
 

平成２７年度  

社会福祉法人掛川厚生会施設（こども広場あんり保育園部）事業報告 

 

保育園の運営 

平成２７年度の措置定員人数は１２０名。３月３１日現在１３４名。 

定員に対して１１１．７％に当たる。 

職員 ３０名  （園長、正保育士、パート保育士、栄養士、調理師、パート調理補助、

事務長） 

 

年間保育日数 

月 保育日数 月 保育日数 

4月 ２５日 10月 ２６日 

5月 ２３日 11月 ２３日 

6月 ２６日 12月 ２３日 

7月 ２６日 1月 ２３日 

8月 ２６日 2月 ２４日 

9月 ２３日 3月 ２６日 

 合計 ２９４日 

 

3月末措置児数 

歳児別 男 女 計 備考 

0歳児 ９名  ５名 １４名 ひよこＢ組 

1歳児 ７名 １０名 １７名 ひよこＡ組 

2歳児 １５名 １０名 ２５名 こねこ①②組 

3歳児 １５名 １３名 ２８名 さくら 組 

4歳児 ２１名  ７名 ２８名 ひまわり組 

5歳児 １３名    ９名 ２２名 すみれ 組 

合計 ８０名 ５４名 １３４名  

 



 

 

◎園目標  

１、丈夫なからだ・・自然の中で身体全体を使って夢中で遊ぶ。 

２、思いやりの心・・人とのかかわりの中で共感したり、共に育ち合う喜びを培う。 

３、やる気のある子・・自己の力を十分に発揮する。 

 

●重点目標  『よりよい環境の中で、かかわり合いを持ち共に育つ』 

 

 

  ○保育について 

 こどもが一人ひとり大切に育てられ、主体的に遊ぶことができるには 

 ０．１．２歳児の保育・・乳児期に丁寧に関わっていくことが大切、乳児期の段階 

を「育児担当制」でしっかりかかわり育て、幼児期（３．４．５歳児）につなげて 

いくこと。 

 

 ・環境  室内 各クラスコーナー作り「机上遊び・お世話遊び・構成遊び・まま 

         ごと遊び・製作コーナー・休息コーナーなど」 

      戸外 砂場の日光消毒・掘り起こし、戸外玩具の整理整頓、遊具の点検、   

         花や野菜の栽培 

 ・食育  「楽しく食べるこどもに～食育に関する指針」 

    「食を営む力」は生涯にわたって育成されるものであり、その基礎を培うこ 

     とが乳幼児の目標である。 

毎日、栄養価のバランスのある、バラエティにとんだ給食の提供や季節や 

行事に応じた料理、子どもたちが栽培した野菜等を使い、給食職員が加わ 

りクッキングしたり、ホールで楽しく会食したりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○防災、保安について 

 

  （１）毎日実施      ＊遊具安全点検 

               ＊防犯セキュリティー（業者委託・総合警備保障） 

 

  （２）毎月 1回実施    ＊避難訓練（避難訓練、消火訓練） 

               ＊事故防止チェックリスト 

               ＊非常通報装置保守点検 

（業者委託・エイト・エス・イーエム） 

＊浄化槽の保守点検（業者委託・中遠環境保全） 

               ＊エレベーター点検（業者委託・東芝エレベーター） 

 

  （３）年２回実施     ＊自動火災報知機設備点検 

（業者委託・エイト・エス・イーエム） 

＊不審者対応訓練 

＊遊具安全点検（業者委託・（有）タクマ ） 

  （４）年１回実施     

＊貯水槽の清掃、点検（業者委託・浅岡工業） 

＊浄化槽の清掃、汚泥の搬出 

（業者委託・中遠環境保全） 

 

  （４）ヒヤリ・ハット対策・・・・その都度、ヒヤリとした時に記載、月ごとに職

員会議にて報告 

 

  （５）非常用生活用水（週 1回）非常用飲料水《ポリタンク》の交換月 1回・点検 

 

  （６）その他       消防署による花火教室、交通安全教室（年２回） 

               引き渡し訓練、社会福祉施設防災訓練 

               チャイルドシート着用指導（年１回） 

 

