
令和 2 年度 活動報告書 

                NPO 法人 すぎなみ子育てひろば chouchou 

はじめに 

法人運営  

令和２年度、新理事による新しい体制、組織で運営を始動しました。今年度は、新型コロナウィルス

感染症の拡大により、誰もが経験したことのない日常の中で、事業の運営、休業、再開方法に対し、難

しい選択を迫られる日々でした。このような環境の変化に対応するため、まず、新体制の組織図を明確

にし、系統的な情報伝達ができるようにしました。そして、設立時に掲げたミッション「子育てをきっ

かけに誰もが生き生きと暮らせるコミュニティを創る」を再確認しました。そして、NPO 法人すぎなみ

子育てひろば chouchouがすべきことは何なのかを追求し、一つ一つ判断を重ねてきました。今年度、 

法人運営として取り組んだことを以下にまとめます。 

 

働く環境の整備 

・労務士の先生をお迎えし、労務環境の整備始まる 

・職員満足度調査の実施 

・個人面談と雇用契約内容の確認 

・パート契約のスタッフにも有給休暇を付与 

・緊急事態宣言が出て休止の事業もある中、シュシュ保育室とプラザ天沼一時預かりは 

預かり事由を制約して事業を継続 

・４月５月の休業期間中、ひろば事業・ひととき事業・事務局のスタッフには休業手当を支給 

・就業規則、給与規程の整備 

 

会計経理 補助金・給付金以外の助成金獲得に向けて努力 

・会計ソフト 弥生会計の導入、法人クレジットカードの取得 

・リトミック事業の休業で、茶ちゃ事業は、東京都の休業協力金に申請 

・雇用調整助成金（ひととき・ひろば・事務局の４月５月６月の休業）に申請 

・杉並区 NPO 活動資金助成事業（赤ちゃんカフェ）の実施 

・小学校休業等対応助成金に申請 

・赤い羽根共同募金の地域配分に応募申請 

・社会福祉協議会 助成金 ひろばの代替事業として応募申請 

・６月７月８月の収入減のため、セーフティネット保証５号の申請（感染症対応融資） 

 

広報 シュシュの活動を積極的に発信 

・杉並区健康づくり表彰※ 令和２年度 最優秀賞 受賞 

・健康づくり表彰受賞について令和２年 11 月 15 日の広報すぎなみに掲載 

・健康づくり表彰受賞について J-com テレビ取材 

・ホームページでお知らせブログの開始 

・シュシュ通信の休止 必要に応じてミニ通信発行 



・ホームページの改編作業 令和４年に向けて 

・認可保育園のロゴマーク作成 

・関東バスに天井釣り広告を依頼（令和３年４月末から１年間掲載） 

・認可保育園のパンフレット作成開始 

 

※幅広い取組でニーズに応え、母子の心身の健康を守っていると評価されました。 

 

認可保育園計画 

令和４年４月、認可保育園「樹（いつき）保育園」が開園します。 

現在のシュシュと隣地の駐車場の土地をお借りして認可保育所を計画しています。 

緑豊かな園庭を備えた地上３階建ての園舎です。これまでの経緯は以下の通りです。 

 

・令和元年度から、行政との事前協議、基本設計を提示 

・令和２年度も事前協議を重ね、計画準備 

・９月 令和４年度４月開設 認可保育所の整備・運営に係る提案募集に応募 

（書類提出し、書類審査へ） 

・12 月 ヒヤリング審査→杉並区選定委員会により審査・選定（通知：R2.12.18） 

 →東京都との事前協議へ 

・１月 ドミトリー上荻Ⅱ １階の改修工事（シュシュ保育室の令和 3 年度の活動場所） 

・２月 東京都の計画承認（通知：R3.2.16） 

・４月 国の内示 

・定期借地権の契約（公証役場にて公正証書を作成し契約：R3.4.26） 

・本設計の契約 

・５月 引っ越し、現在のシュシュの建物解体 （予定） 

・６月 工事着工（予定） 

 

地域支援事業の令和３年度、令和４年度について方向性を議論 

場所、開催日時を変更しての事業継続または休止について考え、議論を重ねた結果、 

・令和３年度 ひととき・ひろば事業は休止 

・令和 4 年度 茶ちゃにて、ひととき・ひろば事業再開の予定 

 

