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平成 29 年度の保育事業についての総括(反省と評価も含め) 
 

江刺保育園 園長 遠藤清賢 
 

本部事業について 
 社会福祉法人法が改正された初年度のあたり、理事、監事の選任、評議員会の設置、定款の変更
等、29 年度初めはかなり慌ただしい時を過ごしましたが、各役員適任者を選任でき感謝しておりま
す。制度が変わり、各役員の役割、責任が明確になり、その働きは益々重要になっています。特に
監事は理事会、評議員会、監事監査、など法人全ての事業に重要な働きが求められています。当初、
役員報酬「なし。」と言うことで始まりましたが、奥州市(所轄庁)の指導監査に於いて要望として
指摘された報酬規程を改める件について、市の要望通り、定款を変更し、新たに報酬規程を改め、
報酬と旅費を明確に区別し、役員報酬を支給することにしました。従って、報酬に関しては源泉を
徴収し平成 30 年度より報酬は役員報酬として本部会計に計上されます。本部会計は施設会計から
の繰入により昨年度より繰越金が増額になっています。理事会 5回、監事監査 4回、評議員会 2回
行われました。 
 
施設事業について 
 経理運営について、計算書類を、WAM ネットを通じて厚生労働省に通知し情報開示を行うことに
なり、財務諸表を国の様式に従って作成しました。また職員給与の処遇改善がさらに進められてい
ます。江刺保育園は職員経験年数が 15 年以上であるためチーム保育加算が年額で約 500 万円支給
されています。その全額が処遇改善と共にチーム保育加算として処遇改善に当てられています。そ
のため人件費が昨年度より約 1000 万円増額になりました。平成 30 年度より処遇改善Ⅱを申請して
いますのでさらに処遇改善は進められます。決算は繰越金が昨年度より 250 万円減額になりました
が、平成 28年度分のチーム保育加算額約 400 万円を繰越し、それを平成 29 年度精算したために減
額になっています。現状は人件費だけがバブルのように膨らんでいます。事業費、事務費は現状維
持のままです。保育士の給与が増額されることは大切な事ですが、財源が無い中でこの状態がいつ
まで続けられるのか不安を感じています。 
 保育に関しては途中入園希望者が多くなっています。現状では保育士数、施設の広さによって 90
名が限度です。平成 29年度も入園希望に応じられない状況が続いています。平成 30年は、職員が
減り、乳児の入園が多くあり 4月時点でもうすでに途中入園に応じられない状況になっています。
保育内容については平成 30 年より保育指針が新たになり、その内容について研修を重ねてきまし
た。保育園の働きはより重要になり、子どもの成長を支える働きに加え、家庭、家族支援、そして
社会経済においても重要な役割が求められています。また、子どもたちの非認知的能力の獲得が求
められています。その重要性があらためて確認され、私たちが創立当初から行ってきた「人を愛し、
人に愛される」という精神がその原点にあることを確認することが出来た年度でもありました。保
育園職員として働くためには、各技術以上に心身一体となった意志と行動力がさらに求められる社
会となっています。保育は高度なチームワークが絶えず求められます。保育園職員は、強い意志と
行動力そして他者の思いを受け入れることができる柔軟な人間性が求められています。保育園職員
の働きはさらに複雑で難しい働きとなっています。ただ単に保育技術が優れているだけでは保育施
設の職員は務まらない程、保育の働きはより高度で難しい働きになっています。保育理念に沿った
保育対応が出来るように更なる努力が求められています。その期待が処遇改善に繋がっていること
を私たちは自覚しなければなりません。平成 29年度は足りない部分に気付かされる年度であった
と思います。 

子育て支援事業は会場を 2カ所とし、サークル活動も充実し、より多くの方々に利用して頂きま
した。平成 29 年度より新たに始めた社会貢献事業は放課後孤独の中で過ごしていた子どもたちに
有意義な時間を提供し、小学校、保護者との連携をより深め、事業を進めることが出来ました。 

