含む子育てのための施設等利用給付

認定など大きな変換の年となった。 

・新型コロナウィルスによる登園自粛期間の保育料、主食費などの返金対応をした                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

職員資質向上・研究課題 

・守口市の 0 歳児から保育料無償化の影響を受け、門真市内の保育申し込み者が激減。門真市内

の小規模保育所が急増したが、受け入れ枠と大きな乖離が出た。令和 2 年 4 月はほとんどの園の

0 歳児枠が埋まらない。市内乳児施設の閉園を阻止する対応として、一時保育の利用者を制限し、

施設入所へ案内するよう依頼を受ける 

・状況確認書の保育時間を超えて園を利用する家庭が増加し職員の精神的負担も増えた。 

 古川園 柳町園 ブリスガーデン 

園長／施設管理者 大西潤子 大西宏幸 眞野千恵美  

副園長 藤岡里実 大西佐知子 ━ 

主幹保育教諭 秋山尚美 松成晋一 橋田裕子 平田玲子 ━ 

正規保育教諭 ２０名(育休 1 名) ２１名(育休 1 名) ━ 

非正規保育者 ７名(育休 2 名) ７名 ４人 

非正規看護師 ━ １名 ━ 

短時間保育者 20 時間未満 ２名 ３名 ２人 

保育補助 ３名 ６名(育休 2 名) ━ 

 古川園 柳町園 ブリスガーデン 

乳児保育 ３カ月～ ２カ月～ ３カ月～  

開園時間 7：00－18：00 7：30－18：30 7：30－18：30 

延長保育 18：00－19：00 18：30－19：30 ━ 



3 

 

・プログラマー採用 園内プログラムに労務管理機能を付け、事務作業の効率が上がった。 

・幼稚園免許更新・処遇改善につながるキャリアアップ研修の費用負担等、積極的に支援した 

・採用 就職フェア等で学生の反応が良くなるよう、今後の対策を検討した 

 

保育内容・子どもの活動・行事他 

・社会情動スキル、生きる力を伸ばすための保育・教育を考えた 

・生育歴・心身の発達、及び、活動の実態に即し個別計画を立て、生活リズムの安定を目指した 

・自己肯定感を高める保育を考えた 

・絵本の読み聞かせボランティアを招き、お話会を開催した 

・課題ある家庭への理解を深め、保護者の辛さに寄り添う対応スキルを深めた。 

 

地域貢献事業 

・子育てに関わる社会的使命、地域貢献と、こどもの居場所づくりにこども食堂を開催。 

・子育て家庭のコミュニケーションの場を提供し、地域の虐待児早期発見、公的機関につなげた。 

・地域親子の園行事参加、地域の方が相談しやすい環境づくりを心掛けたが新型コロナウィルス

の影響で、2 月下旬から一時保育を含む、全ての地域貢献事業を中止。 

 古川園 柳町園 ブリスガーデン 

園庭開放・育児相談 木・土曜日 10：30～13：00 毎水曜日 10：30～11：30 随時 

親子保育他 第２木曜 11：00～12：00 第 1 水曜 10：30～11：30 第 2 金曜 

土曜こども食堂 月 3 回程度 ユニバーサル型 24 回  

地域貢献支援員 

スマイルサポー

ター 

秋山 平井 松成 冨永 

淡路 倉本 石橋 小長谷 

福本 寺田 寺馬 田中裕 

大西 平田 橋田 古川 

藤村 西田 

眞野  

 

危機管理 

・大津事故後、園周辺、散歩コースのリスクについて確認、見直し要請があり、都度対応した。 

・門真市の浸水エリア、土砂崩れエリア等を把握し非常時に備え、津波想定訓練をした。 

・震災等の非常時には、乳幼児に特化した施設として地域の拠点となる準備を続けた 

 

