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 　令和3年度で認可化６年目となり、年々園の歴史が築かれていることに感謝しながらの１年と

なりました。

　また、前年度に引き続きコロナ禍での保育となりましたが、保護者の方にご理解、ご協力を

得ながら日々の保育を滞りなく行うことが出来ました。当たり前の事が儘ならない事もありました

が、どんな状況下においてもその時に出来る事を出来る形で工夫しながら取り組めたことで

子ども達の園生活における”安心・安全”を確保する事が出来ました。

さらに、ここ数年の中でも特に力を入れていた環境構成については、職員間でのこれまでの経験

や研修などを通して学び得た知識を活かして子ども達の姿を反映させながら取り組む事が出来た

と感じています。

　園内だけではなく、地域ボランティアの観点から登校時の旗持ちも始まり、地域交流にも貢献

出来るだけでなく幼保連携にも繋げていけると思っています。

　今後も園の特色を活かしながら、子ども達にとってよりよい園生活となるよう切磋琢磨しながら

”生きる力”を育んでいける土台をしっかり整えながら育ちを見守っ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 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２年度事業報告 理事長 　山根　祐作

・令和２年度決算及び財産目録 署名人 　諸見里　邦子

・令和２年度監事監査報告

・評議員選任委員・解任委員

任期満了につき改選方

・評議員選任満了につき選任

候補者の推薦方

・役員任期満了につき選任

候補者の推薦方

・評議員選任委員会の開催日時

場所、議題

・理事長の職務の状況報告

・当該候補者の経歴 議長　　　白保　千拓

・当該候補者を候補者とした理由 署名人　 出席者全員

・当該候補者当法人及び役員等

との関係

当該候補者の兼職状況

・社会福祉法人大山福祉会 理事長 　山根　祐作

新理事長の互選について 署名人　 全員

・令和２年度事業報告及び決算 議長 　　　宇良　一美

報告書 署名人 　伊佐　京子

・社会福祉充実残額について 署名人 　玉井　多恵子

・社会福祉法人大山福祉会新役

員選任について

・令和2年度監事監査報告

評議員会
令和３年６月１１日

５　／　7 １　／　２

理事・評議員会開催状況

評議員選任解任
委員会

令和３年６月１１日
２　／　２ ３　／　３

開催年月日 議題

理事会
令和３年５月２７日

５　／　６ １　／　２

監査報告
令和３年５月１５日

２　／　２ ２　／　２

理事会
令和３年６月１１日

コロナの為
文書にて

コロナの為
文書にて
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定員　６０名

令和3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 18 ５６名

５月 6 6 10 15 18 ５５名

６月 6 6 11 15 19 ５７名

７月 6 6 12 15 20 ５９名

８月 6 6 12 15 20 ５９名

９月 6 6 12 15 20 ５９名

１０月 6 6 12 15 20 ５９名

１１月 6 6 12 15 20 ５９名

１２月 6 6 12 15 20 ５９名

１月 6 6 12 15 20 ５９名

２月 6 6 11 15 19 ５７名

３月 6 6 11 15 19 ５７名

計 72 72 138 180 233 ６９５名

園児の就園状況

合計

・60名定員で4月は56名でスタートし、7月～59名へ。、兄妹の本土への引越しで2月～57名になりました。

中途入園や退園があり、人数の変動がありましたが最終的に57名での運営となりました。
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延長保育事業

人数（延） 利用料

4月 ２人 ¥300

5月 ６人 ¥900

6月 １３人 ¥2,250

7月 １４人 ¥3,150

8月 １０人 ¥1,800

9月 ４人 ¥600

10月 ４３人 ¥7,200

11月 ２５人 ¥4,950

12月 ６８人 ¥19,350

1月 ３０人 ¥8,400

2月 ３９人 ¥6,900

3月 ４９人 ¥8,850

合計 ３０３人 ¥64,650

その他の活動

・体力づくりで散歩を多くとり入れました

・花いっぱい運動

・小学校の登校時の旗持ち

・環境構成の工夫

特別保育事業
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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

0

0

2 1 3

0

0

7 7

0

・感染症はRS・アデノウィルスが流行し、また新型コロナウイルスの陽性者も出ました。
新型コロナウイルスは沖縄市役所と連絡を取り、指示通りに保護者への周知、早迎えのお願いをしたり
室内の消毒や休園措置等の対応をし、蔓延防止に努めました。