引っ越し作業 

・令和 3 年５月２日 引っ越し 

  事務局はドミトリー上荻Ⅱの２階 201 号室 

保育室は茶ちゃ（ドミトリー上荻Ⅱ）１階と２階 202 号室（休憩室兼事務室） 

 移転先住所 

 〒167-0043 東京都杉並区上荻 2-26-14 ドミトリー上荻Ⅱ 

 電話・FAX は同じ 

  03-3395-0135（代表） 03-6913-5210（保育室） 03-6913-5211（ヘルパー） 

  03-6913-5271（FAX） 



Ⅰ ひろば事業 

1．つどいの広場  

  

事業日程 
月～金曜日 第 2・４土曜 10:00～15：00  

※令和２年 4/8～5/31 休業  

場所 つどいの広場 

利用料 100 円 (5~10 回分の回数券に子育て応援券の利用可) 

従事スタッフ 9 名 (内 2 名配置) 

対象者 乳幼児親子 

年間利用組数 1547 組 (新規 152 組) 

 

令和 2 年度は新型コロナウィルス感染症による「緊急事態宣言」の影響を受け、4/8～5/31 の約

2 か月間ひろばをお休みしました。6 月から事業を再開しました。感染症予防のための様々な制約

をし、利用定員も乳幼児親子 8 組に制限しました。8 月中旬～9 月は利用定員を 5 組にしました。 

 

今年度の特徴 

1． 0、1 才児の利用の増加 

育児休業中の母親利用者が多くなりました。 

2． 他事業とのつながりの強化 

産前産後ヘルパー、赤ちゃんカフェ、プチシュシュ、ひととき保育、リトミックをきっかけに

ひろばを利用される方がいて、シュシュの事業間の連携が強まっています。また、ひろばから

他事業のサービス利用を積極的に促しました。シュシュ保育室の企画である「育児不安の軽減：

保育所体験」への参加もお勧めしました。 

3． 父親利用者の増加 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、在宅勤務をする方が増えた一年でした。その影響

で、「自分の子どもがどんな場所でどんな風に遊んでいるのかを知りたい」、「同じくらいの月齢

の子どもがどんな様子なのかを知りたい」など、子育てに関心を持つ父親利用者の参加が増え

ました。 

4． 今こそ求められる「憩いの場」としてのひろば 

緊急事態宣言下では多くの人が自粛生活となりました。宣言解除後、ひろばが再開した時には、

「人とのつながり」を求めて、多くのお母さん方がひろばに遊びにいらっしゃいました。「夏休

みも年末年始も里帰りできない」、「旅行にも行けない」、「誰かとしゃべりたい」、「育児が不安

…」などの声が聞こえてきました。今こそ、「憩いの場」としてのひろばが求められているとス

タッフ一同感じました。また、利用者の皆様からは、「児童館やプラザに行ってみたけれど、申

し込み制など、決まりが多くて利用しづらい」、「他の利用者がいなくてさみしい」などの声が

あり、「やっぱりシュシュがいい!」と嬉しい言葉を何度もいただきました。 

 

 

 



5． イベントの中止 

新型コロナウィルス感染症防止の観点から、お誕生日会や読み聞かせの会など、ボランティア

さんの協力によるイベントはすべて中止としました。その代わりとして、プレコの日(月･土曜)、

計測の日(火・金・土曜日)の実施日を増やしました。また、誕生日カードは日を特定せず、個々

に渡す方法でお祝いをしました。11 月からは、「譲りますコーナー」を設置して、ベビーベッド

やベビーカー等のベビー用品の、利用者間での譲り合いを実施し、利用者同士のつながり、助

け合いの仲立ちをしました。 

 

今後にむけて 

令和３年 3 月末をもち、ひろばが休止することを地域にお知らせし、利用者に自由回答のアンケ

ートをお願いしたところ、多くの方々から感謝の気持ちと再開を待ち望む声をいただきました。 

お互いの顔が見える関係で、話をするということは、とても大切なことだと改めて実感し、今後は

「シュシュサロン」として、また地域の方々とのつながりを発見していきたいと思います。 

 

2．きずなサロン プチシュシュ 

 

事業日程 毎月第４木曜日 9:30～11:30 ※令和 2 年 3 月~9 月は休業  

場所 井草区民センター内 和室 

利用料 100 円  

従事スタッフ 3 名 

対象者 乳幼児親子他、地域の方 

年間利用組数 15 組  

 

