
施設名：

西倉吉保育園 人数 備　　　考

村田　奈津子 １名

１名

1名

鳥取県倉吉市西倉吉町２番地２３ １名

　１１名 １３名

 　 1名 ３名

　１０名 １名

１名

２２名

７，２００千円 ７，５０６千円

５８３千円 ５８４千円

３００千円 ２３０千円

リース リース対応

１，９１２千円

（２）事業活動 （２）事業活動

・木育に取り組み「ロボ木ー教室（年長組親子）」を行った。（１月２６日）

・西中校区同和教育協議会研究会公開保育を行った。（１１月２１日）

８０人 実績利用者数　７７．４人/日

・本園は、児童福祉法第３９条の規定に基づき保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設である。

　児童福祉の理念を根幹とし、すべての職員が「保育所保育指針」に依拠して保育に臨み、利用する子どもや家庭に対して人権を尊重し、プライバシーを保護することを第一

義として児童の最善の利益を願い、保護者の要望を傾聴し、保育の向上を目指して努力研鑚する。

【保育精神】愛と規律　真心の保育

【保育方針】　あかるく　のびのび　たくましく

【目指す子ども像】 ・健康な身体で意欲的に遊ぶ子ども　　・豊かな心を持ち、考えて行動する子ども　　・自分の思いを出し、友だちの思いも大切にする子ども

　　　　　　　　　　　　・きまりを守り、自分のことを自分でできる子ども　　・すべての人や物事に感謝する子ども　　・すべての「いのち」を大切にする子ども

　④３歳未満児向け園庭遊具設置

　一時保育事業（自主事業）

　③プールシャワー改修

保育士

（１）健康、安全を基本にして保護者の協力の下に家庭の養育の支援を行う。

（２）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が出来るようにし健全な心身の発達を図る。

（１）施設整備計画

　（２）事業活動

・保育所需要への対応

延長保育促進事業、障がい児保育事業、乳児保育促進事業、地域子育て支援事業、

３　主な事業内容

　（１）施設整備事業 　①園児用１階トイレ改修

　②屋上・２階テラス防水工事

　①園児用１階トイレ改修

　②屋上・２階テラス防水工事

　③プールシャワー改修

　④３歳未満児向け園庭遊具設置

・延長保育、障がい児保育、乳児保育、一時保育（自主事業）を行った。

（３）豊かな人間性をもった子どもの育成を図る。

　英語教室、お茶会、体操教室、水泳指導、野外学習、農業体験、木育活動

（１）施設整備実績

　⑤保護者駐車場用土地の購入

・計画に基づき、英語教室、お茶会、体操教室、水泳指導、野外学習、農業体験を行っ

た。

・天候悪く、七夕まつりを延期。わくわくたいむ（遊びコーナー）を保護者会と一緒に行っ

た。（７月１７日）発表会は、後日開催した。（８月３日）

・主な保育活動

準 職 員 調理員

契 約 職 員 看護師

定 員 達成率　９６．８％

保育補助員

計

（４）保育に関する要望や意見、相談に応じ、公共施設としての社会的責任を果たす。

項　目 事　業　計　画 事　業　実　績

１　基　本　方　針

２　運　営　方　針

正 規 職 員 数

西倉吉保育園

所 在 地 業務主任兼保育士

平成３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０年度 事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書

事 業 所 名 職名

施 設 長 ・ 管 理 者 名 園長

実 施 事 業 園長補佐

開 設 年 月 日 昭和41年7月1日 主任保育士

就学前保育、乳児保育、低年齢児保育、延長保育、障がい児保育事業、一時保育（自主事業）



・不審者対応マニュアルにより、不審者侵入時の園児の安全を図る。

・事故、ヒヤリハットに対する対策会議（職員会、随時）

・オープンデーの年間予定を小鴨地区全町に回覧するとともに、毎月の公民館だより

にも掲載していただき、広く参加を呼びかけた。

・オープンデーのベビーマッサージが定着し、参加者が増加した。

・民生児童委員との交流を年間計画の中に組み込み、交流の機会をたくさんもつこと

ができた。

・はばたき人権文化センターの方と一緒に、しめ縄作りを行い、園内に飾った。

・保護者会有志で、倉吉打吹まつりＷＡＳＳＯに参加した。

・インフルエンザの感染予防に、２歳以上児にマスクの着用、手洗い、うがいを徹底し

た。

・交通安全パレードを行い、地域に交通安全を呼びかけた。（９月２６日）

７　各種団体との連

携と地域交流

・オープンデー（第２・第４火曜日）・・・地域の未就園児親子との交流,育児相談、専任

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師によるベビーマッサージ

・民生児童委員・老人クラブとの交流・・・夏野菜作り、ちまき作り、もちつき、園行事へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の案内