 

 



 

２７年度   主要実施行事一覧 

                              ◎幼保合同行事 

月日 行事名 会場 参加者 実施内容 

年５回 ◎銭太鼓 当園 ４歳児 地域の方から錢太鼓を学ぶ。 

年６回 和太鼓 ６回 遊戯室 ４，５歳児 日本音楽協会から講師を招き、礼儀も含め指導

してもらう。６回目は幼保とも行った。 

年６回 体操教室 １０回 当園 ３～５歳児 コスモ体操教室の講師による。歳児別に行う。

運動会前は幼保合同学年ごとで行う。 

毎月１回 ◎誕生会 当園 ３～５歳児 

 

毎月学年ごとに集まり、誕生会をする。  

（乳児は、誕生日当日に部屋でお祝いをする。）       

月１回（10月～） ◎読み聞かせ 当園 ２～５歳児 保護者に読み聞かせをしてもらう。 

毎月１回位 

 

クッキング 当園 １～５歳児 幼児組は育てた野菜を使ったり、乳児も簡単な

デザート等を作り、食育に取り組んでいる。 

 ４月 １日 保育開始    

４月 ４日 入園・進級式 遊戯室 新入園児・在園児 

・保護者 

呼名、担任紹介、式次第 

 

５月 １日 ◎こどもの日の集い 当園 ３～５歳児 こどもの日の由来を聞いたり、劇を見た。 

５月 ９日 ◎ 保 護 者 会 総 会  

参観会 

当園 全保護者    

３～５歳児     

園での姿を見てもらったり、親子ふれあい遊び

や製作を行う。 

５月１２日 サッカー教室 当園 ５歳児 ジュピロサッカー教室の指導者とともにサッ

カーを楽しむ。 

５月２３日 ◎里帰りの会 当園 ５歳児・新１年生 新１年生を招待し、小学校の話を聞いたり、一

緒に遊んだ。 

６月 １日 

 ～５日 

◎一貫研公開保育 当園 全園児 一貫研の共通指導項目を取り入れ、保育をみて

頂いた。 

６月 １日 ◎田植え体験 平尾宅 

田んぼ 

５歳児 初めは田んぼの感触を嫌がる子もいたが、農協青年

部の方に指導して頂きながら田植えができた。 

６月 ８日 ◎交通安全教室 当園 ３～５歳児 遊戯室で婦人交通指導員の話を聞いた後、園庭

で横断練習を行った。 

６月１０日 

 

チャイルドシート指

導 

当園 保護者 

園児 

保護者へのチャイルドシート装着への意識向

上となるように指導して頂いた。 

６月１０日 ◎花火教室 当園 ４，５歳児 消防署の方に来ていただき、話を聞いたり、実

際に花火をやってみた。 

６月１２日 園外保育 花鳥園 

たまりーな 

４，５歳児 バスで移動し、鳥を見たり、遊具で遊んで楽し

んだ。 



 

６月１６日 ◎プール開き プール ３～５歳児 プールへの入り方や約束を学んで、楽しく

プール遊びをする。 

６月２９日 ◎メロディオン講習 当園 ５歳児 講師にメロディオンの使い方を教わり吹

いて楽しんだ。 

７月４日 

 

◎夏祭り    当園 全園児 

保護者 

恒例になっている夏の夜の集い。盆踊り、夜店

など楽しみたくさんの園児が参加してくれた。 

７月 ７日 ◎七夕まつり 当園 全園児 各クラス願い事を書いた短冊をつけた笹を飾

り、遊戯室では集会を行った。 

７月１７日 

１８日 

◎おとまり保育 ならここ

の里 

５歳児 親元を離れて園に一泊する。川遊びはできなかった

ものの、プラネタリウムやゲームを楽しんだ。 

７月      

３，５，６日 

プール参観 プール ３～５歳児 プール遊びの様子を保護者に見てもらう。 

９月５日 

 

◎プール納め 

 

プール ３～５歳児 クラスごとに子どもたちの泳ぎの成果を披露、

事故がなく水遊びが出来た事を感謝した。 

１０月 ６日 ◎稲刈り 平尾さん

宅田んぼ 

５歳児 平尾さんの田んぼに、春自分たちで植えたもち

米の稲刈りを体験した。 

１０月１７日 

 

