
平成29年度　　事業報告書 報徳 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

○保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標、月案指導計画、週・日案指導計画）

を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行った。

○小学校との円滑な連携を図り、保育の成果が小学校につながることを目的とし、具体的な計

画（5歳児）を基に相互理解を深められるよう努めた。（担当職員を招いての交流会や連携施

設での連絡会への参加等）

※5歳児：10名　4歳児：3名　計13名を卒園させることができた。

○特別保育事業

・延長保育事業（月～金曜日：18:15～19:15）・・・通常保育時間外

・障がい児保育事業・・・該当児なし

保護者支援及び地域の子育て家庭の支援のため、上記の事業も併せて行った。

○子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理計画に基づき、対処マニュアル及び点検

簿などを使用して清掃箇所をこまめに点検し、必要に応じ、衛生管理の見直しや改善を行っ

た。

調理室は、衛生管理マニュアルに沿った管理（自己点検簿・整備点検等）を行っている。

○感染症が発生した場合は、室内の換気・消毒・手洗い等を徹底し、保護者も含め、速やかに

周知し注意喚起を促すことで感染防止に努めた。

○安全管理計画に基づいた毎月の火災訓練においても夜間の火災訓練の実施や、初期消火訓練

の強化を図り、限られた保育環境において迅速に対応できる訓練に力を入れた。又、地域と連

携し、不審者情報等の提供を行い子どもの達や地域の安全管理に尽くした。

○環境整備として、各保育室や園庭の遊具など毎日の点検を行い、修繕整備が必要な個所を発

見した場合、速やかに対処するように心がけた。那覇市の「花とみどり課」に苗の申請を行

い、保護者と一緒に園舎周りの美化に努めた。

○ヒヤリハット報告を徹底し、職員全体で情報共有することで、見直し、改善に努め、重大な

事故に至らないよう未然に防いだ。

病院受診に繋がるケガ（2件）

　④　園児健康管理

○健康管理に基づき、定期健康診断、歯科検診、尿検査（年2回）、蟯虫検査、貧血検査（年1

回）を行った。フッ化洗口を毎日行うことで、虫歯を予防し嘱託歯科医に良い評価を受けた。

（3歳児以上）

○給食年間計画に基づき、個々の発達段階に分けて調理を工夫し食事の環境作りや食事指導に

配慮した。特に、園児の貧血解消のため、鉄分の多い食材を工夫し給食に取り入れた。給食だ

よりや給食の様子を写真掲示、保護者と共有し理解・関心を深めてもらった。



　２　対外活動

　３　平成29年度　 報徳 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

○研修計画に基づき、積極的に各分野に見合った研修に参加した。主な研修は、初任保育士研

修、乳幼児研修、那覇市主催の研修、日本保育協会、法人主催の研修や園内研修等を行った。

研修報告書の提出・回覧、職員会議での報告をし、情報の共有化に努めた。

※別紙2参照

○園内研修では、「ヒヤリハットで広がる輪～安全対策と環境構成を考える～」をテーマに揚

げ、職員全員で取り組み、日々のヒヤリハット報告から危機を未然に防ぐ手立てを知り、検

討・実践、遊びの環境構成を工夫し子どもの達のトラブルやケガを防いだ。研究・研修を基

に、沖縄県保育研究大会にて発表し、「危険を察知する力」を身につけ、更なる資質向上を目

指した。

○那覇市野スポーツ専門指導員派遣事業を利用し、子どもたちにスポーツや運動の楽しさを知

り、子どもの達の健康、体力、活力の促進を目的に、職員が専門的な技術指導を学び、安全か

つ楽しんで運動に取り組りくんだ。

○食育活動を積極的に取り入れ、子どもたちが土作りから苗植え、水やりを進んで行い、見事

