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事 業 計 画
事 業 実 績
１ 基 本 方 針 ・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」（平成２０年３月厚生労働省告示第１４１号）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
２ 運 営 方 針 「あかるく のびのび たくましく」
・森林に囲まれた広い施設環境を活かし、四季を通して森林浴や園外保育を取り入れ、豊かな感性を育て健康づくりを進める。
・子どもの主体性を尊重し、集団生活を通してたくさんの体験や経験をする。
・一人ひとりの心身の発達を認めながら保育を進める。
３ 主な事業内容
（１）施設整備事業 （１）施設整備計画
職員トイレ洋式化
４３２千円
（２）事業活動
（２）事業活動
向山夢太鼓…年長児 お茶会…４、５歳児
オープンデー、すくすくデー …未就園児、保護者対象

４ 安全管理・衛生 ・毎日の保育室内の点検、最終鍵閉め当番の園舎内点検を行う。
管理
・毎月１回の遊具点検を行う。
・家庭や地域との諸機関の協力の下に安全指導を行う。
・施設の温度、湿度、換気、採光、音等の環境を適切な状態に保持し、施設内
の設備、衛生管理に努める。
・乳幼児の突然死予防を、SIDS表によりチェックし、徹底する。
・業者による、衛生点検、安全点検を行う。

（１）施設整備実績
①職員トイレ改修

４７０千円

（２）事業活動
・向山夢太鼓…年長児 お茶会…４、５歳児は年間を通して行った。
・未就園児保護者、子どもを対象とするオープンデーは毎週木曜日、すくすくデーは
年間を通して行った。
・毎日の保育室内の点検、最終鍵閉め当番の園舎内点検を行った。（点検簿に記
・毎月１回の遊具点検を行った。（点検簿に記録）
・家庭や地域との諸機関の協力の下に安全指導を行った。
・施設の温度、湿度、換気、採光、音等の環境を適切な状態に保持し、施設内の整
備、衛生管理に努めた。
・乳幼児の突然死予防を、SIDS表によりチェックし、徹底した。（０、１歳児）
・業者による、衛生点検、安全点検を行った。

５ 防災・火災、救 ・各保育室（１歳児、２歳児、３歳児）に避難袋を常備し、避難時に持ち出し使用 ・各保育室（１歳児、２歳児、３歳児）に避難袋を常備し、避難時に持ち出し使用した。
助体制
・非常対策分担により、園児の安全確保に努める。
・非常対策分担により、園児の安全確保に努めた。マニュアルに沿った職員の連携を
行った。
・みのりサングリーン、向山ブルースカイとの連携。（毎月１回話合いを行い、計
・地域公民館、警備会社との連携をとる。
・みのりサングリーン、向山ブルースカイと毎月１回話合いを行い、計画や、点検等の
共通理解を図り、協力し合った。
・災害訓練（火災、地震、台風、豪雪）、消火訓練を毎月１回行う。
・倉吉市防災無線、火災通報装置、AEDを導入し、防火、防災、救助体制を整 ・地域公民館、警備会社との連携をとった。
・災害訓練（火災、地震、台風、豪雪）、消火訓練を毎月１回行った。
・防犯訓練を行う。
・倉吉市防災無線、火災通報装置、AEDを導入し、防火、防災、救助体制を整えた。
・園内で防犯体制について、確認、訓練を行う。
・消防署にて心肺蘇生等の講習会を２名受講した。
６ 職員の資質の （外部研・発表会への参加）
向上と研修
・各職員が、市、県、育み協会主催の研修会に参加。
・久米中校区同和研究協議会主催の研修会への参加。

