
2020 年度 NPO法人ちゅーりっぷ 事業報告 

 

１．横浜市補助事業 「ちゅーりっぷカフェ」 
 

週 5回（月・火・水・木・金曜日） 9：30～14：30 居場所の提供を行った 

   ＜実績＞ サポートメンバー会員登録 72組（前年 104組） 

180日実施  1,071組  2,444人利用 1日平均 6.0組 13.6人 

一時預かり 延べ 26人保育 94時間    （4・5月コロナによる休館） 

●遠足 1 回 公園あそび 延べ 19 組 42 人参加 

●コラボひろば 中止 

●カフェチラシ・サポートメンバー通信 年 5 回作成し郵送した（臨時号含む） 
 

２．特集号発行事業 ＜売上実績＞ 60,644円 

    
●『ちゅーりっぷ幼稚園保育所特集 2020』発行 

   発行日：2020年 8月 1日 発行部数：400部  

   子育て応援企業の募集を行い  8社（寄付 130,000円）の協力を得た 
    

３．出張保育事業 ＜保育実績＞ 保育者 86名派遣 
 

   行政および地域団体等で実施される行事において保育者を派遣した 
 

４．子育てタクシー推進事業（湘南交通株式会社） 
 

●「子育てタクシー」を子育て家庭へ周知・当事者からの利用に関する苦情・要望の受付 

●湘南交通とちゅーりっぷのオリジナルチラシの作成と配布 

 

５．ネットワーク組織・委員会や講師への参加 
 

港南区子育て連絡会推進委員（渡辺） 拠点ネット（渡辺） 

全国小規模保育協議会横浜部会（渡辺・中野目・工藤） 

横浜子育てサポートシステム講師（渡辺） 東永谷子育て支援ボランティア講座講師（柳瀬） 

 

６．子育て関連ハンドメイド品の製作・販売 

 
子育て応援グッズを製作し、カフェ・おやこカフェにて販売を行った 

 

７．港南区委託事業 （別紙にて報告） 

 

●港南区地域子育て支援拠点「はっち」運営 

●横浜子育てサポートシステム港南区支部 事務局運営 

 

８．保育所運営（別紙にて報告） 

 

●小規模保育事業 ちゅーりっぷハウス運営 

●小規模保育事業 ちゅーりっぷキッズ運営 

●企業主導型保育事業 上大岡ちゅーりっぷ保育園運営  

 

9．地域支援 

   ●おやこのひろば「上大岡ちゅーりっぷカフェ」の運営 



2020 年度 港南区地域子育て支援拠点はっち 事業報告 
 

 

１．居場所事業 

新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言ため４月～5月臨時休館 

休館中玄関前掲示・Facebook 開設・画像・動画配信・オンライン ZOOM の準備 

6月より感染防止対策をして開館（三密を避ける・消毒・イベント縮小） 

緊急事態宣言２度目の発令中も感染対策をしながら拠点運営を行った。 

居場所の提供 2020年６月～2021年３月  開館日数 201日間 

 利用者総数  6,674組/17,218人  1日平均 33.2組／85.7名 

新規登録者総数 543組 
 

２．相談事業 

・個別相談の対応 107件／80名 

・ひろば内での相談対応  1,554件／1,396名 

  ・助産師による「赤ちゃん相談」 

・保育・教育コンシェルジュ相談 

・公認心理師による相談 

 

３．情報収集・提供 

  ・ホームページ運営・港南区子育て応援カレンダーの同時閲覧 

  ・ＳNS発信 ブログ発信・Facebook開設・ピアッザ掲載 

  ・幼稚園・認定こども園パネル展示・子育て情報ガイドひまわりまっぷの編集作業 

 

４．ネットワーク 

・港南区子育て連絡会の推進  

・港南台子育て連絡会との連携   

  ・地域子育て支援関係施設との連携 

  

５．人材育成 

・妊娠期の家庭のための沐浴体験・プチ体験の実施 

・地域ボランティア・学生実習の受け入れ 

・夏休み中学生ボランティア体験 

・港南区子育て連絡会との交流会・研修会・講演会をオンラインで開催 

 

６．子育てサポートシステム 

・入会説明会の開催 会員数：680名（利用 547名・提供 109名・両方 24名） 

・提供・両方会員予定者研修会の開催 

・会員向けの交流会や研修会の開催 

・会員向けの通信の発行 

・初めての利用促進のための「1コインお試し預かり」の実施 

・リフレッシュ利用促進のための講座の開催 

・年間を通じての周知活動 

 

７．利用者支援事業 

・はっち横浜子育てパートナー（常勤専任スタッフ）による相談対応 

・利用者支援事業についての周知活動を実施 

  ・情報の収集・提供 

  ・区内の子育て関連施設へ連携のための訪問 

  ・母子包括支援センター事業の推進 

 