なキャベツやエンサイ、芋類等を沢山収穫することが出来た。収穫した野菜を使いクッキング

や保育制作に活用した。身近な体験から具体的な食育を学ぶことができた。

○平成29年度はＩＣＴシステムを導入しヒヤリハット集計等、様々な活用法で保育業務効率化

を図った。引き続きシステム運用し、より良い業務効率化を図る。

○世代交流・・・お招き会では祖父母の方を園に招きお遊戯やふれあい遊び等をして交流を

図った。ハロウィンの時には仮装をして近隣施設の訪問やモノレールに乗り都心部の商業施設

等へ招かれて訪問した。

○地域活動事業・・・夕涼み会は、保護者会主催により地域の子どもたちにも呼びかけ、ゲー

ム等を一緒に楽しむことができた。

異年齢交流は児童クラブの子どもたちと日々楽しく過ごした。

近隣中学生の職場体験や地元出身の栄養士実習生の受け入れを行った。

○保育園行事・・・事業(行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

　主な行事【運動会（10月）、おゆうぎ会(12月)等】　※別紙1参照

○健康診断、蟯虫検査(年1回)、栄養士、調理員、用務員、０歳児職員検便検査毎月1回実施し

た。

※職員の定期健康診断においては費用の一部補助おこなっている。

○正職13名　≪園長1名・主任保育士1名・保育士13名（産休：1名）≫

○非常勤9名≪保育士1名・保育士補助1名・調理員3名・用務員2名・事務員1名≫

○嘱託医2名

※3月31日現在



平成29年度　　事業報告書 報徳児童クラブ

　１　放課後児童クラブ事業：児童の処遇

　　①　児童クラブ保育活動・主な取り組み

　②　カリキュラム・その他

　2　平成29年度　 児童クラブ職員構成

◇事業計画を作成し、「社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立」を基に児童の健

全育成を図った。

○制作（母の日、父の日、敬老の日等に向けて）を通し感謝の気持ちを持ち、プレゼントを贈

ることができた。また、七夕、クリスマスなどに向けて自分たちで考え制作する楽しさを味わ

うこともできた。

○夏の活動では町探検、ピクニックや地域探索で散歩等を通し身近な環境や自然等の関わりを

知る事ができた。更に全員で安全マップ作り取り組み、自分たちの住む町を詳しく知り、「危

険回避能力」を高めていった。

○毎月の誕生会では交代で司会、進行をし、さくらんぼ学童園との交流を設け、人前でも恥ず

かしがらずに話ができるようにしていった。

○運動会やおゆうぎ会では小学生ならではの体を使った表現ダンスを取り入れ活き活きと発表

することが出来た。

○園庭整備や砂入れ作業、クッキングやムーチー作り等のお手伝いを体験することで様々な仕

事を知り、自分たちで作り上げる喜びを味わった。

◇カリキュラムを組み（英語・運動遊び）

○英語では英語検定を目標に頑張り、5級(9名)、6級（1名）に合格する事ができた。

○夕涼み会では和太鼓を披露した。初めて挑戦する子も、発表する目標に向けて頑張ることが

でき、披露した喜び自信へとつなげる事ができた。

○非常勤3名（指導員2名・産休：1名）

※3月31日現在



平成29年度　　事業報告書 童の城 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

　保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画(年間目標、月案指導計画、週・日案指導計画)を作

成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行った。

それにより、保育目標に基づき、星空組３名修了、輝組1４名を卒園させることができた。

保護者支援及び地域の子育て家庭の支援の為、以下の事業も併せ行った。

・延長保育事業（月～金曜日：18:15～19:15）…通常保育時間外

　

