
 

 

2019（平成 31）年度事業計画（案） 

おひさま保育園 

１．2019（平成 31）年度を通して重点的に取り組む事業 

（１）質の高い乳幼児保育（教育）事業の充実 

外部環境 

平成 30年度から取り組まれている「子育て安心プラン」により、待機児童解消のための保育の受け皿

の拡大や、保育の受け皿拡大を支える保育の質の確保・保育士処遇改善を踏まえたキャリアアップの仕

組みの構築など、保育の「量」と「質」の両面から子育て社会を支える役目を果たそうとしています。 

 

重点的な取り組み 

これを受け本園でも 2019（平成 31）年度は以下のことに重点的に取り組んでいきます。 

・新保育指針における幼児教育を行う施設として共有するべき事項の「育みたい３つの資質・能力」

に則り、子ども主体の保育（見守る保育）を基盤とした質の高い乳幼児保育（教育）事業の充実を図

ります。 

・職員の専門性向上のためのキャリアアップ体制の構築と研修体制（きずなとの二園合同研修・同じ

保育を目指すＧＴ園 4園合同研修）の充実を図ります。 

（２）発達障害、情緒障害児支援事業体制の構築（中長期計画） 

外部環境 

発達障害の特性を持つ子は、外部環境・内部環境の変化からか近年増え続けており、現在 10人の子ど

もに１人とも言われており、集団で生活することのむずかしさを抱えている子どもたちの支援が保育

園・幼稚園、また、小学校・中学校でも課題になっています。 

 

重点的な取り組み 

配慮が必要な園児の理解と支援のため、定期的な学校心理士の訪問時に園児の観察や支援方法の助言

を受け、また保護者との発達相談に同席することでカウンセリング方法を学び、園全体で共有すること

でカウンセリングの技術の向上を目指します。また、地域の専門機関や療育事業所等と積極的に連携を

図り、子どもを支援する体制の構築に取り組みます。 

 

（３）企業主導型保育事業運営の協力事業（中長期計画） 

外部環境 

 2019（平成 31）年 4 月より公益財団法人慈愛会今村総合病院において企業主導型保育事業の運営が開

始されます。また昨年より今村総合病院の子ども・子育て支援体制プロジェクトにも参加しています。 

 

重点的な取り組み 

社会福祉法人の認可保育園であることのスキルを生かしながら、財団の子育て支援事業と連携を取り、

企業主導型保育事業のスムーズな運営と保育の質の向上、また地域貢献のために協力していく体制を整

えていきます。 

 

 



 

 

※本年度の実施事業の内容 

事業名称 事業内容 

乳児保育事業 
清潔で安全な環境で生後 2ヶ月からの乳児の保育を行う。（授乳、おむつ

交換、沐浴、離乳食など） 

延長保育促進事業 安心・安全な環境を整え、通常保育後、乳幼児が楽しく過ごせるように

保育を行う。 

地域交流事業 

世代間交流事業 

保育園行事への参加や施設訪問等を行い、地域の高齢者や小・中学生と

の交流を図る。 

育児支援事業 

(育児講座・育児相談)  

保育園児の保護者に定期的に育児講座を行うとともに、地域の子育て家

庭を対象に園庭開放や育児相談を行う。 

幼児保育相談事業 

 

学校心理士スーパーバイザーによる気になる子どもの観察及び保護者へ

の指導・カウンセリングを行う。 

児童発達支援事業 
気になる子ども・発達障害の子どもの観察・支援を行いながら、保健所・

療育施設・小学校等地域施設と連携をとり、就学支援につなげていく。 

障害児保育事業 

 

軽度障害児や気になる子が生活しやすい環境づくりをし、一人一人の発

達に添った保育を行う。 

 

 