・小鴨地区の行事への参加・・・敬老会、運動会、文化祭

・倉吉農業青年会議との交流・・・田植え・稲刈り

・身体障がい者施設との交流（サンジュエリー・みのりサングリーン・向山ブルースカイ）

・老人施設との交流（倉吉スターロイヤル・倉吉スターガーデン・関金ラジューム）

・法人傘下の保育園の園児との年齢別交流保育

・福祉の里夏まつり、福祉の里文化祭への参加

・倉吉打吹まつりWASSOへの参加

４　安全管理・衛生

　　　　　　管理

・保育中の事故について、全職員で検証し、再発防止に努めた。

・外部研修への参加・・・保育についての園外研修、多面的な教養を身に付けるための

　　　　　　　　　　　　　　　 研修へ参加。

・法人内部研修への参加・・・三園職員研修、三園の年齢別研修・各種部会への参加。

・施設内研修・・・毎月１回の職員会、毎日のミーティングを通して、保育に対する共通

　　　　　　　　　　　理解を図る。

　　　外部研修の報告会

　　　園内公開保育（隔月）

　　　技術向上のための絵画研修、ピアノの課題曲設定

・キャリアパス研修会に多くの職員が参加することができた。

・三園の年齢別研修の成果を発表しあうことができた。

・主任保育士を中心に、子どもの人権についての研修を行った。

・あいサポート研修を全職員が受けた。

・「だだすこだんだん」の研修を通して、表現活動を学ぶことが出来た。

・専門の講師を招いて、木育研修を行った。

・管理職が自主的に外部の絵画研修を受け、職員に還元することができた。

・園舎内外の清掃点検、遊具の点検、管理分担箇所の点検を、予定通り行った。

・災害対応マニュアルにより防災及び災害時の人命の安全、被害の軽減を図る。

　　消防計画に基づき、毎月災害避難訓練を行う。

　　災害対応マニュアルを徹底し、園児の安全確保に努める。

６　職員の資質の向

上と研修

・施設の安全管理の徹底・・・園舎内外の清掃点検（毎日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　遊具の清掃点検（毎週）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理分担箇所の点検（月末）