（外部研・発表会への参加）
・各職員が、市、県、育み協会主催の研修会に参加した。研修報告も行った。
・久米中校区同和研究協議会主催の研修会への参加した。
・キャリアアップ研修会に参加。
（法人内部研修への参加）
（法人内部研修への参加）
・三園の年齢別研修会を行い、各年齢でテーマに沿った実践、情報交換を行った。
・三園の年齢別研修会を行い、また合同研修に全職員が参加。
実践発表も行った。
（施設内の研修）
（施設内の研修）
・園内研修として、公開保育を行い、保育の資質向上を行う。
・園内研修として、公開保育を行い、保育の資質向上を行った。
・毎月１回全職員参加の職員会。毎日のミーティングを通して、保育に対する共 ・毎月１回全職員参加の職員会を行い、保育のねらいや園児の発達等の共通理解を
通理解。
図った。
・毎日のミーティングを通して、当日の保育や計画等に対する共通理解を図った。
７ 各種団体との連 （小学校との連携）
（小学校との連携）
携と地域交流
・行事等での連携、保小連絡会、小学校参観日、発表会への出席した。
・行事等での連携、保小連絡会、小学校参観日、発表会への出席。
・社小学校校長、社小学校校区保育園（社、みのり、向山）園長で毎月１回情報交換
・久米中校区同和研究協議会においての保、小の連携。
を行った。
・久米中校区同和研究協議会においての保、小の連携をとった。
（専門機関との連携）
・倉吉市子ども家庭課…園児の発達支援、就学前の支援、保護者支援、職員 （専門機関との連携）
・倉吉市子ども家庭課…園児の発達支援、就学前の支援、保護者支援、職員の研修
・中部教育局…職員の研修会、指導。
を行った。
・中部教育局…職員の研修会、指導助言をしていただいた。
・保健師…支援の必要な子に対しての相談、支援、保護者支援。
・保健師…支援の必要な子に対しての相談、支援、保護者支援を行った。
（地域交流）
・「すくすくデー」…地域の保護者対象に育児相談や離乳食などの勉強会を行 （地域交流）
・「すくすくデー」…地域の保護者対象に育児相談やベビーマッサージなどを行った。
・「オープンデー」…毎週木曜日に実施。
・「みのりサングリーン」と毎月１回交流会…３歳以上児
・「オープンデー」…毎週木曜日に実施した。
・「デイサービスセンター三朝みのり」と毎月１回交流会…４，５歳児
・「みのりサングリーン」と毎月１回交流会…３歳以上児が参加した。
・「デイサービスセンター三朝みのり」と毎月１回交流会…４、５歳児が参加した。
・他法人内の高齢者施設、障害者支援施設をの交流会を年間を通して行う。
（「倉吉スターロイヤル」「サンジュエリー」「倉吉スターガーデン」「北栄みのり」） ・他法人内の高齢者施設、障害者支援施設をの交流会を年間を通して行った。
（「倉吉スターロイヤル」「サンジュエリー」「「北栄みのり」「倉吉スターガーデン」）
・馬場町夏祭り、社五輪祭り…５歳児
・馬場町夏祭り、社五輪祭り…５歳児が参加した。
・福祉の里交流祭り、福祉の里文化祭参加…４，５歳児
・打吹祭り参加…４，５歳児
・福祉の里交流祭り、福祉の里文化祭参加…４、５歳児が参加した。
・和太鼓公演「繋～福興の響き～」に出演。…５歳児
・打吹祭り参加…４、５歳児が参加した。

季節・年間行事
施設名： 向山保育園

実施月

行事実績

行事計画

平成３０年 入園式、倉吉流しびな、小遠足（４，５歳児）、
４月
こいのぼり掲揚、スターロイヤル交流会

入園式（７日）、倉吉流しびな（８日）、小遠足（１２
日）、こいのぼり掲揚（13日）、筍堀り（25日）
夏野菜植え（８日）、親子遠足（1２日）、三園合同運動
会（１５日）、小遠足（２１日）、園児細菌検査（蟯虫、寄
生虫、尿）（２４日）、みのりサングリーン・向山ブルース
カイ合同運動会参加（２５日）、眼科検診（２９日）、すも
う大会（３０日）、歯科検診（31日）

５月

園児細菌検査、眼科検診、歯科検診、内科検
診、三園、合同運動会、すもう大会、夏野菜植
え、親子遠足、小遠足、みのりサングリーン・向
山ブルースカイ合同運動会参加

６月

歯科検診、、参観日、ちまき作り、小遠足、プー 強会（１６日）、田植え（２１日）プール開き（２６日）、３
ル開き、３園５歳児交流会、田植え
園５歳児交流会（２７日）

