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事 業 報 告 書

法人の名称
１

特定非営利活動法人なないろ

事業内容
(1)特定非営利活動に係る事業
① 親子のための育児支援施設の運営に関する事業
ア 保育施設の運営事業
・内容
保育施設の運営
・日時
通年
・場所
神奈川県相模原市南区当麻８６２番地１３
・従事者人員 常勤 3 人（児童クラブ事業と兼務）
非常勤 8 人（内 4 人は児童クラブ事業と兼務）
・対象者
保育を必要とする乳幼児 ２８人
・支出額
12,840,561 円
イ 児童クラブ施設の運営事業
・内容
児童クラブの運営
・日時
通年
・場所
神奈川県相模原市南区当麻８６２番地１３
・従事者人員 常勤 3 人（保育施設事業と兼務）
非常勤 8 人（内 3 人は保育施設事業と兼務）
・対象者
児童クラブを必要とする小学生
４６人
・支出額
11,218,794 円

２

総括
＊行政からの補助金も増えてはきているが、まだまだ経営的には厳しい現状。
現在無償スタッフが数名いることにより、経営が成り立っているが、
5 年後・10 年後 NPO の事務員等にも賃金が発生するようになる事を見越し、保育料を上げる
のではなく、保育部門・児童クラブ部門以外でも、運営資金を得る道を考えていかなくては
ならない時期に来ていると思う。
＊子育て中でも働きやすい職場環境を整えるために、補助スタッフ登録制度をつくり、学校行
事や子どもの急な病気等に休みを取得しやすくした。
29 年度は補助スタッフ 3 名だったが、今後はもう少し増やし、子育て中のスタッフを積極的
に雇用していきたい。
＊開設して丸 8 年経ち、なないろを卒園し保育士を目指す高校生・大学生達が、夏休み等のス
タッフ不足の時に手伝いに来てくれるようになった。
子育て支援に興味を持ち、また目指している子ども達に、ここでの経験が将来役に立つよう
指導していきたい。

29 年度利用者数

幼児・児童共に月極
利用者数は安定して
きた。
子どもが小学生にな
ると、遅くまで仕事を
する保護者が増えて
くるのか、児童クラブ
の時間外利用数が多
くなってきている。
時間外のスタッフ確
保等も今後の課題。

過去 5 年間の利用者の推移

＊過去 5 年の利用者数推移をみると、月極利用は右肩上がりに伸びてきているが、保育・児
童クラブ共に、一時利用がだいぶ減ってきている。
保育・児童クラブ共に、月極はここ数年定員を満たし、これ以上伸びしろはないので、一時
利用についてＳＮＳやホームページ、チラシ等で周知し、一時利用者を増やすと共に、子育
てに悩んだり困っている、就労していない保護者の支援に力をいれていきたい。
その為にも、緊急な一時保育依頼に対応できるよう、通常のスタッフ以外の、登録制の補助
スタッフ数の確保は必須ではないか。

３、事業報告
月
4

赤字 保育・児童クラブ合同
保育

12 日
17 日
9日
12 日

新入児歓迎会
避難訓練
引き渡し訓練＜詳細別途記載＞
園外保育（相模原公園）

16 日
19 日

避難訓練
園外保育（ふれあい科学館）

23 日

園外保育（麻溝公園）

14 日

避難訓練

児童クラブ
12 日
17 日
9日
29 日

新入児歓迎会
避難訓練
引き渡し訓練＜詳細別途記載＞
園外活動（はてな館）

5

6

7日

七夕

7日

七夕

7

13 日
21 日
3日

8

避難訓練
夕涼み会＜詳細別途記載＞
園外保育（相模原公園）

21 日 夕涼み会＜詳細別途記載＞
3 日 園外活動（相模原公園）

3日

18 日

9

11 日

流しそうめん

流しそうめん・避難訓練

3日

流しそうめん

9～10 日 お泊まり会＜詳細別途記載＞
18 日 流しそうめん・避難訓練

28 日

リズム遊び（講師岡崎）

2日

園外活動（相模原公園）

避難訓練

17 日

避難訓練

31 日

ハロウィン＜詳細別途記載＞

15 日

避難訓練

10

11

31 日
13 日

ハロウィン＜詳細別途記載＞
園外活動（クリクラ工場）

1日
14 日
25 日
27 日

点灯式＜詳細別途記載＞
避難訓練
クリスマス会＜詳細別途記載＞
餅つき

1日
25 日
27 日

点灯式＜詳細別途記載＞
クリスマス会＜詳細別途記載＞
餅つき

12

4日

初詣（当麻山無量光寺）

4日

初詣（当麻山無量光寺）

19 日
5日
19 日

避難訓練
豆まき＜詳細別途記載＞
避難訓練

5日
19 日

節分会＜詳細別途記載＞
園外活動（城山城址公園・オギノパン）

13 日
17 日
29 日

避難訓練
30 年度新入児保護者説明会
お別れ遠足（相模原公園）

17 日
22 日

30 年度新入児保護者説明会
6 年生お別れ遠足
（ボーリング・お好み焼き）

29 日

お別れ遠足（相模原公園）

30 日

旅立ちの会＜詳細別途記載＞

1

2

3

30 日

旅立ちの会＜詳細別途記載＞

毎日の様子はブログ「今日のなないろ」（http://k2love2.blog53.fc2.com/）に掲載
毎日の給食はブログ「今日の給食」（http://7716lunch.blog.fc2.com/）に掲載