保健・食育 

・国の副食費補助金が始まる。園児給食単価の見直しで、給食業務委託ウオクニ株式会社に園の

意向を伝え食の質を向上させた。伴い、職員の給食費も相応額に変更した。 

・新型コロナ対策で感染リスク見直し、衛生用品備蓄確保等、経験のない不安と対応に追われた。 

・薬剤師による検査、指導を受け、快適な保育環境を見直した  

・門真市内病児保育室閉鎖により、保護者の就労支援と園内感染拡大阻止に影響が大きく出た 

・門真市の感染症欠席の登園許可証様式がたびたび変更。保護者周知を繰返した。 

 

養成校連携・その他 

・実習生、ボランティア、中高校生の職業体験事業を受入れ、次世代の保育人材の育成を支えた 

嘱託内科 嘱託歯科 嘱託眼科（柳町園） 嘱託薬剤師 

堺医院：堺昭彦医師 堤デンタルクリニック： 

佐原起志子医師 

川上眼科：川上剛医師 溝端裕己 



4 

 

古川園   門真市古川町７－３     

 

 

保育内容 子どもの活動他 

・創立 70周年 年間通して行事ごとに子どもたちと祝った。運動会では保護者会と職員の共演で

盛り上がった。 

・現職の小学校教諭と乳幼児期の保育、幼児教育のあり方や、園児の就学後の姿などについて座

談会を設けた。繰り返し検討していた、主体性保育と設定保育の共存の仕方について整理がで

き、進む方法が明確になり、職員の意識統一ができた。 

・幼児教育のあり方を繰り返し話し合った。担任が設定保育を、幼児造形コーナー担当職員が自

由保育を主に企画し、それぞれの連携が実った。自由保育と設定保育を共存させた古川園

の目指すオリジナルな保育が完成モデルに近づいた。 

幼児担任：保育室で設定保育 たくさんの経験が持てるよう関わった 

造形担当：ホールで自由造形コーナーを提供。子どもたちの選択肢が増え、意欲的に遊び

が広がった。季節の行事や移ろいをより身近に感じられた。 

・主体性保育の施設を見学。古川園の保育への取り入れ方を再考した。 

・発達支援センターと密に連携 古川園の支援の仕方について高い評価頂き、こども集団の支援

法を学びたいと見学に来られた。 

・保育所等訪問支援事業、放課後デイ等、他機関と連携し、こどもの発達を支えた 

・要配慮家庭に園全体で子どもの安全を保障する体制をとった。 

・マグネット会社と保育・教育環境改善プロジェクト 2 期 天井等ディスプレイの幅が広がった 

・お泊り保育 自然学習に内容をシフトしホタル、森のツアーガイドで里山の自然を学んだ  

また、12 月に出張自然教室に来ていただき、冬の自然を教えていただいた。 

・引き続きインリアルを学ぶ。言葉の発達を考慮し「自発語+2 語まで」ゆっくり話した 

・道路に囲まれた立地、地域の救命活動に遭遇する機会が多く、救命対応のスキルアップが必須。

主幹保育教諭が救急インストラクター取得し、市民救命士更新講習が出来るようになった。 

・育児休取得者が多いこと、派遣契約を取りやめたことから、6 名採用。新人育成に力を入れ、

職員配置、保育の質の保持に努めた 

・働き方改革対策 積極的に休憩時間を取るよう給茶機レンタル導入 

・災害共助など、地域組織とのつながりを大切にしてきたため、爆破予告の際は自治会館へ避難

させてもらうことができた。 

・中間就労対象施設の準備を継続 養育支援訪問事業に備え人材育成 

 

CS(Customer Satisfaction) 行事計画 

・入園・個人懇談は複数職員で対応 保護者の意向をもとに個別計画、個別支援計画を作成 

・保護者アンケートの結果、ご意見、改善策を玄関掲示し、風通しの良い施設を目指した 

・ホール開放日 親子で遊ぶ機会を作り、こどもの好きな遊びや興味を保護者と共有できた 

・爆破予告の避難協力から保健福祉センター内、障がい者福祉センターの交流を企画するがコロ

ナウィルスで延期、実施できず。災害時の連携を高めるためにも、収束後、再度計画する 

 

０才児 １才児 ２才児 ３才児 ４才児 ５才児 全園児 一時保育年間 

１５名 ２４名 ２７名 ３２名 ３１名 ３２名 １６２名 １２３７名 
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苦情解決・相談     

