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事 業 計 画
事 業 実 績
１ 基 本 方 針 児童福祉法に基づき、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進させるとともに、情操豊かな生活が送れるよう指導の役割を果たす事を目標とする。
２ 運 営 方 針 （１）児童に健全な遊びを与え、健康の増進を図ると共に、児童の集団及び個人指導の実施と活動に対する支援をする。
（２）遊びや学びの場を提供し、スポーツ、文化、創作活動を推進する。
（３）児童センターについての積極的な啓発、広報活動を行う。
（４）子育ての支援、相談を行いながら、地域の子育ての拠点として保護者の交流の場を提供する。
（５）地域の保護者及び関係機関との密な連携を図り必要な事業を推進する。
３ 主な事業内容
（１）施設整備事業

（１）施設整備計画
なし

（１）施設整備実績
玄関手洗い場設置 他

（２）事業活動

（２）事業活動
①放課後児童健全育成に関する事業
・学童保育「みのりクラブ」
放課後留守家庭になる家庭の児童が安心、安全に過ごせる場所、時間を
提供。

（２）事業活動
①放課後児童健全育成に関する事業
・学童保育「みのりクラブ」 令和２年度２９０日開館
長期休み、平日放課後の学童保育、各種行事（交通安全指導、
なかよし遠足、ふるさと探検、工作、おやつ作り等） (感染拡大防止の為、
行事縮小)
・しなやかな体作りをねらい、キッズチャレンジ 毎週水曜日
・命の大切さ、勤労の喜びをねらい、ふれあいアニマルランド中止
・食育をねらい料理教室「みのり’Sキッチン」年に3回 (回数縮小)
②地域児童育成活動支援事業
地域住民からの児童の育成、養育に関する各種の相談
地域行事「ＧＯＧＯやしろ塾」への参加は感染拡大防止の為中止
地域ボランティアの方による「子ども将棋クラブ」(感染拡大防止の為中止)
③児童健全育成事業
乳幼児クラブ 年5回 ふれあい遊び、製作活動 (感染拡大防止の為、縮小)
遊ＶＩＶＡ
年3回 、手芸等 (感染拡大防止の為縮小)

②地域児童育成活動支援に関する事業
・地域住民からの児童育成、養育に関する相談
・地域行事や「ＧＯＧＯやしろ塾」等への参加
③児童健全育成に関する特別事業
・未収園児とその保護者の交流の場の提供「乳幼児クラブ」
・各種講師を招き、地域の方の交流の場所を提供「遊ＶＩＶＡ」

１，６８１千円

４ 安全管理・衛生
管理

④発達障害のある児童への支援
・保護者、学校等、関係諸機関との連携を密にすると共に研修に参加しをし
スキルアップを図る。

④児童健全育成事業
学校の支援会議に参加し情報の共有を行った。
支援の必要な児童への対応の研修会に参加した。

・防災・危機管理マニュアルの見直し
・危険個所の点検・整備
・緊急時の安全確保（事故・病気・災害）のための体制整備

・毎月１回自主点検
・災害訓練毎月１回（地震・火災・不審者対応・大雪・大雨等）
・新型コロナウイルス感染予防に特に注意し、マスクの着用、手洗い、
消毒を徹底した。
・毎月１回自主点検
・災害訓練毎月１回（地震・火災・不審者対応・大雪・大雨等）
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策により学校休校の為の学童保育

５ 防災・火災、救助 ・防災・危機管理マニュアルの見直し
体制
・危険個所の点検・整備
・緊急時の安全確保（事故・病気・災害）のための体制整備
６ 職員の資質の向 ・健康診断
上と研修
・職員一人一人の今年度の目標の設定・資格取得の推進
・各種研修会の参加

・健康診断 11月

７ 各種団体との連 ・地域行事への参加
携と地域交流
・保育園・グループホームなどの異年齢交流
・みのり福祉会開催の祭りにステージ発表

・運営委員会は感染拡大防止の為、書面にて行う。
・異年交流及びみのり福祉会開催のまつりステージ発表は感染拡大防止の為、
中止
・ボランティア団体による読み聞かせ毎月1回（後半、感染拡大防止の為中止）

・研修

倉吉市児童館連絡会
倉吉市学童保育連絡会
鳥取県児童館連絡会協議会
中部ブロック連絡協議会

毎月１回
年４回
年４回
年3回

季節・年間行事
施設名： 社児童センター

実施月

行事計画

令和2年
4月

春休み学童保育(各種行事)、交通安全指導、遠足
乳幼児クラブ「一緒に遊びましょう＆試食会 遊ＶＩ
ＶＡ 災害訓練 おはなしのくに ふるさと探検
お誕生会

5月

6月

行事実績

春休み学童保育(各種行事)
6日交通安全指導 8日災害訓練
11日おはなしのくに 18日ＴHE工作
25日ふるさと探検 28日お誕生会
16日おはなしのくに
映画会、おはなしのくに、工作、菜園活動 災害訓
23日レクリエーション
練 乳幼児クラブ「一緒に遊びましょう＆試食会」
27日お誕生会・災害訓練
遊ＶＩＶＡ ふれあいアニマルランド お誕生会
30日THE工作(マスク入れ作り)
ちまきづくり おはなしのくに、工作 じどうかんま 13日おはなしのくに・災害訓練
20日THE工作(七夕飾り)
つり 災害訓練 乳幼児クラブ「離乳食講習会」
24日お誕生会
遊ＶＩＶＡ 運営委員会 お誕生会