神様のお支えに感謝し、新たな時も変わらない神様の祝福がありますよう祈ります。各役員の皆
様に、各職員一人ひとりの働きに心から感謝いたします。 
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2017 年度(平成 29 年度)江刺保育園本部事業報告 
 

1．評議員会報告 
第 1回評議員会（定時評議員会）6月 9日(金) 14：00～15：00 於：江刺保育園 2 階事務室 
出席 評議員 4名  
   役員 理事 3名 
   傍聴者 1名 
欠席 なし 

  報告事項 
平成 28 年度江刺保育園事業報告及び保育の現況について 

協議事項 
議案 1．平成 28年度決算時の計算書類及び財産目録の承認について 
議案 2．江刺保育園理事の選任について 
議案 3．江刺保育園監事の選任について  
議案 4．江刺保育園理事及び監事並びに評議員の役員報酬規程について 
議案 5．江刺保育園理事及び監事並びに評議員の旅費等支給規程について 
議案 6．江刺保育園社会福祉充実計画について 
議案 7．その他  

 
第 2 回評議員会（定時評議員会）10月 7 日(土) 10：00～12：00 於：江刺保育園 2階事務室 
出席 評議員 4名  
   役員 理事 2名 監事 2名  
欠席 なし 

  報告事項 
平成 29 年度江刺保育園現況報告について 

協議事項 
議案 1．江刺保育園定款の変更について 
議案 2．江刺保育園理事及び監事並びに評議員、等の役員報酬規程変更について 
議案 3．江刺保育園理事及び監事並びに評議員、等の旅費等支給規程変更について 
議案 4．その他            
 

2．理事会報告 
第 1回理事会 5月 25 日(木) 14：00～15：30 於：江刺保育園 2階事務室 
出席 理事 7名、監事 1名  
欠席 監事 1名（酒勾節雄監事） 

  報告事項 
・保育の現況報告 
・第 1回監事監査報告について 
・理事長専決による工事、物品購入について 
協議事項 
議案 1．平成 28年度最終補正予算について 
議案 2．平成 28年度本部及び施設事業報告について 
議案 3．平成 28年度本部及び施設会計決算の認定、決算監査報告について 
議案 4．前期期末資金支払残高の取り崩しについて 
議案 5．本部会計への繰入について 
議案 6．経理規程の改正について 
議案 7．評議員会に推薦する役員等の確認について 
議案 8．その他 評議員会、及び次回監事監査、理事会の開催日程について 
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第 2 回理事会 6月 9 日(金) 15：00～15：30 於：江刺保育園 2 階事務室 
出席 理事 6名、監事 1名、事務員 1名（進行役） 
欠席 監事 1名（酒勾節雄監事） 

  報告事項 
・評議員会の報告 
協議事項 

議案 1．理事長の選出について 
議案 2．江刺保育園の選任について 
議案 3．第 3者委員の委嘱について 
議案 4．会計責任者、出納職員の任命について 
議案 5. その他 次回理事会、及び監事監査の開催日程について 
 

第 3 回理事会 8月 10 日(木) 14：00～15：05 於：江刺保育園 2階事務室 
  出席 理事 6名、監事 2名 
  報告事項 
  ・保育の現況報告 
  ・耳下腺炎の拡大について 
  ・夏まつりについて 
  ・工事関係について 
  ・奥州市法人本部指導監査報告について 
  ・監事監査報告について 
  ・使用済みオムツ、その他のゴミ処理について 
  協議事項 
   議案 1．平成 29年度施設会計第 1回予算補正について 