【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３年６月１１日 2回目：令和３年１１月１９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３年４月２１日 ２回目：令和３年１０月２０日

・ぎょう虫、尿検査 ２回目：令和３年１１月４日～５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

新型コロナ

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３年６月１５日～１６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
8月26日

10：50～
泡瀬干潟にて不明なもの（風船みたいな青いもの）に手を
刺されたと泣きながら保育士に訴える。

水筒の水で洗い流し、氷で冷
やす。主任保育士付き添いの
元あわせ皮膚科にて病院受
診。

発生年月日 発生時刻
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・5月で退職の職員が出たた為6月～配置見直しがありました。

令和３年度

クラス編成と職員配置

クラス 年齢 園児定数 職員数 パート 職員名

園　長 １名 山根　ひとみ

現園児数

主　任 １名 久高　瑞希

山根　有希
上門　茉里

すずらん組 1歳児 ６名 ６名 １名 玉宮　未央

もも組 0歳児 ６名 ６名 ２名

佐久間　クリエ
前原　成美

前原　由美子

たんぽぽ組 3歳児 １５名 １５名 ２名
島袋　和嘉子
野原　留珠

ちゅうりっぷ組 2歳児 １２名 １２名 １名 ２名

フリー保育士 １名 鈴木　佑子

知名　多紀子

年長 5歳児 ６名 １名

さくら組 4歳児 １５名 １５名

１名

フリー保育補助 2名 １名
松田　さとみ
白保　千拓

渡久地　ひかる

フリー保育士 ３名
古謝　里沙
比嘉　一美

仲宗根　佳代

調理師 ２名 1名
安里　信子
外間　尚美

池根　美咲（産休）

子育て支援員 1名 並里　奈美

事務経理 1名 山田　理沙
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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 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（集会） ・職員会議 ・ラーニングストーリー

・こいのぼり掲揚式（園内） ・園児　内科検診 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・ファミリーDAY ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練(火災について） ・職員会議 ・環境構成 ・HACCPセミナー

・保育参観 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・歯科検診 ・臨床心理士巡回指導 ・職員検便 ・避難訓練（地震) ・職員会議 ・水難事故を未然に防ぐ

・交通安全旗持ち ・園児　尿検査 ・消火器訓練 ・給食会議

・リーダー会議

・七夕集会　　 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・保護者懇談会について

・プール開き　 ・消火器訓練 ・給食会議

・田植え　　　・個人面談 ・リーダー会議

・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・保育所の役割

・夏祭りごっこ ・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 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（地震・津波） ・職員会議 ・危機管理　”不審者対応” ・沖縄市保幼こ小連携

・不審者訓練 ・給食会議 　推進教育講演会

・消火器訓練 ・リーダー会議 ・発達支援研修（ZOOM）

・園外保育(漢那ダム) ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・危機管理　”救急救命” ・キャリアアップ研修（食育）（ZOOｍ）

・どりんぴっく　 ・園児　内科検診 ・消火器訓練 ・給食会議 ・幼児教育（ZOOM）

・ハロウィンパーティー ・職員　健康診断 ・リーダー会議

・保育参観 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・発表会について”表現とは” ・食品衛生責任者養成講習会（ZOOM）

・七五三 ・園児　尿検査 ・消火器訓練 ・給食会議 ・発達支援研修（ZOOM）

・歯科検診 ・リーダー会議 ・改正労働基準法について

・クリスマス会　 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・幼児虐待と早期発見 ・発達支援研修（ZOOM）

・稲刈り ・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 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・園内研究発表会 ・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 ・発達支援研修（ZOOM）

・リーダー会議

・節分 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・理事長研修 ・キャリアアップ研修

・マラソン大会（各クラスにて） ・消火器訓練 ・給食会議

・個人面談　・お別れ遠足（さくら） ・リーダー会議 ・自己評価

・ひなまつり集会 ・交通安全旗持ち ・職員検便 ・避難訓練（地震）まとめ ・職員会議 ・保育者として ・乳幼児期の感覚統合（ZOOM）

・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（隔週木曜日）

3月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

8月

令和3年度　　行事等実施報告書

4月

5月

6月

7月
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