
        平成３０年度事業計画書 

                                                        社会福祉法人萬福寺福祉会

萬福寺さくら保育園 

『法人の基本方針』 

１．法人本部 

 １．理事会開催及び監事監査実施予定 

   開催予定年月日 審議を要する事項 

  平成３０年６月初旬 平成２９年度 会計監査  

平成３０年６月末 平成２９年度決算報告、その他           

平成３１年３月末 平成３０年度補正予算、平成３１年度当初予算、その他 

   

２．法人本部として検討すべき事案 

      特になし 

３．役員研修の予定 

      人権、同和研修、筑豊地方保育協会事務研修 

安全運転管理者講習会、退職共済、キャリアアップ研修 

２．萬福寺さくら保育園 

 １．児童の４月入園予定 

組 名 年 齢 当初予定 年間延人数 増減予定 計画人数       

も も ０歳児 ９ １０８ ＋１２ ２１ 

たんぽぽ １歳児 ２４ ２８８  ２４ 

ゆ り ２歳児  ２４ ２８８ ＋３ ２７ 

すみれ ３歳児 ３０ ３６０  ３０ 

ちゅうりっぷ ４歳児 ３０ ３６０  ３０ 

さくら ５歳児 ２９ ３４８  ２９ 

合   計  １４６ １７５２  １５８ 

  

 

９÷３ ＋４８÷６ ＋３０÷１５ ＋５９÷３０ ＝ ３＋８＋２＋１．９＝１４．９ 

＝１５(基準職員数) 

少数第二を切り捨てて合計して少数点第一を四捨五入 



 

 ３．職員の配置予定 ４月１日現在 

   基準職員数 

      保育士人(主任保育士１＋保育士１８) 計１９人 

  年間労働時間３６５－５３－１６－４－１５=２８０ ２２９×８=１８３２ 

４８×４=１９２ 土曜日      ２０２４時間   

 職種 正規職員 臨時職員 基準職員数 過不足  

園長 １    

     

任保育士 １    

保育士 １７ １ １５ ＋２ 

栄養士調理員 ４ １   

事務員 １    

その他     ３   

合  計 ２４ ５ １５ ＋２ 

野田８月、宮崎１０月 育休明け復帰予定                      

４．平成３０年度保育方針保育目標 

 １保育園全体 

   保育理念    

児童福祉法、児童憲章の精神をもとに保育に欠ける乳幼児の健全な育成を       

行う。 

   保育方針 

              １．自他共に人格が尊重され、一人一人の個性を伸ばし創造性のある養護

と教育に励む。  

２. 子供が安全で安心して育つのにふさわしい環境であり、人工的なもの

に偏らず自然の営みに直接触れる機会があり、古きものと新しきものと

が共に栄え、文化の香りの高い園であることを目指す。 

   

  保育目標 

             １．健康で、豊かな個性と他人に対する思いやりの心があり、礼節を持っ

て生きる子に育てよう。                            

              ２．人々が永年かけて作り出した文化や、人々が共に生きていく自然を尊重

する心のある子に育てよう。             

              ３．家庭や地域の人々と協力をして、地域を築いてきた人々とこれから社

会を作っていく子供たちがお互いに連帯感を培い人間性を生かす社会

を担うことのできる子に育てよう。 



  

 ２．各組の年間目標 

 ０歳児 

   ・しっかりした人間関係をつくる。・五感覚を育てる。・快い生活リズムを獲得して、  

快・不快を感じる。(よく食べ、よく眠る) ・しっかりした歩行に向かう。 

 １歳児 

  ・安定した人間関係の中で一人遊びを十分にする。・豊かな経験を通して言葉を獲得す  

る。・快い生活リズムを獲得して、基本的生活習慣を獲得しようとする。・歩行の確立

に向けて意欲的に活動する。 

 ２歳児 

 ・友達への関心が十分に育ち、つながりを持つようになる。・いろいろと経験した中で、 

言葉で表現する喜びを味わう。・基本的生活習慣が快い感覚として身に着くようにす

る。 ・基本的運動機能を獲得していく。（歩く、走る、飛び降りる、よじ登る、渡る、

ぶら 下がる、両足跳びなど） 

３歳児 

 ・遊びや身近な生活経験を通して、仲間との関係を育てる。・基本的生活習慣の自立に向

かう。・身体全体を使って活発に遊ぶ。・自分の要求や思いを、言葉や行動で表現する。 

４歳児 

 ・仲間と共に遊び生活する中で、自律の方向に向かう。・進んでいろいろな運動や製作に

取り組み、できた喜びを持つ。・手先、足先を使った動きを十分にやり、しっかり使え

るようになる。・自分の思いや考えを言葉に出して相手に伝えられるとともに、想の世

界を豊かにしていく。 

５歳児 

 ・仲間同士影響し合う中で、集団が育っていく。・経験をもとにして、次の目標に向かっ

て自分の力を出し切る。・全身運動もより滑らかになり、細かい手や指の動きができる

ようになる。  

・イメージを豊かに持ち、それを表現する。（言葉、絵など）   

３．児童の健康管理に係る計画 

  保健行事 対象年齢 月    日   

内科検診 全園児 平成３０年４月上旬   １０月上旬    

歯科検診 全園児 平成３０年４月下旬   １０月下旬   

蟯  虫 全園児 平成３０年６月上旬    １１月中旬        

尿検査 全園児 平成３０年６月下旬   １１月上旬 

                              

