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　平成３０年度は、認可化３年目ということで、全職員さらに気を引き締め、相手を思いやり

互いに協力し団結力を高める事ができた年だと思います。

1年を通して、大きな事故・怪我もなく、平成２９年度同様、インフルエンザ等の感染症も最小限の

人数で感染を抑える事ができました。これも、日頃の乾布摩擦や週に１回の体操教室の効果が

あったのだと思います。

また、発達支援の受入れをスタートし、臨床心理士巡回指導を受けながら、担当保育士を設け

研修へ参加し、職員全体へ共通意識を深め専門性を高める事が出来ました。

どのクラスも２人以上の保育士体制にし、より安全で安定的な保育を行える体制を取り、

園内研修・園外研修に加え、主任保育士・副主任保育士のミーティング会・リーダー会等を

立ち上げ、日誌や月の計画案等といった具体的なテーマを取り扱い、職員の情報交換や

コミュニケーションを深める事ができました。

地域住民より、施設関係の業者や、園児の送迎時の保護者の駐車のマナーに関して

ご意見を頂いた事がありましたが、保護者・業者へ協力のお願いをし、駐車場に看板を設置、

路上駐車禁止の看板とポールも設置することで、改善へ向かっているとおもいます。

平成３１年度も、日々の保育や遊びの中から子ども達が主体的に考え行動できる力や好奇心・

チャレンジ精神を持つための体験活動を設け、多くの人との関わりを持ち子どもの成長を保護者と

分かち合い、さらに地域住民との調和を図りながら信頼関係を構築していきたいと思います。

保育理念

一人ひとりの子どもが、いろいろな経験を通して可能性を伸ばし、

　　　　　　　　　　　　　　　　強い心・強い体を育み、その中で思いやりや生きる力を育てていく。

保育目標

・基本的生活習慣を身につける。

・思いやりのある子。

・心身ともに健康な子。
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出席理事数 出席監事数 理事長及び議事録
理事（評議員）総数 監事総数 署名

・決算について 署名人 玉城　峯雄

・事業報告 監事    　諸見里　邦子

・事業報告 理事長　  　山根　祐作

・決算及び財産目録について 署名人 　玉城　峯雄

・監事監査報告 　　      　諸見里　邦子

・平成31年度の増築予定について 　　　　　　

・平成29年度の事業報告

・平成29年度決算報告
                  及び財産目録

・平成2９年度監事監査報告 議長　　　宇良　一美

・社会福祉充実残額について

・平成31年度の増築予定について 署名人　 出席者全員

・補正予算について

・次年度事業計画について

・次年度予算書について 理事長　  　山根　祐作

・給与規定の改正につい 署名人 玉城　峯雄

・経理規定の改正について 監事    　諸見里　邦子

・運営規程の改正について

・就業規則の改正について

理事・評議員会開催状況

開催年月日 議題

平
成
３
０
年
度

監事監査
平成30年5月28日

2／　2 ２　／　２

理事会
平成30年６月5日

5　／　６ ２　／　２

評議員会
平成３０年６月１９日

７　／　７ ２　／　２

理事会
平成３１年３月２６日

６　／　６ ２　／　２
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定員　６０名

平成30年度

組 もも組 すずらん組 ちゅうりっぷ組 たんぽぽ組 さくら組

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳・５歳

定員数 ６名 ６名 １２名 １５名 ２１名 ６０名

４月 6 6 12 13 21 58名

５月 6 6 12 13 21 58名

６月 6 6 12 13 21 58名

７月 6 6 12 13 21 58名

８月 6 6 12 13 21 58名

９月 6 6 12 12 21 57名

１０月 6 6 12 12 20 56名

１１月 6 6 12 12 20 56名

１２月 6 6 12 12 20 56名

１月 6 6 12 12 21 57名

２月 6 6 12 12 21 57名

３月 6 6 12 12 21 57名

計 72 72 144 149 249 686名

園児の就園状況

合計

・３歳児の希望者が少なく、１5名定員の所、常に２～３名定員割れの状態でした。

・５歳児は3名定員割れの所に、4歳児を受け入れて運営となりました。
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延長保育事業

人数（延） 利用料

4月 １９人 ¥3,600

5月 ２３人 ¥5,400

6月 ２３人 ¥3,750

7月 １８人 ¥3,150

8月 ２６人 ¥4,650

9月 １８人 ¥3,300

10月 ２３人 ¥4,050

11月 ２２人 ¥3,600

12月 ２７人 ¥4,950

1月 ９人 ¥1,800

2月 ３０人 ¥6,450

3月 １８人 ¥3,450

合計 ２５６人 ¥48,150

その他の活動

・デイサービスへの訪問

・地域の防災訓練に参加

・インターンシップの受け入れ

特別保育事業
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行　　事 子育て支援（ボランティア等） 健康管理（健康診断・検便） 災害訓練 衛生管理・職員会議　他 職員研修（内部） 職員研修（外部）

内　　容 内　　容 内　　容 内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

・入園式・開園式 ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・組織力とは ・食育研究会

・こいのぼり掲揚式 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・ウォークラリー大会（園内） ・園児　内科検診 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・自己評価 ・食育研究会

・職員検便 ・消火器訓練 ・給食会議 ・（ﾒｲﾄ）運動遊び教材

・リーダー会議 ・障害児保育担当者研究会

・エイ坊とのふれあい体験 ・臨床心理士巡回指導 ・園児　歯科検診 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・心の育ち ・H30年度給食施設研修会