＜引き渡し訓練＞
目的
震度 5 以上の大地震が発生したと想定し、園児を安全にかつ速やかに保護者に引き渡せ
るよう訓練を行う。
日時
２０１７年５月９日（火）
場所
なないろキッズルーム
内容
１３：１５
震度５強の地震発生
１３：５５
フェイスブック、ブログ「今日のなないろ」に、子ども達の様子を掲載
１４：１７
なないろより保護者引き取りの一斉メール送信
１４：３５
引き渡し開始
１６：２５
全園児引き渡し完了
＊小中学生がいるスタッフは、各自自分の子を引き取りに行く。
反省
・フェイスブック・ブログを見ている保護者が少ないので、有事の際は確認してもらう
よう促した方がよい。
・15 時から引き渡し開始と連絡したが、一斉メールが届いた時点で会社や自宅を出発し
てもらった方がいいのではないか。
・たとえ訓練でも、スタッフ・保護者共に危機感を持って取り組む。
・引き渡し時に、誰に引き渡し、どこへ避難するかチェックするスタッフを決めた方が
よい。
・非常持ち出しリュック、避難車、スタッフのヘルメット、水のペットボトルは必ず代
準備する。
＜夕涼み会＞
目的
夏ならではの行事を楽しみ、地域交流をする。
買い物体験を通し、お金の大切さを学ぶ
日時
２０１７年７月２１日（金） 17:00～19:00
場所
なないろキッズルーム園庭
内容
模擬店 かき氷（５０円）
・ジュース（１００円）
・ナゲット（１５０円）
こんにゃく（１００円）
・ポップコーン（５０円）
きゅうりの１本漬け（１００円）・炊き込みご飯（２００円）
ベーグル（外部販売）
ゲーム ロトキャッチャー・ワニワニパニック・缶タワー・エアーショット・輪投げ
その他 クイズラリー
たけちゃんによるバルーンショー

反省

・天候にも恵まれ、例年以上に盛大に行う事ができた。
・模擬店で、事前に注文書に書いてもらうようにしたが、会計の人がその場で聞きなが
ら書いた方がスムーズに流れそうなので、変えた方がよい。
・学童は５００円持参して買い物ができるが、５００円玉を持って来る子が多かったの
で、５０円や１００円玉で持って来てもらった方がよい。
・受付方法も一般と在園児のテーブルを分けたりと、混雑しないような工夫が必要。

・ゲームは今年度も無料にしたのはよかった。
景品がもらえるゲームに集中してしまったが、トラブル等もなくスムーズに行う事が
できた。
・模擬店やゲームで人手が多数必要なので、来年度は早めに卒園児等に声をかけ、スタ
ッフ確保が必要。
・スタッフとお手伝いの人との区別がつくように、スタッフはハッピ、手伝いは名札と
区別した方がいいのではないか。
・座って食べられられる場所を多く作った方がよかった。足場板等でもよいのではない
か。
＜お泊まり会＞
目的
・親から離れて集団生活をすることで自立心を育てる。
・二日間スタッフや友達と行動することにより絆を深める。
日時
２０１７年８月９日（水）～１０日（木）
場所
相模川ビレッジ若あゆ
内容 （１日目）
８：４５ 集合
９：００ 入村式
９：３０ オリエンテーション
１０：００ 公園で遊ぼう・・・相模川自然の村公園にて水遊び
１１：３０ 昼食
１２：３０ 自由時間
１３：００ 楽焼
１４：１５ ゲーム大会
１５：００ 館内オリエンテーリング
１６：００ ビデオ鑑賞・クイズ大会
１８：００ 夕食
１９：００ 自由時間
２０：００ 入浴
２１：００ 就寝
（２日目）
６：００ 起床
７：００ ラジオ体操
８：００ 朝食
９：００ 自由時間
９：３０ スポーツ吹矢
１２：００ 昼食
１３：１５ 退村準備
１３：３０ 外遊び
１４：００ 反省会
１４：３０ 退村式
１５：００ 解散
反省

・今年度は週末に若あゆが取れなかったため平日に行い、例年１０時半の解散を１５時
解散としたが、自由時間を多く取る等ゆったりとしたスケジュールで行ったので、
体調を崩す子も出ず、楽しむ事ができた。
・男子部屋は目の離せない子も多く、テンションが上がり軽く負傷する子も出てし
まった。男子部屋にはスタッフを多く配置した方がよかった。
・平日という事もあり、お泊まり会終了後も延長保育になる子が多かった。