４．児童の給食実施栄養管理に係る計画 

         ※別表参照 



５．児童の安全対策・災害に係る計画 (職員含む) 

種類 防災教育 避難訓練 防犯教育 職員教育 総合点検 

月 職 員 園児及び職員 園児及び職員 職員 業者自主 

４月 

 

 

 

防災教育 

(地震台風火災) 

マニュアルと役

割の確認 

火災 消火 不審者防犯教育 

マニュアルの確認 

虐待 自主 

５月  水害 消火  感染症 自主 

６月 

 

 

総合訓練 火災 

部分訓練 

通報消火誘導 

地震 消火  救命 自主 

７月 

 

 

 火災 消火  予防接種 

食中毒 

人権 

自主 

８月  水害 消火   自主 

９月  地震 消火   事業自主 

１０月 

 

 

 

 

 

 

防犯教育 

(地震台風火災) 

マニュアルと役

割の確認 

総合訓練 火災 

部分訓練 

通報 

火災 消火 不審者防犯教育 

不審者対応マニュ

アルの確認 

ベル、刺股、スプ

レーの使い方 

 自主 

１１月  火災消火不審者   自主 

１２月  水害 消火   自主 

１月  火災 消火  感染症 自主 

２月  火災 消火   自主 

３月 反 省 火災 消火   業者自主 

 

 

 

６．その他重点方針 

      年長組はお泊まり保育の時に福岡の防災センターで地震台風火災等の防災体験を 

する。 

７．主な年間行事計画 

         ※別表参照 



８．特別保育事業の実施計画 

 １．延長保育事業  

       標準時間 午後６時から午後７時までの１時間月３０００円／児童１人。 

短時間 午前７時３０分から１時間、午後４時３０分からの１時間の実施、それ

ぞれ１回４００円／児童１人月４回まで。    

単発１回３００円。 

 ２．障害児保育事業 

      あり 

 

 ３．一時保育事業 

      なし 

 

 ４．地域活動事業 （２８年度より市の補助金廃止されているが継続して実施している） 

      実施      異年齢児交流事業 

                世代間交流事業 

                育児講座 

  

９．施設及び設備の整備計画 

 １．３０年度の施設・設備の整備計画 

  施設設備増築改築拡張修繕 

  設備計画器具及び備品非常通報装置大型遊具通園バスその他 

 区分工事名 物品名 整備の内容      金額予定    

 施設整備 

 

砂場の枠新設工事 

 

 

 

園庭砂場の枠の取り替え設置 

 

 設備整備 

 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 ２．施設設備の点検計画 

 

     電気設備・・・２ヶ月に一度電気保安協会 

     浄化槽設備・・・毎月 エコシップ 

     消防設備・・・年二回  ９月と３月ＩＳ工業 

   水質検査・・・毎月１回  

 

 

 



１０．職員会議及び職員研修の実施計画 

  １．職員会議の実施予定 

       原則として毎月末の金曜日 

  ２．職員研修の実施参加計画 

 予定年月日 研修会名 研修内容 参加人数予定   

施設内研修 ４月、５月 

６月、７月 

１０月、１月 

適時 

防災教育 

虐待、救命 

感染症、防犯 

食中毒、絵本 

火災、消火、心肺蘇

生、AED、病気等 

絵本等 

全職員対象 

施設外研修 

 

 

３０年６月 

３０年７月 

 

救命講習 
食中毒予防研、 

調理員栄養士研修、

保育協会各部会 

 

心肺蘇生 

食中毒 

アセスメントシート、

各部会 

 

２名 

２名 

２名 

各部会１名 

    

 

１１．苦情等解決期間の設置 

    １.苦情等解決期間の設置 

職 務 職  名 氏   名 連 絡 先    

苦情解決責任者 園 長 壬生善海 ０９４９－２６－５２２０ 

受付担当者 主任保育士 藤田祥子 ０９４９－２６－５２２０  

   

第三者委員    

校区民政員 

校区民政員 

飯野泰子 

佐藤良子 

０９４９－２６－２０６６ 

０９４９－２６－２０９７ 

 

 

１２．苦情等解決に係る手順 

 

 １．苦情等受付の周知方法 

      児童入園時に文章で周知する。また園報、掲示板で知らせる。 

 ２．苦情等の受付方法 

      口頭、電話、ハガギ、文書等で受け付ける。 

 ３．苦情等解決方法 

      解決責任者に報告し問題点を検討し最善の答えをだす。 

   またさらに第三者委員等も交えて解決をする。 

 ４．解決結果の公表方法 

      掲示板で結果を知らせる。 



 

１３．その他特記事項 

 

添付書類 

４、給食食育計画 

７、年間行事計画 

その他 保育課程 

保健計画 

    平成３０年度当初予算書 