・感染症の予防・・・オゾン水による調理室の清掃

　　　　　　　　　　　　手洗い、うがいの励行、殺菌消毒の徹底、衛生教育の徹底温度、

　　　　　　　　　　　　湿度管理の徹底

・交通安全指導・・・交通安全指導日（毎月１日）

　　　　　　　　　　　　交通安全パレード（１０月　４，５歳児による鼓隊演奏）

５　防火・防災・救助

体制

・総合災害訓練を行い、消防署の指導を受けた。（１１月１６日）

・やまびこ人権文化センターの主催による、小鴨保育園・みのり保育園年長児との交流

会に参加した。



季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事 施設名：

実施月 行事計画

平成３０年

４月

入園式　　家庭訪問　　陶芸教室

小遠足　　流しびな

小鴨地区敬老会

親子遠足

５月

菖蒲相撲大会

小遠足

民生児童委員との交流

老人施設との交流

内科・眼科・歯科検診

「ウン知育教室」実施

６月

ちまき作り　保育参加・試食会

小遠足　　田植え　プール開き

老人施設との交流

年長組親子会

三園保護者会球技会

７月

創立記念日

わくわくたいむ（バザー・あそびコーナー）

お楽しみ保育

年小組親子会

８月

打吹夏祭りWASSC参加

福祉の里夏まつり

プール納め

未満児（１歳児）親子会

９月

秋季大運動会

小鴨地区運動会

老人施設との交流

交通安全パレード

１０月

赤い羽根共同募金

福祉会お楽しみ交流発表会

小遠足

三園合同茶会

倉吉農業青年会議のみなさんとの交流

小学校学習発表会鑑賞

年中、未満児（２歳児）親子会

保育参加・試食会

１１月

餅つき交流会（餅つき・豚汁作り）

小鴨地区文化祭

老人施設との交流

総合災害訓練

みのりサングリーン・向山ブルースカイ合

同作品展

１２月

クリスマス遊戯会　保育参観日

クリスマス会

大掃除

地域の方と正月準備

平成３１年

１月

福祉の里とんど祭り

老人施設との交流

ロボ木ー教室

２月

節分集会

解放文化祭

３月

お別れ遠足

卒園茶会　お別れ茶会

老人施設との交流

小学校卒業おめでとうの会

合同音楽会

卒園式

・節分集会（1日）

・第３５回合同音楽会（2日）　　　　・お別れ茶会（19日）

・ひなまつり茶会（4日）　　　　　　　・お別れ遠足（20日）

・卒園・修了記念撮影（8日）　　　　・第５６回卒園式（23日）

・関金ラジューム交流会（12日）　　・小学校卒業おめでとうの会（30日）

・卒園茶会（13日）

・保護者会総会（15日）

・七夕まつり発表会（3日）　　　　・地域交流夏まつり（福祉の里）（25日）

・打吹まつりWASSO（4日）　　　 ・プール納め（31日）

・未満児（１歳児）親子会（18日）

・プール参観（21、28日）

・保護者会奉仕作業（7日）　　　　・交通安全パレード（26日）

・秋季大運動会（15日）

・関金ラジューム交流会（19日）

・赤い羽根共同募金街頭募金活動（1日）　 ・旅育（16日）

・地域交流お茶会（3日）　　　　　　　・未満児（２歳児）親子会（20日）

・小遠足（5日）　　　　　　　　　　　　  ・内科検診（22日）

・年中組親子会（6日）　　　　　　　　 ・小鴨地区文化祭（27日）

・稲刈り（9日）

・お楽しみ交流発表会（10日）

・３歳未満児保育参加日・試食会（12日）

・小遠足（6日）　　　　　　　　　　　　　　　※各クラス個人懇談

・関金ラジューム交流会（8日）

・ちゃれきんぐ・英語教室参観日（8、22日）

・もちつき交流会・福祉の里文化祭（10日）

・総合災害訓練（16日）

・みのりサングリーン・向山ブルースカイ作品展（17日）

・第２回西中校区同和教育協議会研究会公開保育（21日）

・正月飾り準備（17日）

・クリスマス遊戯会（22日）

・クリスマス会（25日）

・しめ縄作り（27日）

・福祉の里とんど祭り（11日）　　　　　　・ロボ木ー教室（26日）

・初釜茶会（18日）　　　　　　　　　　　　※各クラスクラス会

・関金ラジューム交流会（21日）

・正月遊び交流会（23日）

西倉吉保育園

・創立記念日（1日）

・わくわくたいむ（17日）

・お楽しみ保育（20日）

・年小組親子会（28日）

行事実績

・入園式（7日 ）　　　　　　　　　　　　　　　・陶芸教室（17日）

・倉吉打吹流しびな（8日）　　　　　　　　・親子遠足（28日）

・小遠足・交通安全教室（13日）

・小鴨地区敬老会（15日）

・菖蒲相撲大会（2日）　　　　・倉吉スターガーデン交流会（24日）

・内科検診（8日）　　　　　　　・みのりサングリーン、向山ブルースカイ

・関金ラジューム交流会（11日）　　　　　　　　　　　　合同運動会（25日）

・三園合同運動会（15日）　　・ウン知育教室（29日）

・歯科検診（17日）　　　　　　※各クラスクラス会

・小遠足（18日）

・苗植え（21日）

・ちまき作り（1日）　　　　　　　　・創立記念日（29日）

・小遠足（6日）　　　　　　　　　　・年長組親子会（30日）

・参加日・試食会、保護者会奉仕作業（8日）

・第１回西中校区同和教育協議会研究会（15日）

・保護者会三園球技大会・懇親会（17日）

・田植え（18日）

・プール開き（20日）　　　　　　　※各クラス個人懇談

 