相談 1 件＊給食喫食の様子、職員の関りについて説明を求める問い合わせ 

苦情 ４件＊入園式  子どもの名前を呼び漏らしてしまった 

＊夏期保育出欠 有給休暇取得日のお休みのご協力について 

 ＊運動会  保護者、職員競技で職員チームが勝ってしまったことについて 

 ＊つかまり立ち乳児が転倒し、口内を怪我させてしまった 

 

地域子育て支援 

・こども食堂をキッズランチデーと変更し、シンボルフラッグで地域にアピール。園庭開放のご

家族も利用され、次年度の入園へとつなげた。 

・地域小学生との交流 夏祭り小学生スタッフが定着。餅つき大会：地域小学生に提供 等 

・校区福祉員会主催の親子イベントへ出張保育も定着し、校区内の子育てに貢献した。 

・一時保育が安定して利用頂いている。市内小規模保育所の定員が埋まらない課題が出たため、

一時保育利用者に小規模保育所利用の声を掛ける。 

・コロナウィルス感染防止のため 2 月下旬から子育て支援事業、こども食堂等を中止 

・3 月 一時保育を中止したため 補助金返還となる 

 

危機管理 

・保護者メール配信の返信・開封機能で災害想定のお迎えシミュレーションをした。 

・災害食試食体験 ４・５歳児と保護者に災害食を身近に感じてもらう取り組みをした 

・大津の事故から園周辺が分類３認定になり、信号付近に車両止めポールが設置された 

・水遊び事故の危機感からプール監視業務を独立。配置できないときはプール遊び休止を徹底。 

・酷暑対応 黒球熱中症計を使い日陰の水遊び、戸外遊びの時間など夏の遊びを見直した。 

・新型コロナウィルスの特性で高齢者が重症化しやすいことから、高齢職員の就業に配慮した 

・園舎南側にアパートが建ち、保育室窓ガラスにプライバシー保護シートを貼った 

 

保健・食育 

・新型コロナウィルスで登園自粛期間がはじまる。緊急事態宣言発令による保育停止を警戒し、

卒園式を 1 週間早めた 

・新型コロナウィルス対策で備蓄確保の初動が奏し、防疫、衛生用品が安定して利用できた 

・お手拭きタオルの使用を中止し、園児もペーパータオルに切り替えた。 

・子どもマスクの寄贈を受けた 

・給食離乳食、節分豆の誤飲死亡事故の報道を受けて、誤飲リスクを見直した 

 

施設整備他 

・保育所施設・設備整備積立資産 1200 万円 

・工事 中庭改修・運動場(砂場ポンプ・ツリーハウス改修) 室外機防音壁 乳児室マット施工  

乳児トイレ温便座  マグネット工事（天井・壁面玩具） 

・固定資産購入 スチームコンベクション(買い替え) 空気清浄機 グラビノーバ 

・固定資産廃棄 車輛（ボクシー） 屋外温室 
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柳町園   門真市柳町１４－１０ 

 

 

 

 