７月

七夕まつり、社小学校交流会、打吹祭り安全祈 輪祭り（２１日）、倉吉スターガーデン交流会（２５日）、
願、社五輪祭り、がんばり賞表彰式
打吹祭り安全祈願（２８日）

８月

打吹祭り（４日）、お盆集会（１０日）、プール参観
打吹祭り、打吹童子ばやしとの交流、お盆集
会、プール参観日、小遠足、プール納め、福祉 日（２１～２３日）、プール納め（２４日）、福祉の里
夏祭り（２５日）、がんばり賞表彰式（２７日）
の里夏祭り、がんばり賞表彰式

９月

観劇、運動会、がんばり賞表彰式、インターグ
ループホーム交流会、旅育

運動会（１６日）、がんばり賞表彰式（１９日）、イン
ターグループホーム交流会（２８日）

お楽しみ交流会、園児内科検診、小遠足、星空
保育、倉吉スターロイヤル交流会、北栄みのり
収穫祭、倉吉スターガーデン交流会、久米中校
区４歳児交流会、園児内科検診、お話隊、

小遠足（３日）、星空保育（５日）、北栄みのり収穫祭
（７日）、お楽しみ交流会（１０日）、園児内科検診（１８
日）、倉吉スターロイヤル交流会（２２日） 、はごろも苑
交流会（２３日）、サンジュエリー交流会（２５日）、久米
中校区5歳児4園交流会（２６日）

内科検診（５日）、ちまき作り（７日）、参観日・保護者勉

七夕まつり（１３日）、がんばり賞表彰式（1７日）、社五

１０月

船上山自然体験・３歳５歳児交流会（２日）、個人
懇談（５日～）、稲刈り（７日）、社小給食交流会（８
１１月
日）、福祉の里合同文化祭（１０日）、七・五・三集
会（１５日）、鍋の会（１７日）、もちつき（１７日）
サンジュエリー交流会（５日）、クリスマス遊戯会
はごろも苑交流会、クリスマス遊戯会、門松作
（８日）、がんばり賞表彰式（１２日）、倉吉総産交
１２月
り、年末集会、がんばり賞表彰式、陶芸教室、
流会（１３日）、交流会（２０日）、クリスマスパー
サンジュエリー交流会、クリスマスパーティー
ティー（２１日）、門松作り（２７日）、年末集会（２８
郵便屋さんごっこ、初窯茶会、こま回し大会、と 郵便屋さんごっこ（７日）、陶芸教室（９日）、とんど
平成３１年
んどまつり（みのりサングリーン、向山ブルース まつり（１１日）、初窯茶会（1７日）、倉吉スターロ
１月
イヤル交流会（２２日）、こま回し大会（２８日）
カイと合同）、倉吉スターロイヤル交流会
稲刈り、個人別懇談会、小遠足、七・五・三集
会、鍋の会、お話隊、もちつき、福祉の里合同
文化祭

２月

節分集会

節分集会（１日）

第３５回合同音楽会、打吹童子ばやし定期演奏 第３５回合同音楽会（２日）、ハートピアアビリティー出
演（６日）、お別れ遠足（８日）、お別れ茶会（１４日）打
会友情出演、はごろも苑交流会、がんばり賞表 吹童子ばやし定期演奏会友情出演（１６日）、お別れ
３月
彰式、お別れ会、お別れ茶会、お別れ遠足、卒 会（1８日）、がんばり賞表彰式（２２日）、卒園式（２３
園式
日）
毎月１回…なかよし集会、食育集会、交通安全指導、避難訓練、お誕生会 、身体測定を行った。
毎月１回…みのりサングリーン交流会（3歳以上児）、三朝みのり交流会（４，５歳児） が参加した。
毎月２回…お茶会（年長児）（11月から、年長児と年中児）が行った。
未就園児、保護者を対象としたオープンデーを毎週木曜日に行った。
未就園児の保護者を対象としたすくすくデーを年間を通して行った。

