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こどもたちが、ありのままの自分でいられるように 

こどもたちが、その子らしく生きていけるような基盤を幼児期に作っていきたい 
 

特定非営利動法人 

な	 の	 は	 な 

平成 20年 3月 7日	 	 内閣府認証 
平成 20年 4月 1日	 	 	 活動開始 

 
１、特定非営利活動法人 なのはな 組織運営報告 

 
 代表者	 岡村由紀子 
 目的及び事業  

	 	 この法人は、核家族化、少子化が進行し地域的つながりが薄れる中、乳幼児のための教育・保育

施設の運営ならびに発達障害児のための一時支援施設の運営等、地域の中で支えあい育て合うた

めの施設運営事業を行い、子どもがありのままの自分でいられるような、活力ある住みよい地域

社会を作ることを目的とする。 
	 	 この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(１) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
(２) 子どもの健全育成を図る活動 
(３) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動 

	 この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(１) 特定非営利活動に係る事業 
① 乳幼児のための教育・保育施設の運営事業 
② 発達障害児のための育児支援施設の運営事業 
③ 保育・子育てに関するセミナー・イベントの企画事業 
④ 保育・子育てに関する書籍の執筆と販売事業 
⑤ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 活動場所  
以下 2つの事務局で各事業を行った。 
本部事務局	 ：静岡市葵区北 226‐１ 
あおぞらキンダーガーデン／まほろば／わとと・あおぞら 

あおぞら棟：静岡市葵区北 226‐１ 
なのはな棟：静岡市葵区北 581‐4 

わとと・あおぞら：静岡市駿河区泉町 4‐16越田ビル 2階 B号室 
城東子育て支援センター 

 理事会	  
年３回、第 4金曜日に理事会を開催した。 
理事長(1名)：岡村由紀子 
理事	 (4名)：牧田真和・長崎イク・小川裕子・鈴木正篤 
監事	 (2名) ：小林克芳・納本真志 
専任アドバイザー；岸田琢磨 
事務局会議を月 1回開催した 

 会員（平成 2６年 3月 31日現在） 
正会員	 ：	 名 準会員	 ：名 賛助会員：	 名 

 スタッフ  
平成 24年度スタッフは以下の通りであった。 

	 	 常勤職員	 12名 
保育士 臨床発達心理士 

11 1 
＊保育士：(保育士資格または幼稚園教諭免許取得者) 
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	 	 パート職員・非常勤職員	 	 	 	 	 	 名 

●講師依頼	 等  
・常葉学園短期大学	  
・静岡県立大学短期大学部 
・島田市発達支援センターふわり 
・静岡市清水うみのこセンター 

	 	 ・富士常葉大学	  
・広島大学	 

	 	 	 ・県立大学	 

	 	 	 ･乳幼児教育講演会	 

・アトサキ７プロジェクト実行委員会	 

	 	 	 ･菊川市幼児施設連絡会	 

	 	 	 ･菊川市保幼小連絡会	 

	 	 	 ・菊川視子育て連絡会	 

・母と女教師の会	 講師	 

・伊東市子育てネットワーク	 

・藤枝市家庭教育出前講座	 

・沼津市沼幼研幼保職員研修会	 

	 	 	 ・中央ブロック子育て支援講演会	 

・ノーバディズパーフェクト講座開催	 東部生涯学習センターにて	 

	 	 	 ・藤枝市子ども未来応援会議のメンバーに就任	 

・バディプロジェクト	 講師	 

・子育て講演会	 	 

・静岡市３歳児検診心理相談員	 

・静岡県放課後児童クラブ指導研修アドバイザー	 

	 	 	 ･藤枝市ブロック研修会	 

	 

●	 参加講演会・研修会等  
全国	 保問研大会	 in 静岡	 (水越発表	 )	 

静岡市保問研	 例会	 

ひろば事業研修会	 (石上・芹澤)	 

日本保育学会（岡村）	 

NP ファシイリテーター勉強会（白鳥）	 

 補助金事業  
	 	 ・ミキプルーン文庫より	 10万円分絵本寄贈 
 その他  
・機関誌の発行「なのはな」第５６号～第６６号	 (資料参考) 

	 	 ・ホームページの開設	 http://www4.tokai.or.jp/nanohana 
	  
２．各事業の報告 

(１)‐１乳幼児教育・保育事業	 あおぞらキンダーガーデン  
 教育・保育総合施設“あおぞらキンダーガーデン”  