・保育参観（6/5～7） ・職員検便 ・消火器訓練 ・給食会議

・園児　尿検査 ・リーダー会議

・七夕集会 ・職員検便 ・避難訓練（不審者） ・職員会議 ・幼児虐待について ・チャイルドセミナー

・プール開き ・消火器訓練 ・給食会議 ・保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修

・リーダー会議 ・食育研究会

・園外保育 ・臨床心理士巡回指導 ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・救急救命講習会 ・食育研究会

　（消防署見学・ﾐﾆﾐﾆ動物園） ・消火器訓練 ・給食会議 ・自己評価 ・サマースクール

・夕涼み会 ・リーダー会議

・お招き敬老会 ・泡瀬自治会地域清掃 ・職員検便 ・避難訓練（津波） ・職員会議 ・自己理解とモチベーション ・食育研究会

・臨床心理士巡回指導 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・運動会　・他園交流（さくら組） ・職員検便 ・避難訓練 ・職員会議 ・主体的な保育の実践 ・H30年度私立保育園

・デイサービス訪問 ・職員健康診断 　　（消防署による火災訓練） ・給食会議 　　　　　　給食担当者勉強会

・ハロウィンパーティー ・消火器訓練 ・リーダー会議 ・食育研究会

・お店屋さんごっこ ・職員検便 ・沖縄市合同訓練（津波） ・職員会議 ・リズム遊び ・保育士研修会

・デイサービス訪問 ・園児　内科検診　・尿検査 ・消火器訓練 ・給食会議 ・施設運営者向け研修会

・園外保育（ビオスの丘） ・職員ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 ・リーダー会議 ・食育研究会

・クリスマス会 ・職員検便 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・アクティブラーニング ・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修（幼児教育分野）

・おゆうぎ会 ・消火器訓練 ・給食会議 ・保育所長研修会

・リーダー会議 ・食育研究会

・地域交流（新年会）（ﾏﾌﾞﾔｰ） ・東中学校インターンシップ ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・環境構成について ・初任保育所長等研修会

・ビジュル参拝　・ﾑｰﾁｰ作り ・園児　歯科健診 ・消火器訓練 ・給食会議 ・中部北ﾌﾞﾛｯｸ園内研究発表会

・思い出遠足（こどもの国） ・リーダー会議 ・食育研究会

・節分　・他園交流（さくら組） ・臨床心理士巡回指導 ・職員検便 ・避難訓練（不審者） ・職員会議 ・食育研修 ・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修　（幼児教育）

・マラソン大会 　（沖縄県警察署合同訓練） ・給食会議 ・自己評価 　　　　（保護者支援・子育て支援）

・保育参観（2/4・5・7） ・消火器訓練 ・リーダー会議 ・子育て支援員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ現任研修

・園外保育（ｲﾁｺﾞ狩り・ﾈｵﾊﾟｰｸ） ・食育研究会実践発表会

・ひなまつり集会 ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・次年度にむけて ・調理担当者研修

・卒園式・修了式 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

【定例行事の内容は省略しています】
・お弁当会（毎月第３木曜日）　　・誕生会（毎月第４木曜日）　　・太陽スポーツ（毎週金曜日）

8月

平成30年度　　行事等実施報告書

4月

5月

6月

7月

3月

9月

10月

11月

12月

1月

2月
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【病気】

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計

1 1

0

0

0

1 5 2 8

0

0

1 1

1 1

感染症はインフルエンザが流行した。うがい、手洗い消毒をまめに行い、家庭でも対策の協力をお願いし
感染対策をした。保育室での衛生管理対策としては、ソリューションウォーターを使用した拭き掃除、
加湿。嘔吐、汚物の処理等もマニュアルに沿って実施しました。
また、他の子ども達への感染防止の為にも感染症に罹患した場合の登園停止期間の周知を
保護者、職員にも促し感染症の蔓延を防止しました。

【ケガ】

４月 2件 10月 3件

5月 0件 11月 3件

6月 1件 12月 0件

7月 3件 1月 1件

8月 4件 2月 0件

9月 1件 3月 3件

【健康管理】

・歯科検診【属託医：竹島淳代（たけしま歯科・小児歯科）】

１回目：平成30年６月６日 ２回目：平成３１年１月９日

・内科検診【属託医：安里義秀（あさとこどもクリニック）】

１回目：平成３０年５月２３日 ２回目：平成３０年１１月１４日

・尿検査 １回目：平成30年６月２１・２２日 ２回目：平成３０年１１月２９・３０日

・食後の歯磨き実施

結膜炎

病気とケガの状況

病気名

手足口病

ノロウイルス

アデノウィルス

インフルエンザ

腸炎

マイコプラズマ

RSウイルス

溶連菌

　自分でも身を守るよう注意力をつけて行くよう配慮していきたいと思います。

・右頬ぶつける　・左腕かみ傷
・右頬ぶつける

・右手甲引っ搔き傷　・左肩かみ傷
・転倒左膝擦り傷と右足甲腫れ

・転倒左頬ぶつける

・転倒右膝傷　・転倒上唇切り傷
・右太ももかみ傷

・転倒顎打撲

・左腕かみ傷　　・転倒下唇切り傷

・転倒後頭部打撲　・手の指圧迫
・転倒右膝擦り傷　・転倒下唇切り傷

・転倒左足すね打撲
・右側の背中打撲　　　・右足甲擦り傷
・水筒落下で右足薬指打撲

・幸い大きなケガはなかったのですが、園児がケガ事故なく安全に過ごせるよう職員の見守り、子ども達が
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