＜ハロウィン＞
目的
行事を通して地域交流を楽しむ
日時
２０１７年１０月３１日（火）
乳幼児 9:30～11:35
学童 16:15～17:00
場所
なないろキッズルーム及び近隣施設等
内容
・幼児 タイヨー電気→タキオン→けやきデイサービス
→スタッフ宅→和のっこと回る。
・学童 けやきデイサービス→元スタッフ宅と回る
・自分たちで仮装の衣装を考える。
・デイサービスのお年寄りの方へ、
お菓子のお礼として歌やカードのプレゼントをする。

反省

・幼児のお菓子を入れるカバンのリボンが取れやすく、
何人かは取れてしまったので、もっと丈夫に。
・学童のタトゥシールが落ちにくく
顔が赤くなってしまったので、来年は気を付ける。
・協力してくれる場所が増えてきたので、
今後ももっと増え、地域との交流が深まると
良いと思う。

＜クリスマスイルミネーション点灯式＞
目的
イルミネーションを見ながら、親同士の親睦をはかる。
日時
２０１７年１２月１日（金） 16:30～18:30
場所
なないろキッズルーム園庭
内容
１６時半～ 豚汁販売（１５０円） 甘酒のふるまい。
１７時 園庭にて皆でカウントダウンで
イルミネーションを点ける。
反省
・点灯式終了後、部屋に戻ってからの人数確認を忘れずに！
・一斉メールでお知らせしたが、
メールをよく見ていない保護者が多かったので、
貼り紙等でも伝えた方がよかった。
また、近隣の方々にも掲示板等で周知したらどうか
＜クリスマス会＞
目的
季節の行事を通し、幼児・学童異年齢の交流を深め、みんなで楽しむ。
日時
２０１７年１２月２５日（月） 10:00～11:00
場所
なないろキッズルーム
内容 ☆始めの言葉
うた「ジングルベル」
学童 ペープサート「金のおの」
幼児 うた「あわてんぼうのサンタクロース」
スタッフ ファイルシアター
サンタクロース登場
バルーンアート＆マジックショー
うた「ジングルベル」
記念撮影

☆午後は学童のみで
ゲーム大会＆あみだくじ大会
おやつはロールケーキにデコレーション

反省

・サンタとの打ち合わせをもっと密に行うべきだった。
・サンタは保護者ではなく、近隣の方等子ども達が知らない人の方がよかった。
・暗幕を張ったが、暗くする意味がなかった？
来年は暗幕を効果的に使った演出をしたい。

＜節分＞
目的
日本の伝統行事を知り、豆まきを楽しむ。
日時
２０１８年２月５日 乳幼児 10:00～11:00
学童 16:00～17:00
場所
なないろキッズルーム園庭及び２階
内容
幼児 ・園庭にて豆まきをする。
・鬼が現れ、みんなで退治する。
・鬼が優しいお兄さんになり、仲よく遊ぶ。

学童 ・年女・年男がベランダから豆の代わりに紙を丸めたものをまく。
その中の３つに福が書いてある（当たり）

反省

幼児 ・導入時鬼の絵を見たり、話しをすると、不安や戸惑いを見せる子が数名居たが、
全体の流れは落ち着いていた。
・園庭に出て保育室前に座り、三方を配り始めると遊具で遊んでしまう子もいた
ので、事前に園庭に出ている遊具を片付けておけばよかった。
・鬼が３方向から登場したので、登場する方へ子ども達を誘導することは難しく、
危険も感じられた。

・子ども達の気持ちや行動を受け止めることが第一で、保育スタッフの周りには
子ども達が集まり、スタッフも豆まきをすることがままならない状態だったた
め、ねらいが達成できたか不安が残る。
学童 ・節分や豆まきについての話は、皆静かに聞く事ができた。
・サプライズでの鬼の登場は、子ども達が乱暴にボディータッチをしてくるため
工夫が必要。
＜旅立ちの会＞
目的
なないろから旅立っていく子ども達に、
みんなで感謝しお祝いする。
日時
２０１８年３月３０日（金）16:00～17:00
場所
なないろキッズルーム２階
内容
・スライドショー上映
・感謝状 アルバム贈呈
・在園児から卒園児へのことば
・卒園児から親へのことば
・記念撮影

反省

・スライドショーはよかった。１年間の記録にもなるので、毎年続けていきたい。
ＤＶＤの音量がマックスでも小さかったので、来年はマイクで拾った方がいい。
・対象外児以外の幼児は、開始 30 分前のお迎えにしたので、会に出席する保護者と
駐車場や保育室内の混雑は避けられたが、学童の在園児迎えが卒園児と重なって
しまったので、時間をずらした方がよかった。
・バックミュージックはＣＤにした方がいいのではないか。
・手作りの感謝状・アルバムは作るのは大変だが、とても喜んでもらえるので
続けていきたい。