　安全管理計画に基づき、安全管理に万全を尽くした。また、日常の保育の中で、子どもたちに

安全指導を行った。怪我をした場合は、保護者へ連絡し病院受診をスムーズに行い、その後のケ

アもしっかり行った。

　毎月の火災訓練とは別に地震訓練や不審者侵入対策訓練も行い、子どもたち自身が安全に気を

つける事ができるように日頃の保育に取り入れた。

　環境整備として、各保育室や園庭の遊具など、毎日の点検を行い、修繕や整備が必要な箇所を

発見した場合、速やかに対処するように心がけた。又、那覇市「花とみどり課」に花の苗を年間

で300鉢を申請し、園内・外の美化に努めた。

　子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理年間計画に基づき、対処マニュアル及び諸

点検簿等を使用して衛生管理を行った。

感染症が発生した場合は、保育室内の換気、消毒などを行い感染拡大防止にも努め、保護者へも

掲示板等で注意喚起を促した。

　子どもたちの健康管理は、健康管理計画に基づき、定期健康診断・歯科検診・蟯虫・尿検査

(５月・11月)。虫歯予防の為毎日フッ化物洗口を行った。

　給食については、給食年間計画に基づき、個々の発達段階に分けて、調理の工夫及び給食内容

とし、食事の環境づくりや食事指導に配慮した。また、食事は楽しいということが体験できるよ

うに調理員と食事をしたり野菜作りなどを通して、楽しい給食を心がけた。



　２　対外活動

　３　平成29年度　 童の城 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

年1回の健康診断（7月）、蟯虫検査(5月・11月)、調理・0・1歳児クラス担任の検便検査(毎月)

を行った。

　研修計画や法人研修に基づき、研修参加希望者を募り、希望者を優先に研修に派遣。主な研修

は、初任保育士研修会(6月)、乳幼児保育研修会(10月)、那覇市や私立保育園連盟・日本保育協会

等の主催研修会等の研修に参加。

今年度も引き続き子ども一人ひとりの成長発達を考え、日々子どもと関わる中で一人ひとりに

あった言葉かけや声掛けを重視し保育を行っていった。又、保育士も子どもへの言葉かけひとつ

で子どもの意欲や頑張る力をつけることができた。

　世代間交流…敬老会やハロウィンパーティー(10月)、クリスマス会(12月）にて老人施設訪問

等を行った。

地域活動事業…子育て応援Day、夕涼み会、青少協まつりに参加。

保育園行事…事業（行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

　　　　　　　　　　　　主な行事として夕涼み会(6月）、運動会(10月）、発表会(12月)、

　　　　　　　　　　　　ミュージックフェスティバル(2月）

園長1名、主任保育士1名、保育士17名、子育て支援員1名、調理員4名、用務員1名、

看護師1名、事務員1名、嘱託医2名



平成29年度　　事業報告書

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　　②　安全衛生管理及び環境整備

　　③　衛生管理

　　④　園児健康管理

○感染症

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
溶連菌感染症 ０名 ５名 ７名 ３名 ３名 １名 １９名

