
平成２６年度ルンビニ保育園事業報告書  

１   保育所の運営 

（１）定員   130 名  

（２）年令別・月別入所児童数（各月初日現在） 

年齢     月  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 １  ２  ３  計  

乳 児  11 15 18 20 20 22 24 27 27 28 28 28 268 

1～ 2歳 児  52 53 57 57 57 56 56 55 56 56 55 54 664 

３ 歳 児  32 32 31 30 30 31 31 31 31 31 31 31 372 

４歳以上児  49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 597 

   計  144 149 155 157 157 159 161 163 164 165 164 163 1901 

（３）職員数   平成 26 年度初   34 名    平成 26 年度末   36 名  

（４）職員の異動等 

 ①採用  

年月日 職  名  氏   名  年齢  資   格   

H26.10.1 常非保育士     松尾  嘉与子 60 保育士資格  

  ②異動  

年月日 職   名  氏     名  年齢  資    格  備      考  

H26. 9.1 保育士  本田  恵子  36 保育士資格 配置換増←針尾保育園 

③退職 

年月日 職   名  氏     名  年齢  資    格  備      考  

H27.3.31 常非保育士     春田  奈美  25 保育士資格 一身上の都合により退職 

H27.3.31 常非保育士     中西  翔子  30 保育士資格 一身上の都合により退職 

H27.3.31 常非保育士     大岩  和代  72 保育士資格 一身上の都合により退職 

（５）職員会議の開催状況 

職員会議は毎月２回以上開催し、保育に支障のない範囲で職員が参加した。保育内容の確

認・行事等の打ち合わせを行った。複数の保育士が担当しているクラスではクラス単位で

話し合いをしたり、以上児・未満児のクラス単位で話し合いをしたりする事で縦と横の連

携を強めるようにした。そこで出た問題点や改善策は全体の職員会議で話し合ったり、報

告をして共通理解を深めるようにした。給食内容検討会等を月１回以上開き各クラスの嗜

好や喫食状況 献立の検討や旬の野菜等について話し合い、食育にも結びつけた。職員会議

の内容は、会議録として記し、全職員に回覧して周知した。 

２  保育の実施状況 

保育課程及び指導計画に基づき日々の保育を実践。基本的な生活習慣や集団生活に必要な

ルールを遊びの中で身につけ、一人一人が自己を十分発揮して積極的に活動出来る様にし

た。子どもの健康面・安全面に配慮し、安心して園生活を送れる様努めた。 

３  外部講師の指導状況 

指導内容 講  師  名  指導回数（月・週指導回数） 

幼児体育指導 折原  智茂  毎週火曜日午前10時より  年間２６回 

漢字保育指導 松山  佐智子 年８回 午前９時３０分より 

  



