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１、基本理念 

  「明るい笑顔」「元気な挨拶」「丁寧な仕事」 

 

２、目標 

  一人一人の子供を大切にし、集団生活を通して豊かな人間性を育てる。 

  ・心身共に健康な子ども 

  ・心豊かな子ども 

  ・意欲ある子ども 

 

３、職員体制・職制・配置体制 

職種 職員数 職種 職員数 

園長 １名 栄養士 ２名 

主任保育士 １名 調理師（調理員） ６名 

保育士（パート保育士）  ３１名 事務員 １名 

 

４、定員 

  定員 １７０名 

（０歳；１０名 １歳・２歳；５３名  ３歳；３５名 ４歳；３５名 ５歳；３７名） 

 

５、保育時間 

  午前７時～午後７時 

 

６、勤務時間 

  園長      日勤    ８：３０～１７：３０ 

 主任      早出１   ６：４５～１５：４５ 

          早出２   ７：００～１６：００ 

          日勤１   ７：４５～１６：４５ 

          日勤２   ８：００～１７：００ 

          日勤３   ８：３０～１７：３０ 

          遅出１   ９：００～１８：００ 

          遅出２   ９：３０～１８：３０ 

          遅出３  １０：００～１９：００  

保育士     早出１   ６：４５～１５：４５ 

          早出２   ７：００～１６：００ 

          日勤１   ７：４５～１６：４５ 

          日勤２   ８：００～１７：００ 

          日勤３   ８：３０～１７：３０ 
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          遅出１   ９：００～１８：００ 

          遅出２   ９：３０～１８：３０ 

          遅出３  １０：００～１９：００  

  栄養士・調理師 日勤１   ７：４５～１６：４５ 

          日勤２   ８：００～１７：００ 

          日勤３   ８：１５～１７：１５ 

          日勤４   ８：３０～１７：３０ 

  事務員     日勤    ８：３０～１７：３０ 

 

 

７、保育内容 

子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行う為に、全国保育士会倫 

理綱領をもとに保育に取り組みます。 

保育所保育指針に沿って保育を展開し、乳児保育の充実、自己評価、反省をし、 

課題に向け保育を展開します。全体的な計画（保育課程）、年間・月・週・日

案・個人指導計画等を立案し、保育を実施し課題・改善に取り組みます。 

乳児保育は、一人一人の発達に即した援助を行い、担当制保育を実践します。緩 

やかな担当制を取り入れ、一人一人の子どもに深く関わり、子どもの人権と主体 

性を尊重し丁寧な保育を行います。 

保育所保育指針の「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」を意識して保 

育を構想し、実施します。 

 

８、健康管理 

  園児が健康で快適な生活を送れるよう健康管理に努めます。 

日常の健康管理 
園児の健康状態の細かな観察に努め、協力医療機関への連

絡、職員間の情報交換を図りながら、健康維持に努めます。 

内科健診 年２回、協力医療機関にて内科検診を実施します。 

身体計測 毎月１回実施します。 

食事量の把握 毎日、食事の摂取量を把握します。 

服薬 
医師の診察のもと、病状に応じて、処方された薬を適格に服

薬していただきます。 

医療機関との連携 

協力医療機関や園児のかかりつけ医との連携を密にし、日常

の健康管理について適切な指示を得るとともに、緊急時の受

け入れ先についても調整します。 
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感染症等の予防対策 

風邪やインフルエンザ対策として、うがいや手洗いの励行等

の周知に努めます。食中毒等は、とくにその予防に努めてい

きます。また、給食担当職員の検便を毎月実施します。 

職員の健康管理 
年１回の職員健康診断を実施するとともに、日々、職員の健

康管理に努めます。 

 

９、季節行事・余暇活動等 

  園児に季節感を味わっていただくため、季節ごとの行事を実施するとともに、内

容の充実を図り、園児が楽しく参加できるようにします。また、地域との交流に

力を注ぐとともに、地域の学校をはじめとする団体・個人による訪問を積極的に

受け入れます。 

季節行事 

４月（子どもの日）５月（芋苗植え）７月（七夕会・夏祭り） 

９月（運動会） １０月（芋堀り） １１月（秋の遠足） 

１２月（クリスマス会） １月（新年にこにこ会） 

２月（豆まき会） ３月（ひな祭り会） 

誕生日会 毎月誕生日会を行います。 

地域交流 

「庄なかよし小規模保育園」との交流会を毎月実施。 

「つどいの家」との交流会を定期的に行います。 

「中学校」とのチャレンジワークとして中学２年生の生徒３～５名が３ 

日間保育体験を実施。 

「中学校」との保育体験学習として中学３年生の生徒が家庭科の授業で 

来園し保育体験を実施。 

「庄幼稚園」との交流会を年４回実施。 

「庄小学校小学５年生」との交流会を実施。 

交通安全対策協議会として春・秋の安全テント村などを行います。 

小中学校区青少年を育てる会として園周辺の清掃を行います。 

庄学区地域活動促進協議会として（１０月か１１月の日曜日）に庄ふれ 

あいまつりに参加します。 

庄中学校区人権学習推進委員会を庄公民館にて実施します。 

異文化交流 

（英語） 

外国人講師による異文化交流（英語）を月４回実施します。 

（３・４・５歳児） 

お茶会 年３回実施します。（５歳児） 
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その他 
外部講師による絵本の読み聞かせや食育の日の集いを毎月行います。 

