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平成 29年 度 事業実績報告

平成29年度における事業の実績は、次のとおりである。

I 法人運営

1 理事会

(1)平成 29年 4月 18日 開催

① かわい保育園前期末支払資金残高の取崩について

② まちの保育園屋根防水改修工事請負契約の締結について

(2)平成 29年 5月 31日 開催

① 理事長の職務執行状況について

② まちの保育園屋根防水改修工事契約状況について

③ 平成28年度事業実績報告書及び決算報告書の承認について

④ 次期役員の推薦について

⑤ 役員等報酬規程の制定について

⑥ 定時評議員会の招集について

(3)平成29年 6月 15日 開催

① 理事長の選定について

(4｀)平成29年 11月 20日 開催

① 理事長の職務執行状況について

② 県指導監査の実施状況について

③ わじまミドリ保育園照明器具の取替え工事について

④ 平成 29年度資金収支予算の補正 (第 1次 )に ついて

⑤ 育児・介護休業等に関する規則の一部改正について

(5)平成30年 3月 15日 開催

① 平成 29年度資金収支予算の補正 (第 2次)に ついて

② 平成30年度事業計画及び資金収支予算について

(6)平成30年 3月 30日 開催

① 平成29年度資金収支予算の補正 (第 3次 )に ついて

2 評議員会

(1)平成29年 6月 15日 開催

① 平成 28年度事業実績報告について

② 平成 28年度決算報告書の承認について

③ 次期理事・監事の選任について

④ 役員等報酬規程の制定について



監査

(1)平 成 29年 5月 26日
(2)平 成 29年 9月 7日 ・ 1

監事による監査

0月 12日  県による指導監査

施設運営

まちの保育園 (定 員 30名
0歳児  4名
1歳児   5名
2歳児   5名
3歳児  11名
4歳児   1名
5歳児   6名  計  3

かわ い保育園 (定 員

0歳児  14名
｀1歳児  19名
2歳児  18名
3歳児  17名
4歳児  16名
5歳児  18名

2名

0年 3月 末園児

①園長

②主任保育士

③保育士

④調理員

⑤保育補助

⑤パー ト

嘱託医 2名  小児科医 松下  元 先生

歯科医  広江 雄幸 先生

職員数 )

1名

1名

4名

1名

1名

3名  計 11名

103名  30年 3月 末園児・

①園長

②主任保育士

③保育±  1
④保育補助

⑤調理員

計 102名 ⑥パー ト

職員数 )

1名

2名

4名

2名

3名

3名  計 25名

嘱託医 2名  小児科医 松下  元 先生

歯科医  矢間 秀樹 先生

わ じま ミ

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

ドリ保育園

16名
19名
29名
28名
22名

(定 員 16 0名  30年 3月 末園児 口職員数)

①園長    1名
②副園長   1名
③主任保育± 2名
④保育±  20名
⑤調理員   3名
⑥保育補助  2名33名  計 147名
⑦パー ト 9名  計 38名

ヽ
げ



嘱託医 2名  小児科医 川崎  文 先生

歯科医  南  正史 先生

Ⅲ 安全・衛生管理の確保

○避難訓練 (毎 月 1回 実施 )

○保守点検 (消 防設備  2回 実施 )

○固定遊具の点検 (毎 月実施 )

○飲料水の点検 (残留塩素の測定 )

○救急用具 防火設備器具の点検

○ プールの点検 (使用時は毎 日実施 )

○調理室の点検 (毎 日 1回実施 )

Ⅳ 健康管理

身体測定  月 1回実施

健康診断 内科検診  5月 日11月

歯科検診  5月 日11月

フッ素洗口  週 5回 (4・ 5歳児 )

尿 :焼虫検査

職員健康診査  年 1回

V 年間行事 別紙の とお り

Ⅵ 職員研修

初任保育士研修

子育て支援 コーディネーター養成研修

各種研修会への参加

園内研修 (随時 )