…就労に関係なく選べる教育・保育の総合施設 
	 	 	 ○対象	 0歳～5歳児 

○開所日時	 月曜日～金曜日	  
	 	 	 ○保 育形態 
 
 
 
 
	 	 	 ○在 園 児 童 数	 

保育士 
	 １０ 

臨床発達 
心理士１ 

事務員 
	 	 １ 

栄養士 
	 	 １ 

用務員 
	 	 １ 

バス運転手 
	 	 １ 

その他 
	 	 ３ 

4 3 1 1 1 1 5 

項	 目 保育園スタイル	 	 	 	  幼稚園スタイル 
保育時間 ８：３０～１６：３０	  ９：００～１５：００ 
休園日 
 

夏休み（お盆	 １週間） 
冬休み（12／28～1／5） 
春休み（総括日として１日） 

夏休み	 希望保育あり 
冬休み	 	 	 〃 
春休み	 	 	 〃 
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(延べ人数) 
 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 
計 １ ２ １４ １４ １３ １４ 58 
＊年度途中での入退園児も含む 

	 	 	 ○行事等 	 別紙年間行事表参考 
○その他 

	 	 	 ・中学生職業体験	  
	 	 	 ・職員学習	 月１回 

◆	 延長保育“がらがらどん”…在園児の延長保育 
○対象	 	 あおぞらキンダーガーデン在園児で、保護者の希望により延長保育が必要な児 
○開所日・開所日数	 あおぞらキンダーガーデン開所日・日数と同じ 

	 	 	 ○開所時間	  
朝 
 

 
 
 
■あおぞらキンダーガーデン創立 20 周年記念事業	 

①『気になる子と言わない保育』出版記念教育講演会	 	 

	 ②大きな井戸端会議	 	 卒園生の父母と	 

③舞台劇	 劇団仲間「森は生きている」500 名	 

26 年 1 月 18 日	 静岡市民文化会館	 中ホール	 

 
１‐（２）子育て支援事業	 わとと・あおぞら	 （静岡市「つどいの広場」事業委託）	 	  
１	 事	 業	 内	 容 

（１）子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

	 ①	 専任保育士が2名常駐し、常にフロアーにて親子とかかわりながら、あそびの提案、相談に応じ、ま

るごと親子を受け止め信頼関係を築いてきた。 

新規来所の親子には、他利用者とつなげることを配慮しつつ接した。 

	 ②	 ひろばには専任保育士以外に、保育ボランテアがいるようにした。 

	 ③	 子育て親子と短大生、大学生との交流の機会を作った。 

（２）子育て等に関する相談、援助 
	 	 面接相談件数：	 	 	 	 	 ４８４件(臨床発達心理士のフロアでの相談も含む) 
	 	 臨床発達心理士個別相談：１４件 
	 	 電話相談件数：	 	 	 	 	 	 ７件 

① 法人内の発達支援部門である“まほろば”と連携し、臨床心理スタッフがひろばで相談に応
じた。 

親子支援(子どもの発達や育児についての相談に対応) 
（相談内容）言葉の発達、関わり方、食事、這行・歩行の遅れ、発達の遅れ・偏り、 

親自身の悩み、家族のこと等 
② 専任保育士が常駐しているため、育児相談には常時相談に応じた。 

(相談内容)	 母乳・食事、離乳食・子ども同士のトラブル・友達とのかかわり、 
衣服調整・保育園、幼稚園について等 

③ 隔月で保健師と助産師の相談会を行うことで、フロアー相談の方をそちらにもつないだり、
誘ったりし、連携をはかってきた。 

（３）赤い羽根共同募金分配事業として、まほろばの臨床心理士スタッフが実施 
	 	 ・子育てよろず相談（お母さん自身の悩みの相談会）	 	  

・コミュニケーションを育む親子教室（発達の気になる子の親子教室）‐土曜開催 
	 	 ・お悩みべつママ集まれ	 （テーマ別ママ同士のおはなし会とアドヴァイス） 

（４）地域の子育て関連情報の提供 

	 	 ・わとと・あおぞらの広報誌を毎月発行、他子育て支援センター・静岡市保健センター・ 

小児科・病院の産婦人科・助産院に配布し、子育て中の親子に必要な情報を提供した。 

項	 目 保育園スタイル	 	 	 	  幼稚園スタイル 
早朝保育 7：30  ～  7：30	  7：30  ～   9：00	  
延長保育 16：30  ～ 18：00	  15：00  ～  18：00	   
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・地域の子育て支援や、子育てに関するチラシ・情報誌を来所した親が手にとれるようにした。 