議案 2．定款細則の訂正 
議案 3．定款の変更、役員報酬規程、支給規定及び定款の変更について 
議案 4．その他 次回監事監査、及び理事会の開催日程について 

  
第 4 回理事会 1月 13 日(土) 16：00～17：10 於：ホテルニュー江刺本館 

  出席 理事 6名、監事 2名 
  報告事項 
  ・保育の現況報告 
  ・使用済みオムツの処理状況について 
  ・9月～12月の主な行事について 
  ・理事長専決業務 
  ・工事関係報告 
  ・第 2回評議委員会報告 
  ・監事監査報告 
  協議事項 
   議案 1．平成 29年度施設会計第 2回予算補正について 

議案 2．奥州市地名変更に関わる定款変更について 
議案 3．処遇改善費の支給について  
議案 4．その他 次回監事監査、及び理事会の開催日程について 

 
第 5 回理事会 3月 27 日(火) 14：00～15：00 於：江刺保育園 2階事務室 

  出席 理事 6名、監事 2名 
  欠席 なし 
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  報告事項 
  ・保育の現況報告 
  ・1月から３月の主な行事について 
  ・職員人事について 
  協議事項 
   議案 1．平成 29年度施設会計第 3回予算補正について 

議案 2. 平成 30年度事業計画について 
議案 3．平成 30年度事業計画について  
議案 4. 平成 30年度予算(案)について 
議案 5. 給与規程の改正について 
議案 6. その他 

 
3．理事長業務報告 

第 1回 平成 29年 4月 1 日(土) 14：00 より 辞令交付執行(理事長欠席のため邑原宗男監事代理) 
第 2 回 平成 29年 6月 9 日(金) 14：00 より 第１回評議員会(定時評議員会)出席 
第 3回  平成 29年 7月 25 日(火) 10：00 より 保育業務の確認と奥州市指導監査立会 
第 4回 平成 29年 9月 6 日(水) 10：00 より  保育業務の確認と岩手県指導監査立会 
第 5回 平成 30年 1月 12 日(金) 14：00 より 第 4回理事会打合せ 
第 6回 平成 30年 4月 2 日(月) 14：00 より 辞令交付執行 
第 7回 平成 30年 4月 26 日(木) 13：00 より 平成 29 年度決算確認 

  その他、理事会毎(年 5回)に施設業務内容を確認しています。 
 
4．監事監査 
 第 1回監事監査 

監事 2名 邑原宗男監事、酒勾節雄監事  立会：園長、主任保育士（出納係） 
5 月 12 日(木) 10：00～15：00 於：江刺保育園 2階事務室 
監査内容 平成 28 年度決算監査 平成 28 年度事業内容監査 
監査結果 
監事からの意見及び指摘事項 
1 月から 3月までの決算監査 
① よく整理されている。 
② 奥州市からの委託料の支給はもっと早く支給されることを希望する。 
平成 29 年度決算は概ね良好であるが、監事としての意見が以下の通り添えられている。 
① 江刺保育園本部会計拠点区分において、事業費支出が予算不足になっているので補正する

こと。 
② 本部会計において資金が減少しているので、理事会で協議し繰入等の対処を検討すること。 
③ 財産目録の住所、面積に誤りがあるので訂正すること。→指摘の通り訂正した。 
④ 会計諸帳簿はよく整理されている。 
⑤ 利用児童の保育記録、成長記録、保護者向けおたより等、よく整備されており職員の努力

が伺われる。 
上記の意見に対しての改善事項 
① 指摘の通り予算を補正した。 
② 5 月 25 日の理事会にて検討し施設会計より 45万円繰入をした。 
③ 財産目録の住所、面積に誤りがあるので指摘の通り訂正した。 

 
第 2 回監事監査 

監事 2名 酒勾節雄監事、千葉洋子監事  立会：園長、主任保育士（出納係） 
8 月 5 日(土) 10：00～12：00 於：江刺保育園 2階事務室 
監査内容 平成 29 年度 4月～6 月の決算監査 平成 29 年度 4月～6月の事業内容監査 
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監査結果 
監事からの意見及び指摘事項 
・各会計の処理は正確であり、意見及び指摘事項は特になかった。 
 

