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平成２９年度 社会福祉法人むろまち会 池坊保育園 事業計画書 
  
 

１、 事業計画の趣旨 
開園より 5 年目を迎え、園児数・年間行事等が落ち着いてきました。それでも乳児の入園希

望者が依然として多い為、京都市の待機児童問題の解消にはまだ時間を要する事が感じられま

す。池坊保育園は池坊学園の施設内で運営をしている為、短大の施設を利用させてもらえる利

点はありますが、既存の建物からの改装の為、保育をする上では問題がないものの、施設面で

不自由を感じる点があり、安全面からもより快適な空間にしていくように変更していきたいで

す。その中でも特に、緊急時に保育園内だけで使える園内放送の設置をしたいと考えています。

その他、修繕や改修の対策費、備品、玩具や保育用品全般をチェックし、必要に応じて買い足

し・買い直しをしていきたいと思います。また、保育士のさらなるスキルアップの為に園外の

研修会への参加だけでなく、池坊短期大学の先生方による園内研修も充実していきたいと思い

ます。 
 
２、 今年度の重点目標 

（１） いけばなを通して 
・礼儀作法、自然を大切にする心、感謝する心を育てる。 
・季節に応じたお花に触れ、お花を通して四季の移り変わりを感じる。 

（２）ホームページでの情報提供の充実 
（３）各行事活動の推進 

・いけばな ・いけばな展の見学 ・こどもの日の集い ・春の遠足（幼児のみ） 
・感謝の日のプレゼント製作 ・七夕の集い ・おたのしみほいく（５歳児のみ）  
・夏祭り（保護者会主催） ・親子で楽しむいけばな ・プール遊び ・家族の集い  
・運動会 ・作品展 ・いもほり遠足（幼児のみ） ・クリスマス会 ・節分  
・陶芸教室（５歳児のみ） ・節分の集い ・茶道体験（５歳児のみ） ・音楽観賞会  
・生活発表会 ・お別れ遠足（幼児のみ） ・ひなまつり ・卒園式 

（４）各係による活動内容 
・写真 ・食育 ・園芸 ・絵画造形 ・防犯防災訓練 ・掲示 ・壁面装飾  
・特別支援 ・ホームページ ・保健衛生  

  （５） 園内研修 
      ・池坊学園の先生方による研修会の充実を計る。 
  （６） 茶道体験のあり方について検討する。 
  （７） リトミックのあり方について検討する。 
  （８） 職員の雇用形態を見直し検討する。 
 
３、 年間行事計画 

園児はもちろん保護者の方にも参加して頂ける行事に取り組み、年間を通して共に成長が喜

び合えるようにしていきます。 
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 保育園の主な行事 保護者が参加する行事 

 ４月 入園式並びに進級式 

クラス懇談会 

春のいけばな展見学(４歳児～)・５歳児の作品出瓶 

椎の木会（保護者会）総会  

入園式並びに進級式 

クラス懇談会 

 

椎の木会総会 

 ５月 こどもの日の集い 

春の遠足（３歳児～） 

 

６月 歯科検診（２歳児～） 

耳鼻科・眼科検診・尿検査（３歳児～） 

おたのしみほいく（５歳児のみ） 

 

 

 ７月 七夕の集い 

プール開き  

祇園祭り見学 

 

 ８月 夏祭り（椎の木会主催）・親子で楽しむいけばな  

プール終い 

夏祭り・親子で楽しむいけばな 

 ９月 家族の集い（保育参観・給食試食会） 家族の集い 

１０月 運動会 

いもほり遠足（予定） 

消防音楽隊（予定） 

運動会 

１１月 旧七夕会（全国池坊華道展）見学（３歳児～） 

作品展 

 

１２月 

 

クリスマス会  

親子で楽しむいけばな 

 

親子で楽しむいけばな 

 １月 陶芸教室（５歳児）  

２月 節分の集い（豆まき）  

茶道体験（５歳児のみ） 

生活発表会 

 

 

生活発表会 

３月 ひな祭り  

お別れ会 

お別れ遠足（幼児） 

卒園式（４・５歳児） 

終業式 

 

 

卒園式（５歳児保護者） 

○ 毎月、誕生会・身体測定・避難訓練を行います。 

○ 内科検診は、年６回（４・６・８・１０・１２・２月）のうち、４回受診となります。各学年

の日程は、園だよりでその都度お知らせいたします。 

○ 平安高校吹奏楽部の音楽鑑賞会に参加します。（４歳児～） 

○ 各クラス年間６回程度リトミック指導 
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４、 保健・環境について 
   保護者と連絡を密に取り、体調の変化などを伝えあいながら良好な健康状態を保てるように