マイコプラズマ

肺炎

０名 １名 １名 ０名 ０名 ０名 ２名
ＲＳウイルス ６名 ７名 ３名 １名 １名 ０名 １８名

インフルエンザ ３名 ２名 ８名 ９名 ９名 ３名 ３４名
水　痘 ０名 ０名 １名 ０名 １名 ０名 ２名

○内科健診、年2回5月・11月。（5月31日、貧血検査）

〇食育年間計画に基づき、0歳～5歳児まで一貫した食育活動を行っている。菜園活動ではゴーヤーや

ネギ、じゃがいもを収穫してクッキングに活用する等、食に関する興味や関心を広げていった。ま

た、毎日の給食を展示したり、キッチン便りを発行する等、保護者にも関心を持たせることで、家庭

での食への関心や理解を深めてもらった。

○歯科健診、年2回5月・11月。虫歯予防のため毎日フッ化洗口を行っている。

石嶺保育園

○保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標・月案指導計画・週・日案・指導計画）を作

成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行った。幼稚園児17名、小学

校へ１０名を卒園させることができた。

○小学校との円滑な連携を図り、保育の成果が小学校に繋がることを目的とし、具体的な計画（5歳

児）を基に、交流会の実施や連絡会への参加に努めた。

○特別保育事業

　・延長保育事業（月～土曜日：18：30～19：30）

　・障がい児保育事業・・・29年度は2名(3歳児クラス2名）

○けがをした場合は、保護者へ連絡し病院受診をスムーズに行いながらその後のケアもしっかり行

う。また事故記録簿を記入し、ケガの原因を把握し、危機管理に繋げていった。

29年度病院受診につながるケガ７件

○環境整備として、那覇市「花とみどり課」に花の苗を年1回、300株を申請し、保護者と一緒に園

内・園外の美化に務めた。

○月1回の避難訓練と合わせて、建築構造や非常口等の自主点検も行った。また、ヒアリハット報告

書を作成し、事故を未然に防いだり、必要に応じて改善策を練るなど、情報を全職員で共有し、安全

対策に努めた。地震訓練においては、保護者を巻き込んだ訓練等も行い、非常時に備えた体制作りを

より強化していった。

〇衛生管理マニュアルにそって、調理室における日々の衛生管理を徹底し、自己点検簿でも整備点検

を行っている。

○感染症が発生した場合は、保育室内の換気、消毒、保育士の手洗いなどを徹底し、感染拡大防止に

努めた。又、保護者にも掲示板等で注意喚起を促した。

○定期健診、毎月の身長・体重を基に低身長児への相談や斜視、言葉の発達の確認



　２　対外活動

　３　平成29年度　 石嶺 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

　平成29年度も地域からの交流依頼が多く、公民館まつりや地域のイベント時に和太鼓を披露した

り、作品掲示の依頼等、地域と密着した関わりを持つ事ができた。子ども達にとって、人前で発表す

るという体験を多く持つことで、自信にも繋がった。

　また、研修委員会を中心に「遊びの質を高める保育実践」をテーマに、各クラス毎の遊びの実践、

報告会を行った。遊びを継続して展開する大切さを再確認し、ドキュメンテーション作りなどの保育

技術もアップすることが出来た。次年度も、環境作りを丁寧に行いながら「非認知能力」を育んでい

けるように、取り組みを続けていく。

世代間交流は…9月、12月にディサービスへ出かけ、お遊戯を披露し、交流を行った。また、10月に

はハロウィンパレードを行い、地域の方の触れ合いを行った。

地域活動事業は…子育て応援Ｄay、敬老会などを行った。

　　　保育園行事【事業（行事）計画に基づき、1年間を通して様々な行事を行った】

　　　運動会（10月）、お遊戯会（11月）

○12月現　　正職員23名（園長1名・主任1名・保育士20名・栄養士1名（育休中））

○12月現　　非常勤9名  （パート保育士3名・事務員1名・調理員4名・用務員1名）

○嘱託医　　2名　　　  （12月時点職員合計32名）

○  3月現　　正職23名   （園長1名・主任1名・保育士20名・栄養士1名（育休中））

○  3月現　   非常勤9名  （パート保育士3名・事務員2名・調理員3名・用務員1名）

○嘱託医　　2名　　　 （3月時点職員合計32名）

○年1回の定期検診を義務付け、その費用を施設で一部負担し健康維持に心がけている。

（蟯虫検査年1回・調理員、0歳児職員検便検査毎月1回）

