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平成２９年度事業計画書

社会福祉法人

天附保育園
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事 業 計 画 書
天附保育園

１．保育の基本

家庭や地域社会と連帯を密にしながら家庭養育の補完を行い、子供が健康、安全で

情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるよ

うにし、健全な心身の発揮を図るものとする。

２．保育の目標

子どもが現在を もよく生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うことを目標

とし、次の諸事項を目指して行うものとする。

（１）養護のゆきとどいたくつろいだ雰囲気の中で、子どもの様々な欲求を適切に満た

し、生命の保持及び情緒の安定を図ること。

（２）健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培

うこと。

（３）人に対する愛情と信頼感及び人権を大切にする心を育てるとともに、自主・協調

の、態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。

（４）自然や社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思

考力の基礎を培うこと。

（５）生活する中で、言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度

や豊かな言葉を養うこと。

（６）様々な体験を通じて、豊かな感性を育て、創造性の芽生を培うこと。

３．保育の実践

それぞれの子どもの発達段階や発達課題に留意しながら、保育士の愛情と知性と技術

とが個々の子どもに充分向けられるよう配慮して、別紙「保育計画」により実践する

ものとする。なお、実践にあたっては、次のことについて留意するものとする。

（１）子どもの家庭や地域社会における生活の実態を把握するとともに、子どもを温か

く受容し、適切な保護、世話を行い、子どもが安定感と信頼感を持って活動でき

るようにすること。

（２）子どもの生活のリズムを大切にし、自己活動を重視しながら、生活の流れを安定

し、かつ、調和のとれたものにすること。特に入所時の保護に当たっては、でき

るだけ個別的な対応を行うことにより子どもが安定感を得られるように努めると

ともに既入所の子どもに動揺等のないように配慮すること。

（３）保育内容のすべての活動傾域において、子どもが自主的に取り組めるための環境

を整えるとともに、そこにおける子どもの主体的活動を大切にし、乳幼児期にふ

さわしい体験が得られる用に遊びを通じて総合的に保育すること。

（４）音楽的環境を豊かにするような遊びや運動能力の発達助長を図るような遊びを取

入れること。
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（５）保育所の中に、体験学習を多く取り入れるように心掛けること。

（６）縦割り保育の実施により、異年齢児間の遊びの充実や友達とのつながりを深める

とともに、子ども同志のかかわりの中で、自主、協調、創造性等の発達を促すこ

と。

(７)それぞれの子どもの年齢に応じた基本的生活習慣の確立をはかるようにすること。

４．行事予定

別紙「平成２８年度行事予定表」の通りとする。

５．保健、安全等その他

（１）保健について

登園時において、子どもの健康状態を観察するとともに、保護者から子どもの状

態について報告を受けるようにし、保育中に異常が発見された場合には、保護者

に連絡するとともに、医師に相談する等、なお子供の様子から目を離さないよう

にし、臨機に適切な処置を講ずるものとする。

また、定期的に身体測定を行うとともに、嘱託医による内科及び歯科の健康診断

を実施し、健康や発達状態の把握等に努めるものとする。

（２）給食について

給食は、子どもの健康、発育、発達に欠くことが出来ない極めて重要なものであ

り、その実施に当たっては、乳幼児の必要な栄養量の確保、嗜好を生かした調理

を行うとともに、将来のよい食習慣の基礎を養うようにし、また、食文化の面に

も配慮していくものとする。（はし、茶碗、皿の持ち方等にも気を配っていく）

（３）事故防止について

事故防止は保育の大きな目標であることを認識し、保育中における子どもへの安

全配慮その他事故防止について常に留意していくものとする。

また、機会あるごとに交通ルールの遵守指導、避難訓練等火災予防の実施等をす

るとともに、保護者に対しても子どもの事故防止について認識を深めるための協

力を求めるものとする。

（４）保育環境の整備について

設備及び遊具等の整備に留意し、保育の効果的な推進と園内における子どもの生

活の安全の確保に努めていくものとする。

（５）地域活動事業の実施について

地域に開かれた社会資源としての保育園を地域住民等のために活用する一環とし

て、今年も老人福祉施設訪問等世代間交流事業を行うものとする。事業内容は、

老人福祉施設の訪問、地域のお年寄りを招待し、季節的行事、伝承遊び会等その

他を通じて世代間のふれ合い活動を行うものとする。

（６）職員研修について

職員の資質向上を図るため、研修会にはできるだけ参加するよう努めるとともに

毎月の園内研修を引き続き実施していくものとする。
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児 童 憲 章

