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令和２年度は新型コロナウィルス感染拡大に伴い保育規模の縮小や感染対策を重点に置いた活動

など異例続きの１年でしたが毎日子ども達の笑顔に触れ過ごしていた日々のありがたさに気付く事

ができた１年でもありました。当たり前の日々に感謝しながら毎日を過ごす事ができました。

自粛期間が続く中でも時間や規模を縮小し日々の活動や行事などを行い、個々の発達や過程を大

切にしながら子ども達の主体性を育む事を目標に取り組む事ができその成長を保護者の皆様に見

てもらう場を設けられた事、またその成長の記録をドキュメンテーションにし保護者の方に配布する

事で行事を行う事の意味や一人ひとりの成長を伝え共に喜ぶ事ができたと思います。

日々の活動の環境構成にも力を入れ子ども達の発達過程を配慮し遊び込めるような環境づくりを目

指してきました。また園内研修を通し保育者一人ひとりがプロフェッショナルとして意識を持ち、「こど

もをみつめる目」を養う事で関わり方や接し方を考慮したり子どもの育ちを記録するラーニングストー

リーの作成をする事で「子ども達が今なにを学んでいるのか」に着目する事でPDCAサイクルに繋げ

保育者のスキルアップ・保育の質の向上に繋げる事ができたと実感しています。

今後も、様々な活動を通して子ども達の個性を伸ばしながら保育者と保護者、園が一体となり子ども

達を温かく育んで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 議長及び議事録
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 　　      　諸見里　邦子

・令和元年度事業報告について

・令和元年度決算及び財産 理事長 　山根　祐作

　　目録について 署名人 　玉城　峯雄

・令和元年度監事監査について 　　      　諸見里　邦子

・令和元年度事業報告について

・令和元年度決算及び財産 議長　　　玉井　多恵子

　　目録について 署名人　 出席者全員

・令和元年度監事監査について

・社会福祉充実残額について

・定款変更について

・経理規程の改正について

・事業報告書の修正について 理事長 　山根　祐作

・役員報酬規程の改正について

・補正予算について 署名人 　玉城　峯雄

・就業規則及び有期契約職員 　　      　諸見里　邦子

　就業規則改正ついて

・評議員招集について

・誓約書について

・理事長の職務の状況報告

・定款変更について 議長 　與那覇　好美

・役員報酬規程の改正について 署名人　金城　キヨ子

　　　　　　高嶺　千恵

・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 署名人 　山根　祐作

・就業規則及び有期契約職員

　就業規則の改正につて 署名人  　諸見里　邦子

・給与規程の改正について

・育児・介護休業規程の

　改正について

・理事長の職務の状況報告

５　／　６
理事会

令和３年３月２６日
１　／　２

令
和
２
年
度

１　／　２６　／　７
評議員会

令和２年１２月７日

５　／　６ ２　／　２

理事・評議員会開催状況

理事会
令和２年１１月２１日

評議員会
令和２年６月１１日

６　／　７ １　／　２

開催年月日 議題

監査報告
令和２年５月２３日

２　／　２ ２　／　２

理事会
令和２年５月２８日

６／　６ ２　／　２
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定員　６０名

令和２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 11 15 16 ５４名

５月 6 6 11 15 16 ５４名

６月 6 6 11 15 16 ５４名

７月 6 6 12 15 16 ５５名

８月 6 6 12 15 16 ５５名

９月 6 6 12 15 16 ５５名

１０月 6 6 12 15 16 ５５名

１１月 6 6 12 15 16 ５５名

１２月 6 6 12 15 16 ５５名

１月 6 6 12 15 16 ５５名

２月 6 6 12 15 16 ５５名

３月 6 6 12 15 16 ５５名

計 72 72 141 180 192 ６５７名

園児の就園状況

合計

・５歳児の希望者が少なく、5名定員の所１名で

　　５歳児4名定員割れの状態で1年運営となりました。
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延長保育事業