保育内容 子どもの活動他 

・「愛されるこども園」をテーマに職員を含めた柳町園の保育が、親や地域から愛される園づくり

をした。 

・小規模保育園「柳町園ブリスガーデン」と園庭遊びや行事、園児受け入れ等で連携した。 

・新卒職員２名、事務員 1 名中途採用、非正規職員の希望により勤務時間が増えるなどで朝と夕

の配置を充実させた。 

・職員の意識改革を行った。休憩時間を取ることや残業を大幅に削減し労働環境を改善できた。

保育の質の低下とならないように人材育成に力を入れた。 

・運動会を門真市総合体育館にて保護者もたくさん参加できるプログラムを企画し開催した。 

お遊戯の発表がなくなり残念がる声も少しあるが、参加型は好評だった。 

・給食委託費と給食費単価を上げて給食の質の向上を図った。 

・視察研修等を受け入れおおむね年間 70 名の研修指導を行った。また、大阪府立大学大学院の「保

育士の早期離職を防ぐ園内体制モデルの検討」に関する研究に協力した。職員にも立候補職員

には他施設の保育の見学を今年も実施した。 

・入園希望の見学 30 名来園。中高学生から大学院生まで幅広いボランティアの受け入れをした 

・ミドル会議・乳児会議・幼児会議を充実させ、柳町園の保育の改革を目指す。 

・SNS 等の情報発信により、柳町園の保育を知ってもらう機会を増やした。 

・柳町園が日本保育協会「スイッチ」の広報誌に掲載された。 

・気になる子どもに寄り添う時間の確保や機関への要保護対象児の対応や心のケアを職員間、各

機関とで密に連携対応し卒園まで見送ることができ親にも感謝された。 

・保護者の評価を気にせず保育の研究を行い保育内容の大幅な改革を行った。食事のとり方や、

より異年齢での時間を確保することにより年長児の責任感が育った。午後からは同年齢での活

動も充実させる。 

・講師を招いての園内研修、外部研修での発表、事後報告などを行い、質の向上を図り、柳町園

にあった環境や保育の取り組みを今年も話し合った。 

 

待機児童解消対策 

・1 歳児を 30 名、2 歳児 30 名と増員し、待機児童対策として受け入れスタートする。 

 

苦情・要望解決・相談  

苦情件数 ３件＊近隣住民から駐車場の順番待ち路上駐車についての苦情。 

近隣住民に路上駐車等迷惑行為には通報をお願いした。 

       ＊土曜日の登園時に若い職員からの挨拶がない。 

       ＊他児にあの子のおしり触ってこいと指示をされ触られた。 

要望件数 ２件＊保育時間について。状況確認書通りに送迎ができない。5 時のお迎えが厳しい

ので、保育をお願いしたい。 

         

０才児 １才児 ２才児 ３才児 ４才児 ５才児 全園児 一時保育年間 

１５名 ３０名 ３０名 ３５名 ３３名 ３４名 １７７名 １１６３名 
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＊新型コロナウィルスの影響はどうなのか。園児と親と担任だけでもいいから 

卒園式だけはやってほしい。 

相談件数 １件＊園に対し真摯に勤務されるウオクニ株式会社の店長から 3 月中旬に退職する相

談を受けた。柳町園としては信頼できる店長だったため不利益を被った。 

 

保健・食育 

・看護師と保健担当職員は研修等に積極的に受講し専門性の高い知識を保育に取り入れた。 

・近隣耳鼻科より業者を紹介してもらいオージオメーターを購入。使用方法の指導も受け、当園

の看護師による聴覚検査を実施した。聞こえにくい園児を数名確認できた。 

・インフルエンザ流行期から新型コロナウィルスの対策として、12 月より職員・園児の検温を実

施した。インフルエンザに関しては 1 名の発症者が確認された後、全園児の 37・5 度以上の発

熱に対し 5 日間の登園自粛を求めていた事もあり、園内でのクラスターは起こらず、家庭内感

染の報告はあったが、開園以来の一桁と最小に止める事ができた。 

・38 度の発熱繰り返し、早退しても受診なく翌日登園をする園児の保護者に対し相談をもちかけ

るが、理解していただけず困った。病児も近くにないから利用できないと話す。 

・保育室の炊飯器、電子レンジや調理器具を用いてクッキングが日常の活動となった。 

園で収穫できるもの、種から育てるもの、値段を調べて買い物から調理、片付けまで。実際に

飲食店を訪ね、調理の様子を見学、レシピも教わり食の営みを体験する機会を沢山作った。 

・年長児がお当番活動の中で、相手にどのぐらい食べられるのか量を聞いておかずをよそう、配

るなどの対話を持った配膳の環境を作った。（コロナ感染拡大予防のため３月は中止した） 

 

地域子育て支援 

・土曜日のカフェでごはん（子ども食堂）年間 24 回開催し、大人 157 人、小人 425 人の利用が

あった。有志の保護者に配膳、後片付けなどを手伝って頂き、地域のコミュニティができた。

また、園児の保護者から菓子や食材の寄贈を受け、こども食堂の運営を支えていただいた。 

・一時預かりは、昨年同様に口コミで広まり１１６３人の利用があった。守口市からの利用も多

かった。 

・利用者の中から、子どもの発達相談を受け連携機関に繋ぐことができた事と、保護者の相談を

受け母親の育児不安から救うことができた。 

 