2020 年度 小規模保育事業 ちゅーりっぷハウス 事業報告 
 

1. 定員（９人） 

４月 １日 ２歳児クラス ４名（進級）・1 名（入園）    1 歳児クラス ４名（入園） 

４月 31 日 ２歳児クラス １名（転園）     7 月 1 日 1 歳児クラス 1 名（入園） 

８月 31 日 １歳児クラス １名（転園）     9 月 1 日 1 歳児クラス 1 名（入園） 

１０月 31 日 2 歳児クラス 1 名（退園） 

 

2. 年間行事  

・こどもの日、七夕まつり会、水あそび、クリスマス会、節分会、ひなまつりなど季節行事を実施 

・入園おめでとうの会、卒園おめでとうの会を実施  

・10 月、11 月 個人面談      

・避難訓練（火災・地震・不審者対応）、身体測定を毎月実施 

・お誕生会（該当月）を実施し、スタッフと園児でお祝い 

 

3. 嘱託医による健康診断・歯科健診 

・７月、１２月に健康診断を実施   上大岡こどもクリニック 佐藤先生が来所   

・６月、１１月に歯科健診を実施   渡辺歯科医院 渡辺先生が来所   

※健康診断はちゅーりっぷキッズとちゅーりっぷハウスにて、歯科健診はちゅーりっぷキッズと共に 

上大岡ちゅーりっぷ保育園にて合同で受診 

 

4. スタッフのスキルアップ 

・保護者支援、子育て支援 ・リスクマネジメント研修  ・衛生管理講習会     

・保育所における食物アレルギーの現状と問題点     ・組織マネジメント研修   

 

5. 育児支援 

・送迎時の保護者からの育児相談に対応 

・連絡帳を利用し、保護者からの相談に対応 

 

6. 情報提供 

・月１回園だよりを発行し園での保育の様子や感染症などの病気の情報、子育てのアドバイス等を提供した 

・行政からの子育て情報誌を園内に掲示および保護者に配布をした 

・ブログや園内に保育の様子を掲載 

・新型コロナウイルス感染防止での登園自粛期間中には、法人のフェイスブックにて手遊びなどを配信 

 

7. 連携保育所 

＜公立認可・港南区育児支援センター園（大久保保育園）＞交流のみ 

＜公立認可保育所 上大岡東保育園＞優先入所 1 名枠 

 ・卒園児 1 名の受け入れ決定 

＜認可保育所 つばさ保育園＞優先入所１名枠 

・卒園児１名の受け入れ決定 

＜認可保育所 上永谷保育園＞優先入所 1 名枠 

＜認定こども園 ムロノキッズ室の木幼稚園＞優先入所保育所部分 1 名枠 

＜認定こども園 野庭聖佳幼稚園＞優先入所保育所部分 1 名枠 

・入園募集パンフレットを保護者に配布  

 

8. 地域交流 

・７月に園児たちが製作した短冊を飾った笹を近隣の商店に持って行った 

 

9. 重点目標・自己評価 

・3 月に 2020 年度の自己評価および 2021 年度の重点目標を保護者に配布し、ＨＰおよび保育園内に 

掲載した 

・重点目標を掲げ各自自己評価を行い、保育園での振り返りを行った 

 