◎運動会 

 

当園 

 

全園児・保護者 ０歳児から５歳児まで参加。それぞれの年齢で

の競技があり、保護者もともに楽しんだ。 

１０月２８日 ◎いも掘り 北側農場 ３～５歳児 ６月に芋のつるさしをし、実ったお芋をこども

たちは大喜びで掘り、給食で食べた。 

１０月３１日 親子バス遠足 日本平 

動物園 

全園児・保護者 親子でのバス遠足を楽しんだ。 

 

１１月１４日 ◎七五三 お宮参り 西山神社 ３～５歳児 神社で七五三の話を聞き、お参りをした。 

１１月２４日 園外保育 花鳥園  

たまりーな 

４，５歳児 バスで移動し、鳥を見たり、体を十分に使い遊

具で遊んで楽しんだ。 

１２月１２日 生活発表会 遊戯室 全園児・保護者 日常の保育の成果を０～５歳児まで発表した。

５歳児は和太鼓も披露した。 

１２月１４日 ◎ふれあいの会 遊戯室 ５歳児・地域の老

人の方々 

（ほのぼのの方） 

５歳児のお遊戯等を観て頂き、大変喜んでいた

だけた。子どもたちからささやかなプレゼント

を渡した。 



 

１２月１６日 

 

◎ケーキパーティー 

 

当園 ３～５歳児 ３，４，５歳児は各クラスで、デコレーション

を自分たちで行い、食べた。 

１２月２２日 ◎クリスマス会 当園 全園児 サンタさんと楽しく過ごし、プレゼントももら

い大喜びでした。 

1月２０日 ◎観劇          

劇団たんぽぽ 

遊戯室 ２～５歳児 終わりのない物語の劇を、夢中になって観た。 

１月２６日 ◎交通安全教室 園周辺 ５歳児 婦人交通指導員に来ていただき一般道路を歩

く練習をした。 

１月２９日 ◎みそづくり 遊戯室 ４歳児 地域ビーンズクラブの方に来ていただき教わ

りながらみそづくりを行った。 

２月 ３日 ◎豆まき会 当園 全園児 節分の日の由来についての話を聞いた後、豆ま

きを楽しんだ。 

２月 ９日 

 

 

◎もちつき会 

 

 

当園 

 

 

３～５歳児 

 

自分たちで育てたもち米を使って餅つきを体

験した。つきたてのおもちをお腹いっぱい食べ

た。 

２月１６日 

１７日 

１９日 

◎マラソン大会 

 

 

 

当園 

 

 

３歳児 

４歳児     

５歳児 

学年別に行なった。かなり子ども達の熱も入っ

ていて、たくましさが出ていた。他の学年の応

援をして、気持ちも高めていたようだった。 

２月２６日 ◎お別れ遠足 浜松科学

館 

５歳児 バスに乗り、浜松科学館に行く。科学にちなん

だ面白いゲームや見てチャレンジするものが

あり、楽しんだ。 

２月２９日 

 

◎リクエストバイキ

ング 

遊戯室 ５歳児 給食員が５歳児の一番食べたいメニューを用

意してくれた。献立はハンバーガーにして食べ

るようミートローフとパンだった。 

３月３日 ◎ひなまつり会 遊戯室 全園児 ひな祭りの由来のお話を聞き、楽しんだ。 

３月４日 ◎お別れ会 遊戯室 ４，５歳児 ４歳児がお別れのことばを伝えたり、一緒にゲ

ームをして楽しんだ、。 

３月１０日 園外保育 花鳥園 ３～５歳児 保育園部の異年齢での園外保育。３歳児は初め

ての花鳥園に大喜びだった。 

３月２２日 卒園式 当園 ５歳児・保護者 卒園児２２名、第９回目の卒園式を行う。 

３月３１日 保育納め（２６年度

終了） 

   

 



 