児童は、人として尊ばれる

児童は、社会の一員として重んぜられる

児童は、良い環境の中で育てられる

１，すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ育てられ、その生活を保障される。

２，すべての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられて、家庭に恵ま

れない児童には、それにかわる環境が支えられる。

保 育 目 標

明るく 元気に 頑張る

１，自分のことは、自分でする

１，頑張る

１，物を大切にする

１，じっくり考える

１，友達と仲良くする

１，工夫する

天附保育園の五ヶ条

１．やさしいこころは、よいこのしるし

２．すなおなこころは、よいこのしるし

３．げんきなへんじは、よいこのしるし

４．あかるいえがおは、よいこのしるし

５．ものをだいじに、よいこのしるし
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職 員 名 簿

平成２９年度

職 名 氏 名 組担当 勤務年数 生年月日 T E L

年 月 S

園 長 吉川 廣子 ３７．９ 7.11.2 72-6550

主任保育士 大山 真理 １７．１ 48.4.21 72-4795

保育士 菅原 希 うめ ７．６ 58.3.17 72-3593

田中 雅子 さくら ３．５ 36.2.11 72-6105

H

岩崎美奈子 まつ・たけ １．５ 2.6.20 73-3652

矢田 博美 うめ ０ 1.1.17 090-1923-7357

S

花田 貴子 うめ １．７ 45.1.10 72-3697

久野富貴子 うめ ０ 36.1.17 72-3455

用務員 川 澄 １．２ 22.12.16 72-5024

調理員 萱野 幸子 ９．０ 36.8.2 72.6564

事務員 高尾 記代 １２．４ 45.4.19 75-4474

内科

嘱託医 中邑 大献 １ ．６ 74-0370

歯科

規矩 保 ３２． 73-2548
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職 務 分 担 表
平成２９年度 天附保育園

１，園の経営管理

園 長 ２，園の事務管理

３，職員の管理

川 澄 ４，保育計画の立案

５，園舎の管理

６，官署、保護者会、その他渉外連絡

１，指導計画

主任 ２，特別の行事に関する計画の作成指導

大山 真理 ３，保健衛生に関する計画並びに指導

４，給食の監督

５，園舎内外の掃除の監督

保 岩崎美奈子 １，健康・衛生に関する事項

矢田 博美 １，共同遊具の整理保存

育 花田 貴子 １，医薬品の整理保存

久野 富貴子 １，安全に関する事項

士 田中 雅子 １，備品・物品に関する事項

調 １，献立表の作成、整理

理 ２，調理の実施

員 萱野 幸子 ３，炊具・食器の保管

４，給食人員の調査

事務員 高尾 記代 １，事務に関する事項

２，現金保管

全 職 員 １，園舎内外の清掃、整頓に関する事項

２，園舎の保全に関する事項

嘱 １，園児及び職員の健康に関する計画指導

託 中邑 大献 ２，園児及び職員の健康に関する診断

医 規矩 保 ３，園舎の衛生に関する助言

師

１，保育士は組を担任し保育に従事するとともに研究

研鑽に努め、上記の職務を分担し保育園運営管理の

摘 要 万全に寄与するものとする

２，以上の如く業務を分担するが、各人連携を密にし

業務の円滑を期するものとする
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ディリープログラム
平成２９年度 天附保育園

１～２歳児（うめぐみ） ３歳児（たけぐみ） まつ・さくら 4・5 才児（まつ

時 間 ・さくらぐみ）

8:00 登園 登園 8:00 登園

視診、所持品整理 視診、所持品整理 視診、所持品整理

自由遊び 自由遊び 自由遊び

8:30 片付け・排泄 片付け・排泄 8:30 片付け・排泄

9:00 ラジオ体操 ラジオ体操 9:00 ラジオ体操

9:20 お集まり お集まり 9:20 お集まり

朝の挨拶、出席調べ 朝の挨拶、出席調べ 朝の挨拶、出席調べ

9:30 おやつ 主活動 9:30 主活動

主活動

自由遊び

10:45 片付け 自由遊び

排泄・手洗い

10:55 給食準備 11:00片付け 11:10 片付け

11:00 給食 排泄・手洗い

歯磨き 給食準備 11:20 給食

12:00 午睡準備 11:10給食

12:10 午睡 歯磨き・着替え

12:00午睡準備 12:30 午睡（桜組は５月

12:30午睡 前半まで）

午後の活動

14:45 起床 起床

排泄 排泄 14:45

15:10 おやつ準備 おやつ準備

おやつ おやつ 15:00 おやつ準備

15:40 自由遊び 自由遊び おやつ

16:00 降園準備 降園準備 15:40 自由遊び

視診・身じたく 視診・身じたく 16:00 降園準備

16:30 随時降園 随時降園 視診・身じたく

16:30 随時降園

※延長保育として７：００～１９：００までとする ※排泄自由に行く