令和２年度のプチシュシュは、１回目の緊急事態宣言開始前の令和 2 年 3 月からお休みしてい

ましたが、令和 2 年 10 月より、8 か月ぶりに再開しました。その後は新型コロナウィルス感染症

防止対策として、人数制限を設け、それまでより広い和室を借りて開催しています。参加人数は

安定しませんが、天候や気候に関わらず、特定の方が楽しみに参加してくださったこともあり、

決まった日に必ず開催されるひろばの存在が大切だと感じました。情報交換の場や温かい支え合

いの場としてのきずなサロン プチシュシュを今年度も継続して開催していきたいと思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．赤ちゃんカフェ 

 

開催日時 

全 38 回開催   ※令和 2 年 3 月～6 月は休業 

① 令和 2 年 7 月～12 月 

第 1・4 水曜日 10 時～12 時・第 2・3・5 は 13 時～15 時 

② 令和 3 年 1 月～3 月     

毎週水曜日 9:30～11:30 

場所 ① お茶の間ひろば茶ちゃ ②杉並会館和室 

従事スタッフ 4 名 (内 3 名配置) 

対象者 0 歳児親子 

利用人数 281 組(新規 76 組) 

参加費 ① 500 円 ②1,000 円（子育て応援券使用可） 

 

赤ちゃんカフェは、子育てへの不安感や社会からの孤独感を感じている 0 歳児の親子のために、

癒しの場を提供しています。令和元年に引き続き、令和 2 年度も杉並区 NPO活動助成金を獲得しま

した。これを活用し、内容を充実させたものにしたいと考えていたところ、令和 2 年 4 月の緊急事

態宣言を受け活動を休止しました。宣言解除後は開催を慎重に検討し、7 月から再開しました。こ

のような中でもできることはないかとスタッフで様々な案を考え、実行しました。 

まず、これまで参加してくれた利用者にシュシュの近況を往復はがきでお知らせしました。返信

はがきには、赤ちゃんの可愛い写真やイラストが描かれていて、再開を待ち望む声をいただきまし

た。事業再開後は、赤ちゃんカフェの魅力であったお茶とクッキーの提供は感染症防止の観点から

休止しました。そのため、助成金の活用方法を変更し、栄養相談や育児相談、抱っこ紐講座、リト

ミック体験＆ピアノ演奏、足と靴の相談、などを行いました。どの講座も赤ちゃんと触れ合いなが

らできると大好評でした。リトミック体験＆ピアノ演奏では、オンラインでシュシュのひろばに中

継し、癒しの時間を共有できました。 

赤ちゃんカフェを通して、コロナ禍で出産・育児を経験したママたちは、孤独感やいろいろな不

安を抱え過ごしていることがわかりました。利用者からは「ここで久しぶりに大人と会話した」「赤

ちゃんの成長をともに喜べた」などの声が多く聞かれました。また、利用者同士のおしゃべりも盛

り上がり、笑顔もたくさん見られました。 

令和 2 年 12 月まではお茶の間ひろば茶ちゃで開催してきましたが、茶ちゃの改修工事のため、

令和 3 年１月からは杉並会館和室に場所を変更しての開催となりました。場所の変更に伴い、料金

を 500 円から 1,000 円に変更しました。 

今後も楽しく、安心して子育てができる環境を提供していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 預かり保育事業 

１．ひととき保育 

 

事業日程 月～金曜日 9:00～17:00 

場所 ひととき保育上荻 

従事スタッフ 9 名 (内 3 名配置) 

対象者 6 カ月～小学校入学前までの登録したお子様 

利用人数 1178 組     ※キャンセル 408 件 

利用料 1 時間 800 円 (子育て応援券利用可) 

 