４ 年間行事の実施状況 

実施年月日 行   事  実施年月日 行   事  

H26.4. 8 花祭り参加 島瀬公園（宙組） 10.12 運動会  

4.18 心の保育 ４月誕生会 10.15 防災訓練（火災） 

4.23 防災訓練（火災） 10.17 大島マーチング参加（宙組）  

5. 8 園内花祭り 10.18 鍛錬遠足 

5.16 バスハイク（星組） 10.20 心の保育 １０月誕生会 

5.21 心の保育 ５月誕生会 10.25 保育参観（月組） 

5.24 親子歓迎遠足 10.29 防災訓練（不審者） 

5.29 防災訓練（火災） 11. 7 芋掘り（宙組） 

5.28 茶市見学（宙組） 11. 8 保育参観（虹組） 

6. 6 芋さし（宙組） 11.14 大島マーチング参加（宙組）  

6.12 歯科検診 11.13 内科検診 

6.14 保育参観（宙組） 11.18 
広田地区「ゾーン30」開設式参加（宙組）  

6.20 心の保育 ６月誕生会 11.20 総合防災訓練 

6.23 防災訓練（火災） 11.21 心の保育 １１月誕生会 

6.25 バスハイク（宙組） 11.29 JR列車乗車体験（宙組） 

6.26 内科検診 12.13 お遊戯会 

6.27 バスハイク（星組） 12.15 心の保育 １２月誕生会 

7. 2 七夕集会 12.26 防災訓練（火災） 

7.14 相浦プール指導（宙組） H27.1. 9 五ヵ園合同カルタ大会（宙組）  

7.18 心の保育 ７月誕生会 1.10 防災訓練（火災） 

7.19 お化け屋敷体験（宙組） 1.16 心の保育 １月誕生会 

7.22 防災訓練（火災） 1.24 保育参観（花１組） 

7.26 保育参観（星組） 2. 5 防災訓練（火災） 

7.28 バスハイク（星組） 2.14 保育参観（花０組） 

7.30 防災訓練（津波） 2.18 小学校訪問（宙組） 

7.31 交通安全教室 2.20 心の保育 ２月誕生会 

8. 7 夏祭り  2.21 もちつき大会 

8.11 バスハイク（宙組） 2.24 五ヵ園合同サッカー大会（宙組）  

8.18 心の保育 ８月誕生会 3. 2 
雛祭り集会  心の保育  ３月誕生会  

8.30 防災訓練（火災） 3.11 交通公園にて交通指導（宙組）  

9. 9 防災訓練（火災） 3.12 交通安全教室 

9.11 デイサービス施設訪問（宙組）  3.16 バスハイク（星組） 

9.13 動物園見学（宙組） 3.18 卒園式  

9.17 防災訓練（地震） 3.26 バスハイク（宙組） 

9.18 心の保育 ９月誕生会 3.30 防災訓練（不審者） 

9.19 交通安全教室   

  



５職務分担表（平成２６年度最終版）  

職名及び氏名 職務内容 

 

園 長 古峨 正人 

１  理事会の決定事項の執行  ４  財務管理 

２  運営管理         ５  職員の資質向上（研修） 

（人事、労務、施設、防火）６ 関係機関、保護者会等との連携、

及び地域活動 

３ 保育業務の管理 

事務統括 松本祐美子 １  園長の補佐 ２ 財務管理 ３  関係機関との連携  

主任保育士 

   武藤 美代子 

１  園長の補佐     ５  園行事に関する計画及び指導 

２  職員相互の連携   ６  保健衛生に関する計画及び指導 

３ 保育計画の作成及び保育内容の指導助言 ７ 給食に関する指導助言  

４ 園内研修の企画及び指導          ８ 職員会議の計画と実施 

保育士 共 通 事 項 １  指導計画の作成     ５  調理員との連携 

２  保育実務        ６  保護者との連絡及び指導 

３  保育に関する記録    ７  園だよりの作成 

４ 園児の健康と安全管理 

保育士 松永 ＊宙組の担任 

保育士 金澤  ＊星組の担任 

保育士 坂恵・大林 ＊月組の担任 

保育士 渡邊・春田 

岩永･廣瀬･船津･松井 

＊虹組の担任 

保育士  山口・岩下  

中野・岩崎・中西 

＊花１組の担任 

保育士  林田・西浦 

中村･川崎･大岩･上田 

本田･松尾 

看護師 小林 

＊花０組の担任 

保育士 岩崎・岩永 １ 園舎内外の掃除の点検               ２ 共同遊具の整理、保存 

保育士 渡邊・岩下 １ 保育材料に関すること               ２ 図書の管理 

保育士 渡邊・大林 １ 交通安全及び避難訓練に関すること  ２ 備付物品に関すること 

看護師 小林 １  保健衛生に関すること ３  検便に関すること 

２ 医薬品の整備､保管  

４ 健康診断及び歯科検診、ぎょう虫、尿検査に関すること 

保育士  山口 １ 衛生推進に関すること 

保育士  山口 １  延長保育事業に関すること 

保育士  松永 １  休日保育事業に関すること 

保育士 近藤 １ 一時預かり事業に関すること 

保育士 渡邊 １ 心の保育に関すること 

保育士 坂恵 １ 食育に関すること 

調理員  浦上 佐紀子 

木山 明美･永田 志保 

１献立の作成、及び給食材料の発注、検収 ４炊具、食器の保管 

２給食人員の把握   ５給食事務 

３調理、配膳       ６園舎内外の清掃、整頓に関すること 

嘱託医 赤垣 武史 １園児及び職員の健康診断 ２園児及び職員の健康に関する指導 

嘱託  松永 知己 

歯科医 

１園児の歯の検診 ２園児及び職員の歯の健康に関する指導 

  