人形劇（２歳児以上）を行います。 

 

１０、相談活動、苦情相談窓口 

  保護者からの相談には、その都度対応し、園児が安心して生活できる環境づくり

に努めていきます。 

個別相談 

ご相談の内容に応じて、以下の職員が対応します。 

①管理運営上の相談・・・園長 

②処遇上の相談・・・園長・主任保育士・保育士 

苦情相談窓口 
日常の相談とは別に、とくにご要望・苦情に関しての窓口を設け、サ

ービスの向上と改善を図ります。 

保護者会役員会 保護者会役員会を年５回実施します。 

小中学校区校  

園長会 

年６回程度、保・幼・小・中の校長・園長が集まり連携についての話

し合いや情報交換を行う。 

 

１１、事故防止、防災対策等 

  園児が安全かつ快適に生活できるよう、建物設備等の維持管理、事故の防止、急

変時等の緊急対応の迅速化、および防災対策の充実に努めます。 

建物設備等の維

持管理 

建物設備等を清潔、快適性、利便性、安全性の視点から常に点検し、

その維持管理、改善に努めます。 

防災対策 
防災機器の定期的な点検を行うとともに、災害時に迅速かつ冷静な判

断、行動ができるよう、災害・消火避難訓練を毎月実施します。 

不審者対応 
不審者対応の訓練を年３回実施します。 

（年２回、庄なかよし小規模保育園と合同訓練を実施） 

避難訓練 

避難訓練を毎月実施します。 

（年１回、１１月末か１２月初めに小学校・中学校と合同避難訓練実

施） 

交通安全教室 市の交通安全課に依頼し実施します。（４・５歳児） 

 

１２、記録 

  園児一人一人の日々の状況、生活の様子を保育士が記録します。 
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１３、研修 

  ひとりひとりの職員の資質と意識の向上を図り、責任を持って職務に従事できる

よう、各種の研修を実施します。又、外部研修についても積極的に参加させます。 

 

【令和３年度 年間計画】 

 

 行事 運営 

４月 

進級式、新入園児お迎え会 

れんげ摘み（5歳児）、お花見 

子どもの日のつどい 

家庭訪問（新入園児） 

個人懇談（0・1・2歳児以上） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

５月 

親子遠足、芋の苗植え（5歳児） 

幼年消防クラブ結成式（4・5歳児） 

消防自動車見学 

絵本読み聞かせ 

個人懇談（3・4歳児） 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

６月 

こども園との交流会（５歳児） 

園医健診、歯科検診（全年齢） 

耳鼻科検診、尿検査（4・5歳児） 

保育参観（3歳児以上） 

個人懇談（4・5歳児） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

７月 

プール開き（３歳児以上） 

七夕会（３歳児以上） 

人形劇観劇（５歳児） 

夏まつり（全年齢） 

一年生お招き会（５歳児） 

個人懇談（５歳児） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

不審者訓練 

８月 
プール納め（３歳児以上） 

カレー作り（５歳児） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

９月 運動会（３歳児以上） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

１０月 

人権フェスタ（５歳児） 

つどいの家との交流・芋掘り（５歳児） 

こども園との交流会（５歳児） 

 

 

就学時健康診断（５歳児） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 
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１１月 

秋の遠足（全年齢） 

庄ふれあいまつり 

ワクワクフェスティバル（５歳児） 

 

園医健診（全年齢） 

保育参観日（全年齢） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

１２月 

生活発表会（３歳児以上） 

クリスマス会（３歳児以上） 

こども園との交流会（５歳児） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

不審者訓練 

異文化交流（英語） 

１月 

新年にこにこ会（３歳児以上） 

こども園との交流会（５歳児） 

人形劇 

郵便ごっこ 

個人撮影（５歳児） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

２月 

豆まき会（３歳児以上） 

卒園旅行（５歳児） 

小学校１日入学（５歳児） 

小学５年生との交流会（５歳児） 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

不審者訓練 

３月 

ひなまつり会（３歳児以上） 

こども園との交流会（４歳児） 

お別れ会（２歳児以上） 

お別れ遠足（全年齢） 

卒園式（５歳児） 

新入園児健康診断 

絵本読み聞かせ 

避難訓練 

異文化交流（英語） 

 