保護者会について 

職員会議について 

・幼保会議 年１２回、保育園部会議 年１３回、他職員間の連携を密にするため、朝

礼、昼礼を行なっている） 

・２０日前後（第３週木曜日頃）に合同職員会議を持つ。合同会議の後保育園部職員会

議を行う。（１７：４５～） 

・各学年部会を月１回、カリキュラム、月案等話し合い、幼保間で意思疎通を図る。 

また、年間行事等のことについてなど、必要に応じて会議を持つ。 

・認定こども園開園にむけてプロジェクト委員会を設け、委員会を中心に会議の機会を

持つ。 

広報について 

（１） 毎月一回、園便り、学年便り、クラス便り、給食献立表を配布し、また行事の

度に詳しい内容等の便りを出す。 

（２） 毎日の連絡帳（未満児）や登降園チェック簿（以上児）また看板やメール「主

に緊急時」に利用して家庭との連絡を密にする。 

（３） ホームページ「こども広場あんり保育園部」を掲載。苦情・相談はもとより、

保育園の広報に努めた。 

保健衛生に関すること 

（１）毎日実施  園内清掃（一日２回以上）、手洗い、口の周りの清拭、歯磨き、 

フッ素洗口、視診及び連絡帳や登降園チェック簿での健康チェック、 

睡眠時の呼吸チェック（睡眠時の事故予防）、おむつ交換、汚れ物

の洗濯、夏季のもく浴。 

         （幼児組）手拭きタオルは毎日交換 

５月 ９日 保護者会総会 ９月２５日 役員会（運動会について） 

６月１０日 役員会（夏祭りについて）   １０月１７日 運動会お手伝い 

６月１３日 幼児組奉仕作業 

      プール清掃.駐車場側溝 

１２月１３日 生活発表会（出し物） 

６月２６日 交通安全母の会総会  ３月２１日 卒園式 

７月 ４日 夏祭り（夜店、準備作業） ３月２２日 乳児組奉仕作業 

      乳児組掃除 

７月２２日 交通安全母の会 

      さるぼぼ制作講習会 

 



 

（乳児組）手拭きタオル、ペーパータオル、ウェットティッシュで

衛生、清潔に努める。 

（２）毎月１回実施  園児身体計測 

職員全員の細菌検査・衛生害虫（ねずみ、ゴキブリ等）防除 

（業者委託：遠鉄検査センター・シーアイシー） 

浄化槽点検（業者委託・中遠環境保全） 

（３）年２回実施   園児健康診断（クリニックさくら・福田医師） 

（４）年１回実施   歯科検診（泉地歯科医）、ぎょう虫検査、職員健康診断 

           プール開始時終了時（ろ過装置整備）点検 

                       （業者委託：伸孝・山静商会）  

小学生・中学生との交流       ◎は幼保での交流 

期間 日数 学校名・内容 人数 

９月２日～４日 ３日 桜が丘中１年生社会参加活動 ５名 

９月１４日 １日 ◎原谷小６年生保育体験（年中） ２８名 

１１月２０日 

１２月４日 

２日 ◎原野谷中２年生家庭科保育実習 20～30名 

１月２５日 １日 ◎原田小６年生（年長） ９名 

 

保育実習受け入れ状況 

期間 日数 学校名  

５月１８日～２０日 ３日 東海アクシス看護専門学校 ２名 

５月２７日～２９日 ３日 東海アクシス看護専門学校 ３名 

６月 ９日～１１日 ３日 東海アクシス看護専門学校 ３名 

６月２９日～７月１日 ３日 東海アクシス看護専門学校 ３名 

７月 ７日～ ９日 ３日 東海アクシス看護専門学校 ３名 

７月１５日～１７日 ３日 東海アクシス看護専門学校 ３名 

７月２８日～７月３０日 ３日 遠江総合高等学校 ３名 

８月２４日～８月２６日 ３日 小笠高等学校 ２名 

１０月２７日～２９日 ３日 東海アクシス看護専門学校 ３名 

２月 １日～１７日 １２日 常葉短期大学 ２名 

２月 ８日～２４日 １２日 浜松学院大学短期大学部 １名 

２月 ８日～２５日 １０日 常葉大学 １名 



 

 