危機管理 

・不審者対策の防犯訓練を行って、検証し死角になっているところを検証した。 

・朝の送迎時以外は門と玄関を施錠し、保護者や来客はインターフォンで対応し開錠。 

・送迎の際 QR コードシステムを導入し、明確な保育時間がわかり安全強化ができた。 

・備蓄マスクの配布や非常食を追加購入した。 

 

施設整備 

・保育所施設・設備整備積立資産 2500 万円  

・園庭水たまりの改善 園庭奥の水栓の設置  ・オージオメーターの購入 

・3 階ホールの音響整備 ・玄関施錠・自転車置き場 ・勝手口鍵の修理 ・厨房食洗器の購入  

・幼児室内ハウス「屋上テラス」 ・全クラス新型コロナウィルス対策空気清浄機 
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柳町園ブリスガーデン  門真市幸福町４－２２ヨシカネ第 1 ビル 3 階 

待機児童解消対策 

・見学者が昨年より増えた。 

・クラス編成は、０歳４名、１歳４名、２歳４名の１２名定員。 

・柳町園が連携施設として、卒園後、３歳児１号認定入園枠で対応した。 

 

保育内容 PS(Planning Section) 子どもの活動 他  

・保護者からブリスガーデンに入園させたいと思われる乳児保育の専門性が高い施設を目指した 

・柳町園で見学研修を受け、乳児の丁寧な関わりをさらに深め学んだ。 

・管理者指導の下、職員一体となって、子ども達にとって安定した保育を行うよう何度も話し合

った。年間の見通しを立て、子ども達にあった環境構成を少しずつ構築したが、保育者間の保育

観の違いや意思疎通がうまく出来ないことがあり、管理者が職員からの相談を受けた。 

・年度当初から定員が埋まらず、年度末にようやく 12 名の定員が埋まった 

・積極的に公園や姉妹園、保健福祉センターなどに散歩の範囲を広げ、子ども達により良い保育

を行った。 

 

苦情  

・RS ウィルスの検査は病院から必要ないと聞いているのに受けて欲しいと園からお願いした事 

 

CS(Customer Satisfaction)行事計画 

・平日を中心とした保育を行い、土曜日保育は柳町園での合同保育で対応した。 

・乳児の成長にあったブリスガーデンの行事を企画した。 

・運動会、催し、お祭りなど柳町園の行事に参加し、交流した。 

・利便性の良さ、少人数の良さを PR する宣伝を行ったが、入園園児数につながらなかった 

 

保健・食育 

・柳町園と連携し、毎月の保健だよりや内科検診、歯科検診を行い子ども達の健康管理を行った。 

・ウオクニ株式会社と連携し、アレルギー疾患生活管理指導表と除去診断表を使用し、誤食や誤

配等の無いように安全な給食を提供に努めた。 

 

地域子育て支援 

・ブリスガーデンの周知ねらい、親子ふれあい遊びなどのイベントを開き、近隣の親子を招いた。 

・4 月に家族で、車で外出中に交通事故に遭い怪我をする。大事には至らなかったようだが、園

児の様子を経過観察した。事故の件で相手方と揉めた様子。要保護家庭でもあるため行政との連

携を密にとって対応した。 

 

危機管理 

・避難訓練を月 1 回行った。 

 

施設整備 

・保育所施設・設備整備積立資産 400 万円 

・知育玩具・新型コロナウィルス対策空気清浄機の購入   ・厨房冷蔵庫下の配管修繕 
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青少年健全育成事業 古川橋小学校放課後児童クラブ  門真市御堂町１８番９号  

 