2020 年度 小規模保育事業 ちゅーりっぷキッズ 事業報告 
 

1. 定員（８人） 

４月 １日 ２歳児クラス ４名 （進級）、１歳児クラス ４名 （入園） 

９月 １日 ２歳児クラス １名 転園   1月 1日  2歳児クラス 1名 入園 
 

2. 年間行事  

  ・こどもの日、七夕まつり会、水あそび、クリスマス会、節分会、ひなまつり会を実施 

  ・コロナ感染防止のため 10 月の交流会は中止とし、ハウスと合同で大久保町内会館にて各園保護者

代表 3名ずつ出席してもらい運営委員会を行う 

  ・１０月個人面談を実施 

・避難訓練（火災・地震・竜巻・河川増水・不審者対応）、身体測定を毎月実施 

・おたんじょう会（該当月）を実施し、スタッフおよび園児でお祝い 

・卒園おめでとうの会を上大岡ちゅーりっぷ保育園を借りて行う 
 

3. 嘱託医による健康診断・歯科健診 

・７月、１２月に健康診断を実施   上大岡こどもクリニック 佐藤先生が来所   

・６月、１1月に歯科健診を実施   渡辺歯科医院 渡辺先生が来所       

 ※健康診断はちゅーりっぷハウスにて、歯科健診は 6月上大岡ちゅーりっぷ保育園にて受診 

                        11月自園で受診 
 

4. スタッフのスキルアップ 

・乳児保育特別講座     ・エキスパート研修 保護者支援・子育て支援研修    

・食品衛生責任者指定講習会   ・衛生管理講習会 

・毎月の園内研修   
 

5. 育児支援 

・送迎時の保護者からの育児相談に対し丁寧に対応した 
 

6. 情報提供 

・月１回園だよりを発行し園での保育の様子や感染症などの病気の情報、子育てのアドバイス等を 

提供した 

  ・行政からの子育て情報誌を園内に掲示および保護者に配布をした 

  ・連携園の入園案内やイベントのお知らせを配布した。 

  ・コロナウイルスでの緊急事態宣言中、登園自粛されていた方や外出自粛している方へ向けて法人の 

   Facebookで手遊びや体操や親子遊びなどの動画配信を行った。 
   

7. 連携保育所 

＜認可保育所 港南つくしんぼ保育園＞優先入所 2名枠 

 ・園長会で意見交換 

 ・散歩時公園で園児、保育者と交流。保育者同士意見交換。    

 ・卒園児１名の受け入れ決定 

＜認可保育所 笹下保育園＞優先入所 1名枠 

 ・散歩時園児、保育者と交流。  ・卒園児１名の受け入れ決定  

＜認定こども園 ムロノキッズ室の木幼稚園＞優先入所幼稚園部分 2名枠 

 ・入園募集パンフレットを保護者に配布 

＜認定こども園 野庭聖佳幼稚園＞優先入所幼稚園部分 1名枠 

  ・入園募集パンフレットを保護者に配布 
 

8. 地域交流 

・７月に近隣のお寺から笹をもらい園児たちが製作した短冊を飾りお寺に持って行き、地域交流をし

た 

・近所の商店に笹飾りを届け交流をした 
 

9. 重点目標・自己評価 

・3月に 2020年度の自己評価および 2021年度の重点目標を保護者に配布し、ＨＰおよび保育園 

内に掲載した 

・重点目標を掲げ各自自己評価を行い、保育園での振り返りを行った 

 



2020 年度 上大岡ちゅーりっぷ保育園 事業報告 
１， 定員（４２名） 

０歳児 6名 1歳児 12名 2歳児 10名 3歳児 4名 （3月末 32名在籍） 

 

２， 年間行事 

・こどもの日、七夕まつり会、すいか割り、おたのしみ会、節分会、ひなまつり会 

 などの季節行事を実施 

・入園式、おわかれ会を実施 

・11月 個人面談  ・避難訓練（火災、地震、不審者対応）新体制を毎月実施 

・おたんじょう会（該当月）を実施しスタッフと園児でお祝い 

 

３． 嘱託医による健康診断・歯科検診 

   ・7月、1月に健康診断を実施   栗原医院 栗原先生来園 

   ・6月、11月に歯科検診を実施  渡辺歯科医院 渡辺先生来園 

 ※歯科検診はちゅーりっぷハウス、ちゅーりっぷキッズと上大岡ちゅーりっぷ保育園にて合同で 

受診 

 

４． スタッフのスキルアップ 

   ・障がい児保育 ・食物アレルギー講習会 ・アレルギー対応マニュアル 

   ・リスクマネジメント研修 ・保育安全研修 ・保健衛生、安全対策研修 

   ・食品衛生責任者指定講習会 ・定例会の中での園内研修   

・ヘルプスタッフ勉強会（年数回）などを実施 

 

５， 育児支援 

   ・送迎時の保護者からの育児相談に丁寧に対応 

   ・連絡帳を利用し保護者からの相談に対応 

 

６． 情報提供 

   ・月 1回園だよりを発行し園での保育の様子や感染症などの病気の情報、子育てのアドバイス

等を提供 

   ・行政からの子育て情報などを園内に掲示および保護者に配布をした 

   ・クラスノートや写真・動画（YouTube）で保育の内容を伝えた 

 

７． 地域支援 

   ・おやこカフェ 

   新型コロナ感染拡大のため４～６月上旬まで休館、6月 7日より再開  

   感染防止の観点から園児との接触を避けるため平日は（月・水・金）11 時～15 時開館とした。 

   日曜日のみ 9時 30分～15時に開館し、園庭も自由に利用できるようにした。 

   ＜実績＞ 年間 179日開館 利用者 697組 1,665名（3.8組/9.3人） 

   ・港南区育児支援事業 

   子育て相談 日曜日 10時～12時 電話による子育て相談を実施。 

 

８． 一時保育事業  

   ・随時、余裕活用として受入対応 

 

   

 