 

６  施設等の整備状況 

 （１）施設の改築修繕（１００万以上） 

年月  工   事   名  金   額（円） 

   

  （２）固定資産物品（１０万以上）の購入 

年月  工   事   名  金   額（円） 

H26.9.29 園児バス（シビリアン ガソリン車） 866,666 

７  保育所の自己評価 

（１）職員の自己評価 

   保 育の 質の 向上 を図 るた め、 自ら の行 う保 育に つい て常 に子 ども の視 点に 立っ て自    

己評価を行った。 

   ○自己評価（個人）年２回に分けて行った。 

   ・今年度目標 

   ・希望研修等 

   ・前半評価（10 月まで） 

   ・年間評価表 

   ・来年度目標 

（２）保育課程等の自己評価 

   児 童福 祉施 設最 低基 準第 ３６ 条の 趣旨 を踏 まえ 、地 域の 実情 や保 育所 の実 態に 照ら    

し合わせ年度末に職員一人一人が保育課程を見直した。その後クラス単位で評価し   直

し最終的に施設長の責務のもと保育所全体への評価につなげた。評価の結果を踏   まえ、

当保育所の保育の内容の改善を図り次年度の保育課程に反映した。 

８  職員の研修参加状況 

年月日 研  修  会  名  参加者名 

H 2 6 . 4 . 2 5  長崎県保育協会 食育研修会 坂恵美里 

5.15 日本幼年教育研究会 運動会実技研修会 渡邊和美 

5.22 佐世保市保育会  給食部会研修会 浦上佐紀子 

5.27 長崎県保育協会 定時総会 古峨正人 

7.14～ 15 長崎県保育協会  保育所長研修会 古峨正人 

6.12 長崎県保育協会 保育士研修会Ⅰ 岩下志穂 

6.22 長崎県子ども未来課 子ども・子育て支援新制度説明会  古峨正人 

6.30 長崎県保育協会 保育士研修会Ⅱ 松永美加 

7.1 佐世保市保健所 調理師研修会 浦上佐紀子 

 7.8 佐世保市保育会  給食部会研修会 浦上佐紀子 

7.31～ 8.1 幼年国語教育会 

         第４ 6回石井方式夏期指導者研修会 

古峨正人 

高村  藍  

7.28 佐世保市子ども未来部 保幼小連携講演会 武藤美代子 

8.6 長崎県保育協会 主任保育士研修会 武藤美代子 

8.21 長崎県保育協会 保育士部会研修会 山口美琴 

8.23 長崎県保育協会 パソコン研修会 武藤美代子 

8.27 長崎県保育協会 臨時総会 古峨正人 



8.29 佐世保市保育会 新制度にかかる説明会 古峨正人 

8.30～ 31 第 40回長崎教区 仏教保育講座  岩下志穂 

9.2 長崎県保育協会  保育士研修会Ⅲ 坂恵美里 

9.27 長崎県保育協会  給食担当者研修会 浦上佐紀子 

9.29 長崎県保育協会  保育士研修会Ⅳ 渡邊和美 

10.16 佐世保市保育会  給食部会研修会  浦上佐紀子 

10.30 長崎県保育協会 看護師研修会  小林  里子  

11.8 佐世保市保健所    調理担当者実技研修会 浦上佐紀子 

11.11 佐世保市保育会 給食部会・研修委員会合同研修会 林田陽子 

浦上佐紀子 

11.21～ 22 長崎県保育協会 第 44回長崎県保育研究大会 武藤美代子 

11.27 佐世保市保健所 給食施設従事者食品衛生講習会  浦上佐紀子 

11.28 長崎教区保育連綿 主任保育士研修会 武藤美代子 

H 2 7 . 2 . 1 8  佐世保市保育会  給食部会研修会 浦上佐紀子 

 

９  苦情処理受付状況 

    意見・要望・苦情・不満 受付件数 ０件  