ひととき保育は、理由を問わない乳幼児の一時預かりです。 

令和 2 年 4 月から新型コロナウィルス感染症拡大により、緊急事態宣言を受け、4~5 月は預かり

事由に制限があり、そのため利用はほとんどありませんでした。緊急事態宣言が解除された 6 月か

らは、しばらくの間は利用の少ない状況が続きましたが、少しずつ利用が増えました。夏頃にはリ

フレッシュ利用も増え、昨年度の利用人数と同じくらいの利用数まで回復してきました。長時間利

用者も多く、気候のよい時期には、散歩に出る機会を増やして、気分転換を図り、楽しんでもらえ

るようにしました。湿度が低い日は、加湿器と濡れタオルで対応したり、幼児のお子さんはマスク

を着用したり、感染症対策を十分にとりながら、事業を継続してきました。2~3 月は、短いすきま

時間にも予約が入り、毎日一日を通して予約でいっぱいびっしりの毎日でした。 

令和 2 年度をもち、ひととき保育事業が休止することを利用者の方々へお知らせし、自由回答で

アンケートを実施したところ、皆様から、「子育てで息がつまった時に助けてもらえた」、「子ども

預けるならシュシュがいいなと思う」、「一日でも早い再開を待っています」と、ありがたい言葉を

たくさんいただきました。いただいた言葉にお応えできるよう、再開に向けて準備していきたいと

思います。 

 

2．シュシュ保育室 （小規模認可保育園） 

 

事業日程 月～土曜日 7:30～18:30 

場所 シュシュ保育室 

従事スタッフ 14 名  

入園児童 0 歳児(3 名) 1 歳児(6 名) 2 歳児(6 名) 

 

シュシュ保育室は 4 年目を終えました。令和 2 年度はコロナ禍で、子どもたちの生活には手洗

い・消毒が当たり前のように組み込まれ、スキンシップやコミュニケーションが大事なこの時期に

『密を避ける』保育のため、保育士と子どもはもちろん、子どもたち同士も抱き合ったりする微笑

ましい光景をみると、今までとは違い、それとなく距離を取るように誘導してきました。乳児期は

特に自分と関わってくれる大人との信頼関係が大切で、それが基盤となり社会性が培われていきま

す。私たちは変わりゆく状況下の中で、その点を考慮、工夫して、子どもたちの生活を大切にし、



成長を援助していきたいと思っています。 

令和 2 年度、2 歳児を中心に英語レッスンを取り入れました。「乳児に英語！？」と思われるかも

しれませんが、いろいろな国の人の言語、文化に触れることは、柔軟で吸収力の強い乳児にとって

は良い経験になると思いました。案の定、子どもたちは「シェシー先生いつ来るの？明日来る？」

と心待ちにして、保育士よりも素晴らしい発音で英語を楽しんでいます。 

また、今年度も地域の方々に向け「保育室体験及び育児不安軽減」を企画し、多くの方に参加し

て頂きました。保育室の子どもたちの生活を体験し、抱いていた育児の疑問や不安が少し和らいだ

ようです。更にその後の相談では、保育の専門性と経験から、より具体的なお話しをすることで育

児不安を軽減できたのではないかと思います。 

シュシュ保育室は令和 4 年から認可保育園「樹（いつき）保育園」として生まれ変わります。小

規模保育室がそのまま保育園になり、在籍している子どもたちが他園に移らなくてよい、というこ

とで見学の方たちも増えています。今までは 0 歳から 2 歳の乳児なので、保育の主体が教育よりも

養護でした。認可保育園開園後は 3 歳から 5 歳児のクラスができ、教育の分野も大きく加味されて

きます。 

０歳児から就学前迄の一貫した保育を行うために、この令和 3 年度を準備期間として、「生きる

力を育む保育園」を創り上げるために、更に自己啓発に努めます。 

 

3．集団託児 

 

派遣件数 杉並区開催会議 11件    民間団体イベント 1件 

従事スタッフ 6 名中、毎回２名派遣 

対象者 乳幼児保護者 

依頼件数(延べ人数) 12 件  (20 名) 

 

集団託児は、主に講座など開催時に依頼を受けて実施する託児です。 

今年度はコロナ禍で区関連の講座・講演会等多数のイベントが中止になり、行政から 2 カ所（11

件）、民間１回のみの派遣でした。託児を希望される方も少なく、対象児童は毎回 1~2 名でした。 

 託児児童が少ないことで、スタッフはよりお子様が飽きないよう、性別や発達に合わせたおもち

ゃを選び、楽しく託児時間を過ごせるよう考慮しながら準備をし、感染症対策もより一層の注意を

払って行いました。 

 

4. 子ども・子育てプラザ天沼 一時預かり 

 

事業日程 月～土曜日 9:00～17:00 (土曜日は 9:00~16:00) 

場所 子ども子育てプラザ天沼一時預かり 

従事スタッフ 12 名 (内 4~5 名配置) 

対象者 6 カ月～小学校入学前までの登録したお子様 

利用人数 1742 組     ※キャンセル 587 件 

利用料 1 時間 800 円 (子育て応援券利用可) 