設置目標  

児童に対し適切な遊びと生活の場を与えると共に、異なった学年による児童の集団活動を推進す

ることにより、放課後における児童の健全育成を図る 

クラブ方針  

・職員が丁寧に学習指導する。静かな落ち着いた雰囲気の中で子どもの基礎学力を補う 

・子ども達が楽しいと思えるような時間と場所を常に用意する 

・委託仕様書による 活動時間 授業終了後～18 時（延長 19 時）   

休校日は 8 時 30 分～18 時(延長 19 時) 

          クラブ室面積で最大受入れ人数を設定、定員を大幅に超えた入会者  

定員／面積定員／全校生徒数 ８０名／１５８名／約２６０名 

在籍 31 年 4 月／R2 年 3 月 95 名／81 名 

主任／副主任児童支援員 阿部利香 田中優 彦坂美登里 阪本真里奈 野口美千代 

児童支援員 ／ 補助員 １２ ／ １ 

 

クラブ内容・活動・行事 

・延長利用補助金を受け、令和元年度より 19 時までの延長利用制度が始まる。 

・毎月の通信に保護者、子ども向けに具体的な事例とともに、ソーシャルスキルの重要性やトレ

ーニングを知らせた。クラブ室内にポスター掲示をして意識付けをした。 

・支援員が玩具の遊び方をマスターし、正しいルールで子ども達と楽しみトラブルが減少した。 

・障がい児保育 自立と社会参加を見据え、共に育ち合うよう成長促進 ケース研究、家族支援  

・季節の制作・クリスマス会・誕生会・夏祭り、ハロウィンなど楽しそうに参加した 

・子どもを尊重する。人権を守り、立場や思いを理解し、ソーシャルスキルについて話し合った。 

 

苦情受付   

・友だちの輪から外すよう言われ、児童クラブを嫌がる。 

・下校中のトラブル 

一年生が上級生のいう事を聞かない。嫌な事を言われる。集団下校を嫌がる。 

怪我をしている子が、他児に『歩くの遅い』と言われ、先に帰られた。 

前を歩く子が早くて、ランドセルを引っ張ったら、肩ひもが切れた。（母親同士で解決済） 

 

食育・保健・危機管理 

・多品目アナフィラキシー児対応。保護者、学校と密に話合いをしながら安全に過ごせるよう、

食事環境と提供方法を実施している。また学校主催のアレルギー会議、エピペン講習にも参加。 

・新型コロナウィルス対策で、登校児にマスク着用、石鹸の手洗いを徹底した。換気の徹底、次

亜塩素酸希釈液で清掃した。 

・ケガ、病気等、緊急事態発生時には保護者との連絡を密にする。市役所へ報告した 

・季節感を感じる手造りおやつに力を入れた。かき氷、もちつき、雑煮、バレンタイン等 

・大阪府下の教育機関を狙う『爆破予告』の際は保護者に迎えを要請する。避難指示を受け、保

健福祉センターに避難。 
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クラブの様子 

・19 時までの延長利用開始。開設中は、主任または副主任配置、児童一人でも支援員二人配置な

ど、支援員のシフト作成に難しさを感じた。 

・前年度 3 月まで在籍していた支援学級入級児が行方不明になり、児童クラブ、事業所、学校、

地域の保護者と連携をとりビラの準備や捜索に積極的に協力した。 

・保健福祉センター内（障がい者福祉センター）放課後デイとの交流が始動。年度内にグループ

交流を検討していたが、インフルエンザ流行や新型コロナの影響で来年度へ見送りになる。 

・高学年の会話から、問題あるインターネットの使い方が聞こえてきた。保護者・学校と連携し

て子ども達に被害が及ばないよう配慮した。 

・パニックを起こしやすい児童に対し、母親と一緒に要因・回避方法を考え実践した。その後、

担任教諭も巻き込み一緒に取り組んだ。 

・新型コロナウィルス感染症の臨時休校対応に追われた。保護者との連絡は電話やメール配信で

スムーズにでき、沢山のご家庭に利用自粛の協力をいただいた。 

・臨時休校中は学校に図書室や体育館の利用許可をいただく。密を避け、子どもが分散するよう

クラブ室の使い方を考えた。子どもの動きに合わせた支援員の担当やスケジュールを分かりや

すく掲示した。 