7月

夏休み学童保育（各種行事） おはなしのくに 工
作 乳幼児クラブ「水遊び」 遊ＶＩＶＡ ふれあい
アニマルランド 災害訓練 みのりダンスクラブ お
誕生会

夏休み学童保育(各種行事)
3日災害訓練 6日笹飾り
11日おはなしのくに 15日お誕生会・災害訓練
18日レクリエーション
21日乳幼児クラブ「いっしょに運動遊びをしましょう」
29日THE工作 31日みのりサイエンスクラブ

8月

夏休み学童保育（各種行事） 災害訓練
みのりクラブまつり 乳幼児クラブ「水遊び」
福祉の里まつり参加 お誕生会

夏休み学童保育(各種行事)
3日災害訓練 6日みのりクラブまつり
12日みのりサイエンスクラブまつり
21日さよなら夏休みの会 26日お誕生会

9月

5日THE工作 12日おはなしのくに
おはなしのくに 工作 みのり’Ｓキッチン
15日乳幼児クラブ「敬老の日プレゼント作り」
乳幼児クラブ「一緒に作りましょう＆試食会」遊ＶＩＶ
19日THE工作 26日おやつ作り
Ａ 災害訓練 お誕生会
30日お誕生会・災害訓練

10月

3日THE工作 10日おはなしのくに
おはなしのくに 工作 みのり’Ｓキッチン 災害訓
17日レクリエーション 24日ふるさと探検・災害訓練
練 乳幼児クラブ「ピザ作り」 遊ＶＩＶＡ 親子野外
26日ふるさと探検 28日お誕生会
活動 お誕生会 みのりグループホームとの交流
29日遊ＶＩＶＡ「骨盤の歪みを整える体操教室」
会 ＧＯＧＯ社塾
30日ハロウィンパーティー 31日お楽しみ会

11月

おはなしのくに みのり’Ｓキッチン 災害訓練 乳
幼児クラブ「絵本の読み聞かせ＆試食会」 遊ＶＩＶ
Ａ みのりサングリーン・向山ブルースカイ合同作
品展見学 お誕生会 福祉の里文化祭 親子野外
活動

12月

冬休み学童保育(各種行事)
5日お楽しみ会 7日遊ＶＩＶＡ「エコバッグ作り」
冬休み学童保育（各種行事）工作、ちびっこ忘年会
19日THE工作
おはなしのくに ＧＯＧＯ社塾 災害訓練 乳幼児
22日乳幼児クラブ「クリスマスパーティーをしましょう」
クラブ「クリスマス会を楽しみましょう」 遊ＶＩＶＡ
24日年賀状 25日クリスマス会・お誕生会
お誕生会
26日みのり’Ｓキッチン 28日ちびっこ忘年会
29日大掃除

7日みのり’Ｓキッチン 14日THE工作
16日脳トレゲーム 17日乳幼児クラブ「読み聞かせ」
21日ふるさと探検 25日お誕生会・災害訓練
27日遊ＶＩＶＡ「レジン」 28日おはなしのくに

令和3年
1月

冬休み学童保育（各種行事）お正月遊び 工作
おはなしのくに 災害訓練 乳幼児クラブ「一緒に
作りましょう（手作りおもちゃ）＆試食会」 遊ＶＩＶ
Ａ 解放文化祭参加 みのり’Ｓキッチン お誕生
会

冬休み学童保育(各種行事)
4日お正月遊び 5日お正月遊び
9日レクリエーション 16日おはなしのくに
23日THE工作・みのり’Ｓキッチン
27日お誕生会・災害訓練 30日THE工作

2月

まめまき 工作 おはなしのくに みのり’Ｓキッチ
ン 災害訓練 乳幼児クラブ「一緒に作りましょう
(おひなさま)&試食会」 遊ＶＩＶＡ 親子雪遊び
お誕生会 三園合同音楽会鑑賞

2日節分・豆まき 6日レクリエーション
13日おはなしのくに 17日乳幼児クラブ「お雛様作り」
20日お楽しみ会 24日災害訓練

3月

春休み学童保育（各種行事）工作 おはなしのくに
お別れ遠足 災害訓練 乳幼児クラブ「一緒に楽し
みましょう（うた・手遊び・体操）＆試食会」 遊ＶＩ
ＶＡ 社横丁 お誕生会

春休み学童保育(各種行事)
6日THE工作 13日おはなしのくに
16日乳幼児クラブ「フォトフレーム」 19日レクリエーショ
ン
24日お誕生会 25日災害訓練
26日なかよし遠足 27日お楽しみ会