 「子ども子育てプラザ天沼」の一時預かり事業を杉並区から受託して 3 年目を終えました。内容

はひととき保育同様、理由を問わない乳幼児の一時預かりです。 

緊急事態宣言下では、お預かりのお子さんがいない日が続いた時期がありましたが、その後はも

との活気を取り戻して、たくさんの方々にご利用いただいています。 

令和２年度はお散歩を新たにカリキュラムに取り入れました。子どもたちが外の空気に触れ、視

野を広げ、交通ルールを身に付けるなど、社会性を育むことを目的としています。公園の遊具で遊

んだり、走り回ったり、お子さんが楽しんでいる様子が見えることで、利用者から「子どもがお散

歩を楽しみにしています。」という声も聞かれるようになりました。また、スタッフ会議を月 1 回

定例化し、スタッフが課題を出し、情報共有して相談する場を設けました。それぞれの役割が明確

になり、組織化が進みました。年度末に杉並区が実施した「子ども・子育てプラザ天沼一時預かり

事業に関するアンケート」では、利用者の皆さまがスタッフの対応等に大変満足していることがわ

かる結果を得ました。スタッフ一同、この結果は励みになりました。 

「安心・安全・清潔」のモットーを常に忘れず、大切なお子さんの命をお預かりしているという

意識をしっかり持って、笑顔と目配り、気配りに心がけ、スタッフ一同さらに気を引き締めていま

す。令和３年度は 1 年間限定でお預かり利用定員が６名から８名になり、ひととき保育上荻から 3

名のスタッフを迎えます。 

 

Ⅲ 妊娠期からの子育てまでの情報啓発事業 

１．親子リトミック講座 

クラス名 対象年齢 実施回数 参加組数 

ねんねクラス 0 歳児親子 17 回 123 組 

よちよちクラス 1～2 歳児親子 26 回 202 組 

ジャンプクラス 2～3 歳児親子 15 回 119 組 

シュシュの親子リトミックは親子のコミュニケーションの促進、他の親子との関わりをきっか

け作りを目的としています。年齢により３クラスあり、３名の専門講師がクラスを分担していま

す。熱心かつ丁寧なレッスンは参加者から高く評価されています。できるだけ多くの方が参加で

きるよう、予約受付は１回毎としています。子育て応援券対象事業ということもあり、毎回ほぼ

定員を満たす参加となっています。 

しかし、令和２年度はコロナ禍で、緊急事態宣言が出されたため４~６月は休講となり、毎年好

評だった 8 月と 12 月のコンサートも中止としました。緊急事態宣言解除後の７月からは、感染予

防対策をした上で開講しました。心待ちにしていた多くの方が参加され、講師、スタッフの励み

となりました。 

令和 3 年 1 月からはお茶の間ひろば茶ちゃの改修工事のため、会場を西荻地域区民センターに

変更しました。常設会場がなくなり、講師が考える本来のリトミックの形を整えるため、感染防

止対策を考慮しつつ、試行錯誤を繰り返しています。当初 1 日１クラスずつの開講としていまし

たが、よちよちクラスはキャンセル待ちが多数となり、1 日 2 回開講としました。イベント開催

もできず、参加希望者数も時期によっては不安定でしたが、参加者の満足の声を聞くことで、開

講する意義はあったと考えます。 



 

Ⅳ 家庭訪問型子育て支援事業 

産前産後支援ヘルパー 

 

事業日程 月～金曜日 9:00～17：00  

従事スタッフ 従事スタッフ 20 名 

対象者 区内の産前産後の家庭 

申し込み件数 117 件 

派遣回数 ① 通常 532 件 ②多胎児 93 件 ③要支援 46 件 ④自主 75 件 

 