○インフルエンザ予防接種を希望する職員には、費用の一部負担を行った。

研修計画に基づき、日本保育協会・初任保育士研修・乳児保育研修・那覇市、他主催の研修・法人主

催の研修へ積極的に参加した。

※ 別紙2参照

　園内研修では、「遊び」を研修テーマに揚げ、職員全員で勉強会に取り組んだ。



平成29年度　　事業報告書

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

銘苅こども園

　教育・保育計画に基づき各年齢に応じた指導計画(年間目標、月案指導計画、週・日案指導計

画)を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握し、家庭との連携をとりながら

教育・保育を行った。夢扉組29名、絆結組30名、計59名の5歳児が教育・保育課程を修了した。

保護者支援及び地域の子育て家庭の支援の為、以下の事業も併せ行った。

・延長保育事業（月～土曜日：18:30～19:30）…通常保育時間外

・一時預かり事業（幼稚園型:14:00～18:30）…1号認定児

・特別支援事業…特別支援児：3歳児1名　5歳児5名

　学校安全計画に基づき、危機管理・安全管理に万全を尽くした。また、日常の保育の中で、子

どもたちに安全指導を行った。

　毎月の火災訓練とは別に地震訓練や不審者侵入対策訓練も行い、子どもたち自身が安全に気を

つける事ができるように日頃の教育・保育に取り入れた。

　地震訓練では津波を想定して小学校と連携し、小学校の運動場へ集合、新都心公園まで避難を

する予定だったが、雨天の為実施できなかった。

　環境整備として、昨年に引き続き園庭や畑を整備し、室内には子ども達のくつろげるスペース

を作った。

　子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理年間計画に基づき、対処マニュアル及び諸

点検簿等を使用して衛生管理を行った。

　ソリューションウォーターや酸性水を使用し、感染症の予防や清潔を心掛けるようにした。

　子どもたちの健康管理は、学校保健計画に基づき、定期健康診断（6月までに1回目を行う）・

歯科検診を年2回、蟯虫を年1回、尿検査は年2回行っている。

　感染症（インフルエンザ等）が発生した場合、掲示等で発生を知らせると共に予防方法等を伝

え、感染が広がる事の無いように心がけた。



　２　対外活動

　３　平成29年度　 銘苅 こども園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

園長1名、主幹保育教諭1名、保育教諭9名、子育て支援員4名、嘱託医2名

（12月より子育て支援員1名産休に入った）

年1回の健康診断（7月）

　研修計画や法人研修に基づき、研修参加希望者を募り、希望者を優先に研修に派遣。主な研修

は、認定こども園合同研修、特別支援教育研修、那覇市や日本保育協会等の主催研修会等

　平成29年度から、3歳児クラス開設。3歳児20名、4歳児24名、5歳児56名、計100名でスター

ト。集団生活が初めての園児もおり、園の生活に慣れる事から始めると共に、特に3歳児はトイ

レトレーニング等基本的生活習慣から始めた。

　全職員で園児の情報を共有し、子ども一人ひとりの成長発達を考え、目的をもって教育・保育

(行事含む)を行った。日々の教育・保育や行事を通し、子ども達自ら考え、行動する事ができる

ような言葉かけや促し方を心掛けて教育・保育を行った。

世代間交流…敬老会（9月）に行った。

地域活動事業…夕涼み会、銘苅はごろも祭りや安岡中学校区の青少協まつりなど、地域の行事に

参加した。また、ハロウィンパーティーでは、昨年同様、那覇警察署の協力のもと、銘苅地域に

ある「子ども110番の家」をグループに分かれて回る事ができた。

行事…事業（行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

　　　　　　主な行事として交通安全指導（5月）発表会(11月)、

　　　　　　　　　　　　　ミュージックフェスティバル(2月）、親子スポーツ大会(3月)等



平成29年度　　事業報告書 さくらんぼ 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

　保育過程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標、月案指導計画、週・日案指導計画）を作成