3



H29年度 事業報告書

＼ まちの保育園 ※は、保護者も参加します。

事業活動 食育活動

4月

入園の集い (3日 )

進級おめでとう会(3日 )

交通安全指導 (13日 )

お花見会 (19日 )

0保護者役員会 (19日 ) ・ジャガイモ植え(5日 )

・よもぎ摘み(25日 )

5月
内科検診 (11日 )

いちご狩り30405歳児 (12日 )

ちびっこ☆プルルヘGo!(5歳児)161

ぎょう虫 尿検査 (26日 )

親子運動会 (27日 )※

・ほうば飯作り(15日 )

・夏野菜の苗植え(22日 )

(モロッコ・ピーマン・ナス・キュウリなど)

6月

市民祭り参加 30405歳児 (3日 )※

歯科検診 (8日 )

すこやか運動会30405歳 (29日 )

さつまいも苗植え(10日 )※

たまねぎ収穫 (8日 )

よもぎ餅クッキング405歳児 (28日 )

梅シロップ作り405歳児

7月

七夕会・保育参観 0参加 (7日 )・わく・ワーク職場体験2名 中学生(25～ 27日 )

水あそび プールあそび(19日
´

訪問コンサート(21日 )

保護者役員会 (26日 )

除草作業 (保護者)(29日 )          __

0流しそうめん(26日 )

・ジャガイモ収穫 (18日 )

8月 夏まつり(4日 )※

保育園開放 (9日 )2組参加

保育所訪問 (西 田先生)(21日 )

・夏野菜カレークッキング(8日 )

・ブロッコリーの苗を植える(23日 )

9月

ALT英語405歳児(1日 )  ・詩吟 (4.5歳児)(22日 )

図書館訪問30405歳児 (7日 )0親子バス遠足 (30405歳児)(27日 )

思いやり絵本 3・ 4・ 5歳児 (15日 |・ 歩き遠足 (0。 1.2歳児)(27日 )

実習生受け入れ (釜谷 10日 間・中学生とのふれあい交流会(28日 )3年生27

・白玉団子クッキング30405歳児 (6日 )

・お月見会 (6日 )

10月

総合避難訓練 (16日 )   ・内科検診 (19日 )

人形劇観賞3・ 4・ 5歳児(12日 )か永・歯科検診 (26日 )

詩吟 405歳児 (11日 )   ・里山こども園(405歳児)(25日 )

就学時健康診断5歳児(5日 )・ハロウィンごっこ(31日 )

お茶会405歳児 (18日 )

・芋ほり 芋汁会 (14日 )※

11月

町野地区文化祭作品出展 に.5F

町野地区文化祭出演(5日 )※

保育園開放 (10日 )1組参加

お茶会 4・ 5歳児 (15日 )

詩吟 4・ 5歳児 (15日 )

・勤労感謝職場訪問 (22日 )
0さつまいもクッキング (14日 )

5歳児 (スィートポテト))

・たまねぎの苗を植える

12月

発表会 (2日 )※

お茶会405歳児 (13日 )

クリスマス会 (22日 )町野駐在所 (山本 )

0親子クッキング(4・ 5歳児親子)(6日 )※

・もちつき会 (15日 )

(公民館 婦人会 消防の方の協力〉

12名 参力日

1月

ALT英語5歳児(11日 )スティーブン先生

お茶会5歳児 (17日 )水 口先生宅で

餅つき(25日 )

卒園記念写真撮影 (31日 )

七草がゆ作り(5歳児 10日 )

餅つきクッキング(5歳児 25日 )

お弁当ごつこ(30日 )

2月

豆まき会 (3日 )     ・保育所訪問 (19日 西田先生)

お茶会405歳児(14日 )   ・進級説明会 (26日 2歳児 )

町野小学校体験入学 (20日 )・ 町野小学校との情報交換会(28日 )

親子親睦会 (お茶会5歳児)(24日 )※

3月

ひな祭り会 (2日 )

お別れ会 (8日 )

お別れ給食 (22日 )

・卒園式 (23日 )