第 3 回監事監査 酒勾節雄監事、千葉洋子監事  立会：園長、主任保育士（出納係） 
10 月 28 日(土) 13：00～15：00 於：江刺保育園 2階事務室 
監査内容 平成 29 年度 7月～9 月決算監査 
監査結果 
監事からの意見及び指摘事項 
・特になし、適切に運営されていると判断します。 

  指摘に対しての改善状況 
  奥州市における指導監査の助言事項については、評議員会、理事会において改善について決議 
  し、改善しました。 
 
第 4 回監事監査 酒勾節雄監事、千葉洋子監事  立会：園長、主任保育士（出納係） 
4 月 7 日(土) 10：00～11：45 於：江刺保育園 2階事務室 
監査内容 平成 29 年 10 月～平成 30 年 2月決算監査 
監査結果 
監事からの意見及び指摘事項 
・2 月末の収支残額で 3,050,938 円のマイナスとなっているが、当初処遇改善費を人件費とし
て予算計上しなかったための結果であることを確認。今後は適正な予算を計上するように希望
する。 

  指摘に対しての改善状況 
  ・平成 30 年度には年度内に処理できるように努力したい。 
 
平成 30 年度第 1回監事監査 酒勾節雄監事、千葉洋子監事 立会：園長、主任保育士（出納係） 
4 月 28 日(土) 10：00～12：00 於：江刺保育園 2階事務室 
監査内容 平成 29 年度決算監査、平成 29 年度事業内容監査 
監査結果 
監事からの意見及び指摘事項 
会計処理について特に指摘することはありません。 
決算に関して以下の点を意見として申し述べます。 
① 29 年度決算は、当期支払資金残高は前年度と比較し 240 万円減額になっているが、平成

28 年度分のチーム保育加算を平成 29 年度に繰越、処遇改善費として職員に支給したため
に減額になっていることを確認しました。支給する時期が明確に定められてはいませんが
出来るだけ年度内に処理することが望ましい。 

② 平成 29 年度は減価償却のための積立ができなかったので、平成 30 年度に積立ができるよ
うに希望する。 

指摘に対しての改善状況 
・平成 30年度には年度内に処理できるように努力したい。 

 
5．2017（平成 29）年度任意監査 

外部監査担当  佐藤晃信税理士事務所 遠藤佳恵 高橋愛美香 
日付 監査員 施設側 監査内容 所見、指摘事項 

4 月 20 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 

園長 
主任 

28 年度 3月会計監査 
現金預金監査 
28 年度決算、財務諸表の整性
の監査 

金額訂正 1件 
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5 月 26 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 