し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行うと共に、未満児リトミックに

力を入れ音を楽しむ保育を行った。　５歳児を16名卒園させることができた。

・危機管理マニュアルを見直し、様々な場面を想定しての訓練を行った。

・不審者訓練ではさすまたを使った訓練を行い対策を強化した。

・怪我をした場合は保護者への連絡、病院受診を行いながらその後のケアを行う。

・環境整備として、日々の点検を行いながら遊具・建物点検簿を使用し、修繕個所を見つけた

ら速やかに対処するよう心掛けた。

・子ども達にも友達との関わり方・遊び方等を伝え安全に配慮した。

・衛生管理マニュアルに基づき、調理室・調理員の日々の衛生管理を自主点検棒で管理してい

る。

・園児健康管理計画に基づき、年２回の内科検診では、低身長児、言語相談、発達確認で事後指導。

・虫歯予防では、4.5歳児から毎日フッ化洗口を行っている。　虫歯のある園児には結果を報告し

歯科受診を勧めている。

・食育年間計画に基づき、０歳児～5歳児まで一貫した食育活動を行っている。また、アレルギー児に対

しては除去食で対応し使用できる食材・調味料を工夫し美味しい給食を心がけた。

・食育Dayを設けて、食に関する絵本や歌で食材の名前を覚え興味が持てるようし、毎日の給食を展示

し、保護者にも関心を持たせることで親子で食への関心を理解を深めてもらった。

◇野菜畑ー　ゴーヤー・へちま・ピーマン・オクラ・ブロッコリー等。

・特別保育事業

延長保育事業：（月～金 18:15～19:15）

・障がい児保育：平成29年度 ６名

年６回の巡回指導を行い臨床心理士、保育士、保護者との三者面談を行い適切な

支援援助を行うことができた。

・平成29年度病院受診：３件 （通院なし）

・治療等で３０日以上の負傷や疾病なし。（市町村報告なし）



　２　対外活動

　３　平成２９年度　 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

・年に１回の定期健診を行い、検診費用を施設で一部負担し職員の健康維持を行っている。

・調理員は毎月検便検査を行った。

・研修計画に基づき希望者を募り研修に派遣。

園内研修、危機管理、サマースクール、和太鼓、マーチング等

※別紙２参照

　10月に西原まつりの参加予定が台風接近の為中止になり子ども達も残念な気持ちだったが、

リハーサル時で他園のエイサーを見て刺激を受けたのか後のエイサー練習では元気な声を響か

せていた。まつりでは披露することはできなかったが園の運動会では子ども達の素晴らしいエ

イサー演舞を披露することが出来た。

・地域活動事業・・・町社協こいのぼり掲揚式

・保育園行事・・・・行事計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

・園長１名　　　　　・主任保育士１名　・保育士８名　　　・非常勤保育士１０名

・保育補助３名　　　・調理員５名　　　・非常勤講師１名　・事務員１名

・用務員１名　　　　・嘱託医２名

・運動会（１１月） ・発表会（１２月） ※別紙１参照



平成29年度　　事業報告書 さくらんぼ 学童園

　１　学童事業：児童の処遇

　　①　学童保育活動・主な取り組み

　②　カリキュラム・その他

◇事業計画を作成し、「社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立」を基に児童の健全育成を

図り、気になる子へはサポートプランを作成し個々にあった支援を行った。

◇英語、習字、スイミングを通して、自身の得意を深め目標達成することが出来た。

◇交通安全指導をはじめ、防災訓練等月一度の避難訓練を通し安全に身を守る方法を身につけ

させている。

◇６月に平和学習を行い慰霊の日に寄せて、図書、パネル展、映写会を開催し平和について考

える事が出来た。

・製作活動ー（母の日・父の日・敬老の日）感謝の気持ちを込めて作った。

こいのぼり製作やクリスマス会の衣装作り紅型作りを通して季節感を

表現する楽しさや伝統工芸に関わる意識を味わった。

・クッキング―（サンドイッチ・焼き芋・ムーチー・恵方巻等）

季節や伝統を感じながら楽しくいただくことが出来た。

・異年齢児交流―（ＬaＱ大会・焼き芋大会・学童まつり）

交流を通して協力し合う事や楽しさを分かち合う事が出来た。

・施設訪問体験―（浦添市美術館、沖縄県立博物館・美術）

・体験型学習 ―（海ぶどう採り体験、名護青年自然の家キャンプ）

普段感じることが出来ない体験をすることが出来た。