・離任式 (31日 )

※ ・ひな祭り会食 (2日 )

0お別れ給食 (22日 )

*誕生会口避難訓練・消火訓練口身体計測は毎月行つています。
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平成 29年度 年間行事実績         かわい保育園

事業活動 食育活動

4月 (3日 )入所のつ どい※

(5日 )曳山まつ り (12日 )お花見会

(20日 )よ もぎ摘み

5月 (11日 )歩き遠足 (1～ 5歳児 )

(16日 )内科検診 (22日 )プール体験(5歳児 )

(26日 )燒虫 0尿検査 (30日 )歯科検診

(2日 )子どもの日ランチ

(17日 )旬の食材味噌汁づくり

(25日 )餅 つき会 (よ もぎ入 り)

6月 (3日 )市祭参加 (5歳児)

(14日 )図書館館訪問 (28日 )夢知遊 (お話会 )

(30日 )保育参加 (4。 5歳児 )

(1日 )ほ う葉飯作 り

(2日 )夏野菜苗植え

7月 (6日 )ふ るさと能登施設慰問 (5歳児)

(7日 )七夕会   (10日 )県民一斉防災訓練

(19日 )プール開き

(20日 )ケーブルTV撮影

(19日 )流 しそ うめん

(25日 )ク ッキング (夏野菜カレー作 り)

(28日 )ス イカ割 り

8月 (1日 ～10日 )水あそび プールあそび

(1日 )新お仕事体験

(8日 )かわいフェスタ (夏祭 り)

(10日 )福祉大会参加 (5歳児)

(31日 )ク ッキング (夏野菜ピザ)

9月 (1日 )保育園開放  (6日 )ALT(5歳児 )

(14日 )夢知遊 (4。 5歳児)(1～ 9日 )個人面談会※

(24日 )社 会体育大会 (5歳児 )

(29日 )ク ッキング (新米おにぎり作 り)

10月 (4日 )お月見会 (12日 )人形劇 (4.5歳児)

(13日 )総合訓練 (18日 )焼虫・尿検査

(21日 )親子運動会※

(27日 )親子バス遠足 (3。 4。 5歳児)※

(27日 )歩 き遠足 (1。 2歳児)(31日 )ハ ロウィンごつこ

(4日 )お月見会

(27日 )試 食会 (0歳児 )

(31日 )ク ッキング (か ばちゃ入リホットケーキ)

11月 (6日 )河井小コンサー ト (5歳児 )

(8日 )歯科検診  (10日 )保育参加 (3歳児 )

(15日 )七五三ごっこ (20日 )内科健診

(22日 )夢知遊 (お話会)

(8日 )枝豆の乾燥作業

(10日 )試食会 (3歳児)

(13日 )ク ッキング (さ つまいもパイ)

12月 (2日 )発表会※

(22日 )ク リスマス会

1月 (4日 )新年の集い (9日 )ALT(12日 )保育園開放

(16日 )輪島スタンプ抽選会 (5歳児 )

(23日 )通報訓|1練

(5日 )ク ッキング (七草がゆ作 り)

(16日 )おせち御膳会食 (5歳児 )

(25日 )も ちつき会

2月 (2日 )豆まき会  (7日 )卒園写真撮影

(16日 )親子お茶会 (5歳児)※

(28日 )体験入学 (5歳児 )

(9日 )ク ッキング (ハ

゛
レンタインカッフ

゜
舛キ)

3月 (1日 )入園説明会※ (2日 )ひなまつ り会

(14日 )人形濠J(20日 )お別れ会 (23日 )卒園式※

(31日 )離任式

(13日 )ク ッキング (フルーツゼ リー)

(20日 )お別れ会食

※印は保護者参加の行事です。

誕生会・身体測定・避難訓練は毎月行いました。



【わじまミドリ保育園】

H29年度事業実績 食育活動

4月

3日 :入園のつどい※     20日 :入園おめでとう会

4日 :曳山まつり(5歳児)  21日 :保護者役員会

26日 :ベビーマッサージ (支援室たんぽぽ)