園長 
主任 

29 年度 4月会計監査 
現金預金監査 

振替伝票記入もれ 
1 件 

6 月 15 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 

園長 
29 年度 5月会計監査 
現金預金監査 
固定資産物品現物確認 

特になし 

7 月 7 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 

園長 
主任 

29 年度 6月会計監査 
現金預金監査 

特になし 

7 月 25 日 
佐藤晃信 
高橋愛美香 

理事長 
監事 2名 
園長 
主任 

奥州市指導監査立会 別紙報告 

8 月 7 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 

高橋愛美香 

園長 
主任 

29 年度 7月会計監査 
現金預金監査 

確認事項 2件 

9 月 6 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 

高橋愛美香 

理事長 
監事 2名 
園長 
主任 

岩手県指導監査立会 別紙報告 

9 月 11 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 

園長 
主任 

29 年度 8月会計監査 
現金預金監査 

金額の誤り 1件 
日付訂正 1件 

10 月 12 日 〃 〃 
29 年度 9月会計監査 
現金預金監査 

金額の誤り 1件 
領収書不備 1件 

11 月 16 日 〃 〃 
29 年度 10 月会計監査 
現金預金監査 

日付訂正 2件 

12 月 14 日 〃 〃 
29 年度 11 月会計監査 
現金預金監査 

特になし 

12 月 19 日 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 

〃 年末調整関係資料監査 特になし 

1 月 11 日 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 

園長 
主任 

29 年度 12 月会計監査 
現金預金監査 

金額の誤り 2件 
その他 3件 

2 月 16 日 
佐藤晃信 
遠藤佳恵 〃 

29 年度 1月会計監査 
現金預金監査 

確認事項 1 件 

3 月 16 日 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 〃 

29 年度 2月会計監査 
現金預金監査 

確認事項 2件 

4 月 24 日 
遠藤佳恵 
高橋愛美香 〃 

29 年度 3月会計監査 
29 年度決算監査 

金額の誤り 1件 
伝票の誤り 2件 

5 月 8 日 遠藤佳恵 〃 決算の整合性 
収入科目の訂正 
固定資産耐用年数の
訂正 
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6．2017（平成 29）年度奥州市指導監査 
期   日 平成 29年 7 月 25 日(火) 午前 10時 00 分～午後 2時 
場   所 江刺保育園 2階事務室 
指導監査員 奥州市健康福祉部福祉課地域福祉係長：秋山睦子氏、主任：鈴木圭史氏 
      指導監査専門員：鈴木 宏氏 
施設立会者 理事長：高橋 樸 監事：酒勾節雄、千葉洋子 

       佐藤税理士事務所：佐藤晃信、高橋愛美香  
施設長：遠藤清賢 主任保育士：菊池道世 
 

 口頭による指摘内容 
指摘内容 対処 

1．平成 28 年度理事退任した時の退任手続きについ
て、退任したことを確認できる文書を残すこと。
任期中の退任であるので、委嘱解除等、退任承諾
等の文書が必要であった。 

任期が継続していることになるため、本人が退任
する意思を表す文書が必要である。もう既に決定
されているので今後注意すること。 

2．次回開催日程の決議について日付の他に時間、場
所も決議すること。 

次回より議事録に記録すること。 

3．評議員選任・解任委員会の費用弁償は報酬規程が
定められる前に支給していたので今後注意するこ
と。 

規程が成立する前に費用弁償を支給しているた
め実際は支給根拠が無い。今後注意すること。 

4．評議員に推薦する監事の選出する理事会において
監事半数以上の同意が必要である。当園の場合は
その理事会において監事 1 名が欠席であったので
評議員会に推薦する監事を選出する理事会は監事
2 名出席が必要である。今後注意すること。 

法律によって監事の同意が必要であることが定
められている。既に決定されているので今後注意
すること。議事録の署名は監事が行うので監事の
参加は重要である。 

5．理事に相応しい推薦理由を明確にし、議事録に残
すこと。 

資料としては存在しているが、その内容を議事録
にも記載すること。 

6．固定資産管理場台帳の金額表示に誤りがあったの
で正しく訂正すること。 

正しい明細書を再提出すること。その他の固定資
産の建物を基本財産に移動した。 

7．預金から小口現金に入れる現金は支払伺いではな
く、振替伝票に記載すべきである。 

小口現金によって支払行為をしているのではな
く、振替伝票で処理するのが正しい処理である。 

8．定款細則に於いて基本財産の処分は評議員会の決
議承認は必要である。現行細則はその部分が欠落
しているので訂正すること。 

訂正します。 

検討事項として 
役員報酬規程に於いて費用弁償の支給金額に差
があり、その場合、費用弁償として扱うのは無理
があり、今後の支給については検討が必要であ
る。たとえば全て同額にするとか、報酬として処
理するとか、検討されたい。 