人数（延） 利用料

4月 ３人 ¥450

5月 ２人 ¥300

6月 ５人 ¥900

7月 １０人 ¥1,950

8月 ９人 ¥1,350

9月 ７人 ¥1,200

10月 ３人 ¥450

11月 ５人 ¥1,350

12月 ７人 ¥1,500

1月 １７人 ¥3,900

2月 ２人 ¥750

3月 １４人 ¥3,450

合計 ８４人 ¥17,550

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

・泡瀬自治会敬老会の参加

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（集会） ・職員会議 ・主体性を育む保育

・こいのぼり掲揚式 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・ファミリーDAY ・職員検便 ・避難訓練（地震・火災について） ・職員会議 ・保育環境のみなおし

・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・野菜収穫 ・実習生受け入れ ・職員検便 ・避難訓練（地震) ・職員会議 ・保育のみなおし

・園児　尿検査 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・七夕集会　　 ・実習生受け入れ ・職員検便 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・トキメキ　主体性を育む保育

・プール開き　・縁日ごっこ ・消火器訓練 ・給食会議

・田植え　　　・個人面談 ・リーダー会議

・内科検診 ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・環境構成、玩具

・園児　内科検診 ・消火器訓練 ・給食会議 ・自己評価

・リーダー会議

・スポーツ大会 ・臨床心理士巡回指導 ・職員検便 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・保育者とは ・沖縄市保幼こ小連携

・消火器訓練 ・給食会議 　推進教育講演会

・リーダー会議

・園外保育(金武タームランド) ・職員検便 ・消防署通報訓練 ・職員会議 ・幼児教育

・歌と体操あそび ・園児　歯科検診 ・消火器訓練 ・給食会議

・ハロウィンパーティー ・職員　健康診断 ・リーダー会議

・稲刈り ・職員検便 ・沖縄市一斉防災訓練 ・職員会議 ・保護者子育て支援

・園児　ぎょう虫、尿検査 ・消火器訓練 ・給食会議

・臨床心理士巡回指導 ・リーダー会議

・クリスマス会 ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・幼児虐待と早期発見

・５歳児交流会 ・職員インフルエンザ予防接種 ・消火器訓練 ・給食会議

・生活発表会 ・リーダー会議

・新年会　　・初詣 ・職員検便 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・感覚統合について ・中部北ﾌﾞﾛｯｸ研究発表会

・記念撮影 ・消火器訓練 ・給食会議

・お別れ遠足（こどもの国） ・リーダー会議

・節分 ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・数量や回形　 ・キャリアアップ研修

・マラソン大会 ・消火器訓練 ・給食会議 　標識や文字などへ関心感覚

・じゃがいも収穫　・個人面談 ・リーダー会議 ・自己評価

・ひなまつり集会 ・職員検便 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・次年度に向けて ・発達支援研修

・卒園式・修了式 ・消火器訓練 ・給食会議

・思い出ＤＡＹ ・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（毎週火曜日）

12月

1月

2月

3月

令和２年度　　行事等実施報告書

7月

8月

9月

10月

11月

4月

5月

6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

0

0

1 1

2 1 3

0

0

0

3 3

0

・感染症はＲＳ・アデノウイルスが流行した。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かかっ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。

【園児のケガ事故発生】※医療機関に受診した事故

【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：令和２年１０月１３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：令和２年８月１２日

・ぎょう虫、尿検査 ２回目：令和２年１１月１２日～１３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

ヘルパンギーナ

１回目：令和２年６月２日～３日

・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
　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。

事故の概要 処理の状況

令和３年
３月１１日

９:00～
ハサミで折り紙を切っている時に、誤って左手人指し指を
切ってしまった。

傷口を流水し止血。主任保育
士付き添いの元、小児科(あさ
とこどもクリニック）受診する。

発生年月日 発生時刻

５