21日 :よもぎ摘み

5月

10日 :子どもの日の集い   17日 :図書館招待

15日 :内科検診       19日 :ぎょう虫、尿検査

26日 :親子バス遠足 (3。 415歳児)※ 19日 :ちびつこプルル

19日 :アイシングクッキーづくり(支援室たんぽヤ並 ____

12日 :さつまいもの苗植え(食セミナー)

11日 :餅つき会

13日 :夏野菜植え(き ゅうり なす ピーマン等)

6月

3日 :市祭参加 (4歳児)   5日 :歯科検診

21,29日 :保育参加 (4、 5歳児)※

13日 :離乳食教室 (支援室たんぽぽ)

2日 :クッキング (ほう葉飯 )

8日 :セレクトメニュー (ポテトサラダ・サンバンサー)

7月

7日 :七夕の集い

10日 :シェイクアウト参力日   20日 :プール開き

13日 :ママは美容師 (支援室たんぽぽ)

27,28日 :中学生職場体験受け入れ(ワクワー生

19日 :流しソーメン★

適宜 :夏野菜収穫

11日 :ジャガイモ掘り

13日 :セレクトメニュー (フルーツ)

8月

4日 :ビバ☆なつ祭り★

プール遊び (～ 10日 )

21日 :保護者役員会

23日 :タッチセラピー&セルフケア (支援室たんぽぽ)

22日 :クッキング(フライドポテト)

29日 :カレークッキング&パーティ

9月

3日 :保護者園庭等草刈り※

6日 :保育参加 &すみれランチの会※

10日 :三世代交流(5歳児)※  30日 :親子運動会★

20日 :音楽で遊ぼう(支援室たんぽぽ)    __

1日 :大根種植え

10月

12日 :人形rll鑑賞      24～ 26日 :内科・歯科検診

18日 :ぎょう虫、尿検査    31日 :園 開放

20日 :歩き遠足 (1～ 5歳児) 31日 :ハロウィン

随時 :就学児健康診断 (5歳児1就学児健康診断 (5歳児 )

20日 :親子でスキンシップヨガ (支援室たんぽぽ)   _

4日 :お月見クッキング (白 玉だんご)

11月

8日 :サークル夢知遊

21日 :勤労感謝職場訪問

21日 :クリスマスツリー作り(支援室たんぽぽ)

9日 :セレクトメニュー (チキンカツ・タラフライ)

7日 :食セミナー

15日 :クッキング(かばちゃスープ)___

12月

6日 :発表会 (0～ 5歳児)  12日 :総合訓練

13日 :思いやり絵本読み聞かせ

22日 :クリスマス会

11日 :マアサさんのお話会 (支援室たんぽぽ)

1日 :大根の収穫

2日 :大根スティック

18日 :クッキング (干し芋つくり)

20日 :クッキング (ホットケーキ)

1月

4日 :新年おめでとう会    10,17日 :お茶会(5歳児)

4日 :ALTと活動しよう

17日 :紙粘土でおひな様づくり(支援室たんぽぽ)

5日 :七草がゆクッキング

10日 :餅つき会★

2月

2日 :まめまき会★      7,14,28日 :お茶会 (5歳児 )

7日 :卒園写真撮影     15日 :保護者役員会

進級予定小学校学校訪問 (5歳児 )

19日 :0歳からの親子体操 (支援室たんぽぽ)

19日 :セレクトメニュー (サンドイッチ)

28日 :クッキング(ピザ)

3月

2日 :ひな祭り会       6日 :親子読書講座※

2日 :入園説明会      13日 :お別れ会

23日 :卒園式及びお祝いの会

7日 :タッチセラピー&セルフヒーリング (支援室たんぽぽ)

13日 :おわカレー

30日 :ジャガイモ植え

*身 体計測 ・ 避難詞1練 ・ 消火訓練 。お誕生会は毎月行いました。

*※ は保護者参加、★は保護者協力行事です。
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