 
役員の報酬に関する定款、報酬規程を見直し変更
します。無報酬を報酬ありとして変更します。 

 
 指導監査結果（8月 8日奥州市より受取） 

口 頭 指 摘・助 言 事 項 
［口頭指摘事項］ 
○法人運営・人事管理等 
1．理事の改選手続きについて（法改正前分） 

平成 29 年１月に行われた辞任に伴う理事の改選において、辞任理事の手続きが適切に行わて
おらず、新たな職務代理者の指名も行われていない。法改正以降は不要となっている部分もあ
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7．2017（平成 29）年度岩手県指導監査報告 

期   日 平成 29年 9 月 6 日(水) 午前 10：00～12：00 
場   所 江刺保育園 2階事務室 
指導監査員 県南広域振興局指導監査課 

   主任：八重樫晴央氏、主事：阿部聡人氏、監査指導専門員：松本正義氏 
   奥州保健所環境衛生課 
   主査獣医師：松尾博昭氏、技師：高橋佳暉氏 

施設立会者 理事長：高橋樸、監事：酒勾節雄、千葉洋子、 
佐藤税理士事務所 佐藤晃信、遠藤佳恵、高橋愛美香、 
施設長：遠藤清賢、主任保育士：菊池道世、栄養士：松本美香 

 
口頭による指摘内容 

監査指摘事項 
① 感染症流行期オムツの処理、トイレへの履物等、充分に注意すること。 

オムツは菌が拡散しないように処置すること。履物はトイレから出る時消毒する等の対応
を検討して欲しい。 
→10 月より施設内で出たオムツ及びごみ等の処理を業者に委託、保護者のオムツの持ち帰
りをなくした。 

② 職員福利厚生費を全て施設サービス区分で処理しているが、子育て支援サービス区分の職
員は子育て支援サービス区分で予算化し処理すべきである。 

③ 理事長、園長の専決代決規程を整備すること。(旧制度のままである) 
④ 現金、通帳、証書の管理を内部牽制ができるように検討すべきである。倉庫の鍵、現金照

明印鑑入れの鍵はそれぞれ別に保管すべきである。 

るが、今後においても役員改選時の手続きについては法令等に基づき適切に行われるよう努め
ること。 

2．評議員会の招集・運営について 
  評議員会の開催日時・場所等が理事会において一部（日にちのみ）しか決議されていない。 
3．理事会の選任及び解任について 

評議員会において理事を選任する際に、含まれていなければならない者について候補者の資
格等の十分な説明がなされていない。 

 
○会計・資産等 
1．財務諸表の注記（法人全体 No.6、保育園拠点 No.5）「基本財産の増減の内容及び金額」欄記載

の増加額及び減少額が計算書類の金額と不一致。また、固定資産台帳の基本財産及びその他固
定資産の各建物の期首帳簿価格が貸借対照表の前期末残高とも相違している。 
（指摘根拠～会計省令第 29 条、運用上の取扱第 24） 

※財務諸表の注記は、計算書類の記載内容を補足するためのもので、当然、記載金額は計算
書類と一致していなければならない。 

 
［助言事項］ 
○法人運営・人事管理等 
1．役員・役員等・その他の役員旅費等支給規定について 
  役員等について、無報酬として費用弁償のみ支払うこととしているが、費用弁償の額が用務
によって異なって定められている。一般的に費用弁償という性質上、用務の内容によって額が
異なるということは無いと考えられ、この運用は極めて報酬に近い取扱いとなっている。支給
自体を否定するものでは無いが、場合によっては後に報酬として課税対象となることも想定さ
れるので、それを踏まえたうえでの再検討を内部でしてみてはどうか。 

以上 
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⑤ 固定資産の現物確認は 6月又は 7月に行っているが、決算を確定する年度末に行うべきで
ある。他、処遇、基準に関しては特に指摘はなし。 
 