２．年間行事計画及び研修計画  

月 行  事 職員研修会・会議等 

4 入園・進級を祝う会 藤森先生講演会・四園合同研修 

5 
こどもの日・健康診断 

交通安全教室・保護者懇談会 

事務研修 

保護者支援研修会 

6 歯科検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
食育・アレルギー研修会（キャリアアップ） 

二園合同研修（きずな） 

7 
七夕まつり・プールあそび 

お店屋さんごっこ 

保健衛生・安全対策研修会（キャリアアップ） 

四園合同研修 保育環境セミナーⅠ 

幼児教育研修（キャリアアップ） 

8 異年齢児交流（4･5歳児、卒園児） 

ＧＴサミット   

二園合同研修（おひさま） 

四園合同研修（若年者研修） 

9 十五夜・育児講座 
障害児保育研修会（キャリアアップ） 

保育環境セミナーⅡ・三園合同研修 

10 

運動会（異年齢児・地域交琉事業） 

ハロウィン大会 

子どもの食事アンケート調査 

マネジメント研修（キャリアアップ） 

保護者支援研修会（キャリアアップ） 

二園合同研修（きずな） 

11 親子遠足・いもほり・健康診断 保育環境セミナーⅢ 

12 発表会・もちつき・クリスマス会 
園長・主任研修 

ＧＴリーダー研修 

1 七草 
保育総合研修会 

二園合同研修（おひさま） 

2 節分・写真撮影（5歳児） 
実践論文研修 

乳児保育研修会（キャリアアップ） 

3 
ひなまつり・おにぎり遠足・お別れ会 

入園説明会・卒園式 
新任職員研修会 



 

 

◎ 誕生会、避難訓練は毎月実施 

◎ 3歳以上児～週 1回体操教室 

◎ 3歳以上児～月 1回英語あそび 

◎ 異年齢児交流事業、世代間交流事業は随時実施 

◎ 園庭解放、育児相談は随時実施 

◎ 鹿児島中央看護専門学校学生実習受け入れ 

◎ 養成校実習生受け入れ 

◎ 東谷山中学校体験学習受け入れ 

◎ 幼児保育相談（臨床心理士） 

◎ 毎月誕生児の保護者による一日保育士実施 

◎月例会議 

 園内研修（一円対話を含む） 

職員会議 

 危機管理会議 

給食検討会 

リーダー会議 

 ケース会議 

チーム会議 

 

 

 

３．施設管理 

（１）設備・備品関係 

ア 空調設備の入れ替え（老朽化で頻繁に故障するため） 

   約 9,000,000円(平成 10年度園舎設立時から使用の 7台分の入れ替え工事) 

    

イ 園舎内外及び設備・備品等の点検 

備品等についても点検を行い、老朽化したものは随時修繕・入れ替え等を行います。 

 

（２）災害対策 

ア 避難訓練・消火訓練 

毎月１回（年 2回は脇田分遣隊指導による避難訓練） 

（年 2回火事による第二避難所までの訓練と、年 1回津波による第三避難所までの訓練） 

イ 不審者対策の訓練（市安心安全課による防犯教室）年 1回    

ウ 防災設備の点検委託 

  年２回（内、届け出１回） 

エ 非常食糧の備蓄 （全児童数＋全職員数）×３食×（１日～３日）分 

 

 

４．地域社会との連携 

・小原町内会及び高齢者クラブの方々に園の行事に招待し、参加していただく。 

・愛と結の街（老健施設）を年 8回クラス毎に訪問し、交流を深める 

 ・東谷山中学校の職場体験受け入れ 

 ・東谷山中学校 3年生家庭科授業で全クラス受け入れ 

 ・地域の子育て家庭への支援（園庭開放・育児相談） 

 ・子どもの発達について保健センターや児童総合相談センター、児童発達支援事業所との連携 

 

 

５．その他（相談、苦情解決） 

 ・保護者からの相談・苦情、要望等のご意見はしっかり受け止め、担当職員や園長で話し合いを行い、

改善点については保護者に丁寧に説明を行っていきます。また、園全体の問題として捉える必要があ

るものは職員にも周知徹底し、真摯に対応していきます。 

・保護者からの相談・苦情を広く受け付けるために、日々の連絡帳や苦情箱から苦情をひろいあげ、

ホームページ上に公開し、すべての事案について第三者委員に報告していきます。 

 