心掛けていきます。また、感染拡大防止の為の情報提供をし、年間を通して定期的に内科検診

や以下の検診を行っていきます。 
（１） 身体測定 ： 全園児 毎月 
（２） 内科検診 ： 全園児 年間４回 
（３） 歯科検診 ： ２歳児以上児 年１回 
（４） 検  尿 ： ３歳以上児 年１回 
（５） 耳鼻科検診 ： ３歳以上児 年１回 
（６） 眼科検診 ： ３歳以上児 年１回 
（７） 職員健康診断 ： 全職員 年１回 
（８） 職員検便 ： 調乳に携わる職員 毎月１回 
（９） 職員のインフルエンザ予防接種 ： 全職員 冬季１回 
（10） 環境・衛生 
   ①全館完全空調完備ではあるものの、気候や気温・園児の状況に合わせて調整をする。 
   ②毎日消毒清掃を実施。週末は、より丁寧に消毒を行う。 
 
５、 給食 

業者委託により、安心安全な食材の調達と衛生管理、完全給食を実施しています。また、以

下の事項を推進していきます。 
（１） 誕生会・行事に合わせたメニューや盛り付けの提供 
（２） 医師が診断した指示書を元にアレルギー除去食・代替食の実施（一部対応できない食材有り） 
（３） 栄養士・調理士・保育士による給食会議を月 1 回実施 
（４） 食材産地に関する情報を提供 
（５） 毎月給食だより・給食レシピを配布 
（６） 年１回保護者の試食会を実施 
（７） ミルクはアクアクララ（ウォーターサーバー）を使用 

 
６、 急病やケガの対応 

 万が一急病やケガが起こってしまった場合は以下の対応を行います。 
（１） 発熱の場合 

① ３７．５℃を目安に体温の変化をこまめにみて、下がりそうもなさそうな場合は、保護者に

その旨を連絡し、お迎えを依頼する。 
② 伝染病が疑われる場合や高熱や激しい下痢又は嘔吐等の場合は即時に他の園児と隔離し、保

護者への連絡を取って病院へ受診してもらう。 
（２） ケガの場合 

応急処置をし、病院への受診が必要と判断した場合は、すぐに保護者へ連絡し、原則保護

者の許可を取ってから、速やかに病院で受診する。（急を要する場合や連絡がつかなかった

場合は園で判断し、事後報告する。） 
（３） その他 
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 万が一の為、障害保険に加入 
① 日本スポーツ振興センター 
② AIU 損害保険株式会社に賠償責任保険 

 
７、 職員会議及び職員研修 
   今年度も次の通り職員会議及び研修を実施します。 
（１） 月２～４回リーダー及び幹部会議 
（２） 月１～２回の職員会議・乳児会議・幼児会議及び共通理解事項の確認 
（３） 各事業及び行事の担当者による会議と全体への報告 
（４） 園内研修の実施 
（５） 下京保育研究会および様々な研修会への参加と、参加出来なかった職員への報告 
 
８、 防災・防犯・安全について 
   防災・防犯・安全管理についての組織を体系化し、より実効あるものとします。その上で次

の事項について推進します。 
（１） 毎月１回の防災および防犯の避難訓練を実施 
（２） 登降園場所の自動ドアにテンキーを設置および定期的に暗証番号を変更することにより防

犯対策を重視 
（３） IC を使って登降園時間を管理 
（４） 保育施設は比較的安全な耐震構造となっているが、万が一の場合を考えて避難方法等を検討 
（５） 防災対策行動の点検と実際の持ち出し袋等について、各クラスに検討 
（６） 消防署への通報および消火訓練の実施 
（７） 事故防止の為、ヒヤリハット報告と共通認識を図る 
 
９、 施設受入体制 
（１）代表者 ： 社会福祉法人 むろまち会   理事長 岡 稔晴 
（２）施設長 ： 池坊保育園  園長 前田 順子 
（３）定 員 ： １１０名 
   クラス編成（平成２９年３月１４日現在） 

 クラス名 年齢区分 ２９年度の予定人数 ２８年度の人数 
乳

児 
すずらん 
たんぽぽ 

ちゅうりっぷ 

０歳児 
１歳児 
２歳児 

９名 
２０名 
２４名 

１２名 
２０名 
２４名 

幼

児 
 

さくら 
ゆ  り 
ひまわり 

３歳児 
４歳児 
５歳児 

２３名 
２２名 
２２名 

２３名 
２３名 
１９名 

合   計 １２０名 １２１名 
    
（４） 保育時間（月～土） ： 短時間保育  ８時３０分～１７時の間で８時間の設定 
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            標準時間保育 ７時１５分～１８時１５分の間で設定 
（５） 休園日 ： 日曜・祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

      その他臨時休園   
①伝染病が発生し、またその恐れがある場合 

       ②風水害発生により特別警報、暴風警報、または暴風警報が発令された場合 
（６） 家庭保育協力日 ： 祇園祭（宵々山、宵山の午後から） 

          池坊学園集中メンテナンス（８月１３日～１６日） 
          年始（１月４日）、年度末 

（７） 入園対象児 ： 生後６ヶ月～６歳（就学前）まで 
（８） 嘱託医 ： 内 科  井上内科（小児科） 

      歯 科  初岡歯科 
      眼 科  大熊眼科 
      耳鼻科  水越医院 
 


