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　平成２８年７月に認可外から認可保育園へ移行開園しました。

子どもたちの健やかな成長や発達を目指し、地域に信頼され福祉の向上と子育て世帯の

支援を支え保育のニーズに応えていくために、保育指針の勉強会や研修に参加し必要な

知識や技術を学び、職員間で共通理解のもと学び合い保育士の資質向上をめざして行き

たいと思います。

　自治会長さんのご厚意により、どりーむ菜園と田んぼを提供して頂き、じゃがいも・大根・

にんじん・ほうれん草・レタス・ピーマン・なす等の野菜の栽培を行いました。９月には田植え

も行いました。収穫した野菜やお米を利用して、クッキングをするなど食材に興味を持たせて

行きました。苗から育て収穫し調理する体験を今後も継続していきたいと思います。

　次年度は更にサービス、資質向上をめざし全職員で楽しく働きやすいやりがいのある職場

作りを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。



出席理事数 出席監事数 議長及び議事録
理事総数 監事総数 署名理事名

・議事録署名人の選出

・理事選任の件

・監事選任の件 議長　  　山根　祐作

・理事長選定及び

　　職務代理人指名の件

・施設長選任の件 署名人 　山根　ひとみ

・平成２８年度、２９年度 　　      　池原　盛祐

事業計画及び収支予算書の件

・諸規定の件

・定款の改正について 議長   　 山根　ひとみ

・給与規定の改定について

・補正予算について 署名人 　桑江　千枝子

・経理規定の改正について 　 　　　 　津波古　洋子

・社会福祉法人改正に伴い

　　　　　　　定款変更について 議長　　　桑江　千枝子

・経理規程の改正について

・給与規定の改正について 署名人　 津波古　洋子

・就業規則及び有期契約職員 　　　　　　前泊　寛道

　　　　就業規則改正について

・補正予算について

・次年度事業計画について 議長　　　前泊　寛道

・次年度予算について

・育児休業等に関する規則 署名人　 山根　祐作

　及び介護休業に関する規則 　　　　　　山根　ひとみ

・評議員選任・解任委員会の報告

平
成
２
８
年
度

６　／　６ ２　／　２

理事会開催状況

第４回
平成２９年３月３０日

第３回
平成２９年３月１６日

６　／　６ ２　／　２

開催年月日 議題

第１回
平成２８年５月２７日

６　／　６ ２　／　２

第２回
平成２８年８月２日

６　／　６ ２　／　２



定員　６０名

平成２８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

５月

６月

７月 6 12 15 ５４名

８月 6 12 15 ５４名

９月 6 12 15 ５４名

１０月 6 12 15 ５４名

１１月 6 12 15 ５４名

１２月 6 12 15 ５４名

１月 6 12 15 ５４名

２月 6 12 15 ５４名

３月 6 12 15 ５４名

計 54 108 135 486名

21

21

園児の就園状況

合計

21

21

21

・年度途中の開園で５歳児の希望者が少なく、１歳児６名定員のところ１２名

　２歳児１２名定員のところ１５名のスタートとなりました。

21

21

21

21

189



延長保育事業

人数（延） 利用料

4月

5月

6月

7月 １７人 ¥3,600

8月 ３２人 ¥6,150

9月 ２９人 ¥5,100

10月 ２９人 ¥5,250

11月 ３１人 ¥4,950

12月 ２３人 ¥3,600

1月 ５２人 ¥9,600

2月 ７５人 ¥18,000

3月 ４７人 ¥8,700

合計 ３３５人 ¥64,950

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



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

4月

5月

6月

・入園式・開園式 ・職員検便（７名） ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・どりーむ保育園で働くにあたって ・チャイルドセミナー

・七夕集会 ・消火器訓練 ・給食会議

・参観日（保護者説明会） ・宮里小学校　職場体験（４人）・職員検便（７名） ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・食育について ・サマースクール（絵本、歌、発表会）

・プール開き ・園児　内科検診 ・（火災）消火器訓練 ・給食会議 ・障害児保育

・園児　歯科検診

・お招き敬老会 ・職員検便（７名） ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・社会福祉法人の特性と ・保育を守るために

・消火器訓練 ・給食会議 　　　　　　　適切な保育所運営 ・沖縄保育問題研究会

・デイサービス訪問 ・職員検便（７名） ・避難訓練（地震・津波） ・職員会議 ・運動会について ・待機児童対策

・消防見学 ・職員インフルエンザ予防接種 ・（火災）消火器訓練 ・給食会議 ・みんなの発表研修会

・運動会 ・職員検便（７名） ・避難訓練（不審者対応） ・職員会議 ・気になる園児の対応、支援 ・初任園長研修

・津波防災訓練 ・給食会議 ・調理研修

・（火災）消火器訓練

・クリスマス会 ・インターンシップ受け入れ ・職員検便（７名） ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・気になる園児の保護者支援 ・リトミック研修

　（中央学院） ・（火災）消火器訓練 ・給食会議

・新年もちつき大会 ・インターンシップ受け入れ ・職員検便（７名） ・避難訓練（火災） ・職員会議 ・インフルエンザ ・苦情解決セミナー

・ビジュル参拝 　（中央学院） ・消火器訓練 ・給食会議 　　　　　園での対応について ・保育研究大会

・園内研修発表会

・節分 ・臨床心理士巡回指導 ・職員検便（７名） ・避難訓練（地震） ・職員会議 ・自己評価 ・保育所保育指針

・おゆうぎ会 ・園児　内科検診 ・泡瀬自治会主催防災訓練 ・給食会議 ・主任保育士研修会

・園児　ぎょう虫、尿検査 ・（火災）消火器訓練

・ひなまつり集会 ・職員検便（７名） ・避難訓練（火災・まとめ） ・職員会議 ・保育計画と保育記録 ・保育スキル向上研修

・卒園式・修了式 ・園児　歯科検診 ・消火器訓練 ・給食会議

【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）　　・ひまわり体操（毎週火曜日）

12月

1月

2月

3月

平成２８年度　　行事等実施報告書

7月

8月

9月

10月

11月



【病気】

病気名 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

手足口病 6 4 10

ノロウイルス 4 4

アデノウィルス 2 2 2 2 8

結膜炎 1 1 2

インフルエンザ 4 4 4 12

腸炎 1 1

RSウイルス 1 1

ヘルパンギーナ 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】

１月　　　　　１人

２月　　　　　１人

【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２８年８月２４日 ２回目：平成２８年３月１０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２８年８月１２日 ２回目：平成２９年２月１５日

・ぎょう虫、尿検査 平成２９年２月１日

・食後の歯磨き実施

・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。

病気とケガの状況

・左ほほをぶつける

・あごの下をぶつける

・転倒して右目尻　切る

・転倒して鼻の下　切る

・走り出して転び　あご、下唇切る

３月　　　　　３人


	かがみ
	報告書
	理事会開催状況
	就園状況
	特別保育事業
	行事等実施報告書
	病気とケガの状況