 



 

 

６．中長期計画に関する対応 

 ①公益財団法人の企業主導型保育事業の経過を見ながら、財団の子育て支援事業と連携をとる。 

 ②学校心理士と保護者の発達相談を定期的に実施し、職員の発達障害児への対応の知識や実践につい

て学ぶとともに保護者へのカウンセリング方法も学んでいく。 

 ③施設で提供できる保育事業の調査を受けて、洗い出し・検討していく。 

 ④異年齢事業・世代間事業・地域交流事業を保育指針や地域のニーズと照らし合わせながら、見直し

を進めていく。 

 ⑤人事評価を取り入れたキャリアパス制度の確立に取り組み、研修への参加体制を整えていく。 

 

７．施設運営 

（１）児童の処遇 

ア クラス編成         （2019（平成 31）年 4月時点で園児入所確定数見込） 

クラス名 年齢 園児数 保育士数（基準数） 備 考 

ひよこ ０歳 11 4 (4)  

り す １歳 15   3（3）  

うさぎ ２歳   27 5（5）  

こあら ３歳  18    2（1）  

ぱんだ ４歳  22 1（1）  

きりん ５歳   24 1（1）  

フリー保育士      1  

合  計  117 17（15）  

 

 

イ 月別保育予定日数 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  

合  計 

      

290日 

24 22 25 26 26 23 

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

  26   24   24   23   23   24 

ウ 保  育 

（保育目標） 

『自分らしく意欲的で思いやりのある子ども』を育てる。 

①自ら課題を見つけ、自ら考え行動する子ども（主体的に行動する子ども） 

②やりたいことをやれる子ども（意欲的な子ども） 

③自分を好きになれる子ども（自尊感情を持てる子ども） 

④人の喜びを喜べる子ども（思いやりのある子ども） 

（保育方法）見守る保育 

  ・縦わりでない異年齢保育        ・子ども主体の保育 

  ・ねらいに応じた選択性の保育      ・かかわりを大切にした保育 

  ・チーム保育（保育集団） 

 

〔発達に応じた保育目標〕 

0歳児の年間目標 

・一人一人の子どもが生理的欲求を満たし、愛着形成・信頼関係のもと、安心して過ごし、多様性を

身につけていく。 

1歳児の年間目標 

・友だちや保育士との関わりや発達に応じた環境の中で過ごし、様々なことに興味・関心を持つ。 



 

 

2歳児の年間目標 

・基本的な生活習慣を身につけ、自我のめばえと共に簡単な身の回りのことを自分でしようとしたり、

自分でできる喜びを味わったりする。 

3歳児の年間目標 

・様々な経験を通じて興味・関心や意欲を持ち、自らやろうとする自主性を育みながら、異年齢児と共

に過ごす楽しさを知る。 

4歳児の年間目標 

・物事を自分なりに考えて判断したり、自分の思いを言葉で伝えたり相手の気持ちを考えたりする力が

身に付き、力を合わせることの大切さを知る。 

5歳児の年間目標 

・さまざまな体験から自信や、予想や見通しを立てる力が育つとともに仲間意識も強くなり、集団の中

で生きる人間としての土台を育む。 

 

エ 健康管理 

     健康診断  年 2回（5月、11月） 

歯科検診  年 1回（6月） 

蟯虫卵検査 年 1回（5月） 

 

（２）職員の処遇 

ア 職員構成（2019（平成 31）年 4月 1日予定） 

園   長 1名  

主任保育士 １名  

副主任保育士 2名  

保  育  士 20名 （うちパート 6名） 

栄 養 士 １名  

調 理 員 4名 （うちパート 3名） 

事 務 員 1名  

施 設 係 2名 （パート） 

嘱 託 医 2名 （非常勤） 

計 34名  

イ 健康管理 

健康診断  年 1回（5月）  細菌検査  毎月 1回 

ウ 職員会議   （４の表の通り） 

  エ 研修計画   （４の表の通り） 

 