産前産後ヘルパーは産後間もない家庭に入り、家事や育児のお手伝い、上のお子さんの送迎等、

母親の日常行っていることのサポートをしています。 

令和２年度は国の方針で多胎児支援ヘルパーの体制が強化され、利用者には低料金で時間数も多

く、より利用しやすいサービスになりました。それに伴い、多胎児家庭からの依頼が増えました。

前期は緊急事態宣言の影響で利用が減ったものの、宣言解除後、子育て家庭の深刻な事情を目の当

たりにしました。「パパママ学級の中止で育児のイメージが湧かない」、「病院の事情で、付き添い

のない出産と入院生活になった」、「感染症拡大の懸念のために里帰り出産ができなくなった」、反

対に、「高齢の両親の助けが呼べなくなったな」ど、出産家庭が孤立している現状を知りました。感

染症の勢いが弱まらない中、ヘルパーを恐る恐る利用される方もありましたが、利用した結果、「手

伝ってくれてよかった」「育児の話をできる人がいて良かった」との声をいただきました。 

感染症を恐れるのはヘルパーも同様です。細心の注意を払って予防対策をし、活動に取り組みま

した。また、密になる大勢での会議を避け、定例のヘルパー会議を４~9 月の間中止していました

が、利用者の増加とともに、個々の活動で起こる問題点や課題共有の必要性が増し、10 月から再開

しました。会議ではヘルパー同士の意見交換が活発に繰り広げられています。新人ヘルパーもベテ

ランヘルパーもともに刺激を受け、自己研鑽の機会となっています。昨年同様、不安定な状況は続

きますが、出産後、初めて関わる産後サービスの一つとして、利用者様に安心感を持ってもらえる

よう、活動していきたいと思います。 

  



Ⅴ 子育て関連ネットワーク構築事業 

多目的スペース「お茶の間ひろば茶ちゃ」の運営 

事業日程 
月～土曜日 9:00～18：00  

※令和 2 年 4~6 月休業。令和 3 年 12 月で事業終了 

従事スタッフ 従事スタッフ 2 名 

対象者 子育て家庭 

利用件数 講座開催 ２件。 受講者延べ 4 名 

 

「地域で子育てを」をキーワードとして活動してきたその先にある「誰もが安心して生活できる

街」を目指し、地域の居場所として多世代が出会い交流できるようにしていきたいとの思い、運営

してきました。これまではリトミックや赤ちゃんカフェなど、シュシュの独自事業での利用の他、

レンタルスペースとしても展開していましたが、令和 2 年度４月からの緊急事態宣言を受けて、4

～6 月まで休業しました。宣言解除後はレンタルスペースとして一般の利用に期待しましたが、残

念ながら利用はありませんでした。 

 シュシュ主催プログラムは 7 月と 12 月に損保ジャパン（株）の社会貢献事業としてフィナンシ

ャルプランナーによる『家計の見直しセミナー 基本編』を開催しました。コロナ禍での家計の立

て直し等を子育て中の母親にわかりやすく説明していただきました。家計について普段疑問に思っ

ていても、なかなか専門家に聞く機会はありません。参加者からは「子どもの教育費・住宅ローン・

家計のやりくりなどのアドバイスを聞けて良かった」と感想をいただきました。令和 2 年 12 月を

もち、お茶の間ひろば茶ちゃの改修工事のため、レンタルスペース事業は終了しました。 

 

Ⅵ 今後に向けて 

 NPO法人すぎなみ子育てひろば chouchouは、行政とともに、乳幼児親子のひろば事業、預かり保

育事業を基軸として、強みである「地域の力」を発揮しながら、妊産婦、乳幼児親子に対し、切れ

目ない子育て支援を多角的に展開してきました。今後も必要とされる子育て支援は何か、そして私

たちは何をすべきか、常に前を向いてその可能性を探り、子育て支援の地域の力であり続けること

を目指します。そして誰もが生き生きと暮らせる街づくりをしていきます。 

 近年、核家族化が進み、孤独な子育てが社会問題となっています。孤独な子育ての解消、虐待防

止という大きな課題に向け、親子のひろば事業、預かり保育事業、産前産後支援ヘルパー事業の事

業間の連携をさらに強めていきます。ミッション達成のために、人材を育成し、各人の専門性を高

めていきます。 

 また、子育てをめぐるもう一つの社会問題として、働く女性の増加を背景に待機児童の問題があ

ります。杉並区は待機児童解消に向けて認可保育所の整備を進めています。当法人は２年がかりで

杉並区と事前協議を重ね、慎重に計画を進めてきました。そしてついに、令和４年４月、シュシュ

保育室は認可保育所「樹（いつき）保育園」として生まれ変わります。シュシュ保育室の家庭的な

雰囲気を継承しつつ、養護と教育を一体化させ、生きる力を育む保育園を創り上げていきます。 

 今後は、地域支援と保育を法人事業の二本柱として掲げ、持続可能な事業運営を目指します。 

樹を育て、森をつくるように、人を育て、街をつくります。 