・地域の保健センターにて６ヶ月健診に出張の際には、センターの紹介と地域の情報の提供 

（４）月１回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等 

実施回数	 	 	 	 	 	 	 １５１回	 	  
参加延人数	  	 	 １、４１６ 人 

（５）機能拡充による子育て支援活動の展開を図るための取組 
	 	 	 ひろばの開設場所を活用した一時預かり事業に定める事業またはこれに準じた事業の実施。 

（一時預かり受入状況について）	 	 	 	 	 年間利用者数	 	 	 	 ６６６	 	 人 
１‐（３）静岡市城東子育て支援センター 

①事業の構成 
 専任保育士を３名常駐させ、月曜日～金曜日 9:00～16:00に開所した。 
 昼(12:00～13:00)も開所し、具体的な「食」場面を通して支援をした。日により、テーブルが足り

ない時もあった 
 	 	 法人内の発達支援部門である“まほろば”と連携し、臨床発達心理士が、気軽に相談に応じた。 
 	 専任保育士が常駐するため、育児相談には行い、小さな悩みも聞いたり、繋がるママ友達など紹

介したりした。 
 地域のボランティアを受け入れた(小・中・高・学生・一般) 
 子育て親子と、短大生・大学生などとの交流の機会があった(2回/年)。 

②地域の子育て関連情報の提供 
 子育て中の親子に必要な情報を、広報紙やホームページにて提供した 
 地域の子育て支援や、子育てに関するチラシ・情報誌を配布した 
 フロアーに情報コーナーを設置し、ほしい情報をわかりやすく提供した 
 内容に応じて、保育士が情報提供した 

③子育て及び子育て支援に関する講習等	  
子育てに関する講習 

 	 日常的に専門スタッフと気軽な相談ができるような環境を作った。(発達・育児相談身体測定，助
産師さんと話そう) 

	 	 	 親子のコミュニケーションアップのための講座を毎月企画した。(あそび，散歩，絵本、工作など) 
	 	 	 中央ブロック子育て支援連絡会において、発達、子ども理解・保育内容・親理解などをテーマにし

た後援会を企画し２回６月・２月に実施した 
④管理業務においての数値目標 
利用者数・・・・・・	 年間 1８,000 人目標・・・・・平成 25 年度利用者数	 20,502 人	 3/19 現
在利用者満足度調査結果城東子育て支援センターが提供するサービスに関する利用者満足度調査結

果が、全ての項目で 85％以上だった 
市民アンケートを行い、城東子育て支援センターのサービスに関する認知度を調査した 

 
２	 発達支援保育	 まほろば 

…小学 1年生までの「気になる子」対象の月２回の支援保育 
○参加児	 ５名(途中入・退会児含む)	 延べ 23回	 90名 

	 	 	 	 ○開催日時	 月２回	 土曜日	 ９:３０～１１：３０ 
	 	 	 	 ○スタッフ 
	 	 	 	 	 各回	 臨床発達心理士 1～2名	 保育士 1～2名	 ボランティア 1～2名 

○個別相談	 6件 
○発達・知能検査	 3件 

◆	 寺子屋まんまぁる 
…小中学生の週 1回の学習支援 

○参加児	 14名(途中入・退会児含む)	 延べ 365名 
	 	 	 	 ○開催日時	 週２回	 火曜日・水曜日 
	 	 	 	 ○会場	 島田市日之出町 3-9 寿真庵ビル 2F 
	 	 	 	 ○スタッフ 
	 	 	 	 	 	 特別支援教育士２名	 認定カウンセラー1名	 臨床発達心理士 1名	  

○個別相談	 33件 
	 	 	 ◆講演会 
	 	 	 	 日時：Ｈ25年 3月 9日(土)13:30～15:00 
	 	 	 	 演題：『子どもの発達を知る親講座』 
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会場：プラザおおるり	 参加者：23名 
	 	 	 	  

(３)講演会等の開催 
	 ■あおぞらキンダーガーデン創立 20 周年記念事業	 

①『気になる子と言わない保育』出版記念教育講演会	 	 

	 ②大きな井戸端会議	 	 卒園生の父母と	 

③舞台劇	 劇団仲間「森は生きている」500 名	 

26 年 1 月 18 日	 静岡市民文化会館	 中ホール	 

 
(４)保育・子育てに関する書籍の執筆と販売事業 

	 	 ◆『4歳児の自我形成と保育』『ちょっと気になる子の保育』「気になる子と言わない保育」販売 
	 	 ◆発達と保育に関する書籍の執筆活動 
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