※保育計画、保育課程、職員研修等、実際の保育対応については特に指摘は無かった。また最
低基準についても指摘は無かった。 

 
指導監査結果 
概ね良好な運営をしているという結果であった。 

 
8.定款変更 

役員報酬規程による定款変更が認可されました。（H29.11.22） 
 
9．奥州保健所立ち入り検査（給食施設の重点監視）  
期  日 平成 29 年 9月 6 日（水）10：00～12：00 （県指導監査同日） 
検査職員 環境衛生課 主査獣医師：松尾博昭氏、技師：高橋佳暉氏 
立 合 者 栄養士：松本美香 
点検内容  
① 調理従事者等の衛生管理状況 
② 施設設備の衛生管理状況 
③ 原材料の受け入れ・下処理段階における管理状況 
④ 加熱調理食品の加熱温度管理状況 
  
口頭での指摘内容 
① 概ね良好である。指摘は特になし 
② 今後も、健康管理に気を付け作業に従事すること。記録も今まで通りに行うこと除菌水もこま

めに確認し、適切な濃度になっているか確認すること。 
③ ノロウイルス検査について 
④ 流行期 10月～3月の期間、最大限に検査を行うこと。 
⑤ アレルギー児に関しての対応 

指摘によって改善した事柄  
ノロウイルス検査について10月より調理担当職員3名ノロウイルス検査を開始した(10月～3月) 
アレルギー児について診断書のない園児について  
家庭には声をかけている。該当食品の給食提供は今のところしていない。 
受診をした。アレルギー検査結果は心配なし。10 月より除去食、代替食解除となった。 

 
10．本部研修報告 

(1) 社会福祉法人会計・経営セミナー  
 7 月 18 日(火)～7 月 19 日(水) 盛岡アイーナ 参加：園長 
 ・検証と補正と情報公開 講師：税理士 原島良幸氏 
 ・社会福祉法人制度改正のポイントについて 講師：厚生労働所社会援護局福祉基盤課 
 ・新しい改正社会福祉法人制度について 講師：税理士 佐藤晃信氏 

  11 月 13 日(月) 盛岡アイーナ 参加：主任 
  ・社会福祉法人の経営に関する税金の種類  

・年末調整の基礎知識 講師：税理士 佐藤晃信氏 佐藤晃信税理士事務所スタッフ 
 (2) 社会福祉法人適正化セミナー 
  10 月 10 日(火) 盛岡アイーナ 参加：園長 
  ・「財務会計に関する事務処理の工場に対する支援業務実施報告書の解説 

講師：税理士 佐藤晃信氏 
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    ・保育所特有の「資金使途制限」の整理 
  ・処遇改善等加算ⅠおよびⅡの実施上の留意点 講師：税理士 原島良幸氏 
 
 (3) 社会福祉法人適正化セミナー 
  2 月 8 日(木)～2月 9 日(金) 盛岡アイーナ 参加：園長 
  ・(改正)社会福祉法の完全施行後における、29 年度最終補正予算・30 年度当初予算・29 年度

決算対策について 講師：税理士 佐藤晃信氏 講師：税理士 原島良幸氏 
  ・厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課の行政説明 
 
11．保護者からの要望、意見、苦情等の対応について 
 特になし 
 
12．他施設との連携 

幼小保連絡協議会との連携 
担当保育士 瀬川由紀(すみれ組担任) 千葉 丈(社会福祉貢献事業担当) 

岩谷堂小学校、岩谷堂幼稚園、八日市幼稚園、江刺保育園、聖愛ベビーホーム（暁学園は不参加） 
(1) 平成 29 年度第 1回幼小連絡協議会運営委員会 
4 月 25 日(月) 13：30～ 岩谷堂小学校 参加：園長、千葉丈 
・平成 28年度幼小関連事業報告 
・平成 29年度役員選出 

会長 遠藤早苗（聖愛ベビーホーム園長）、副会長 佐々木道雄（岩谷堂小学校長） 
  ・平成 29 年度幼小関連事業計画について 
  ・第 1回幼小交流会（１年生授業参観）について  

(2) 岩谷堂小学校の運動会 
5 月 27 日(土) すみれ組が参加し 1年生と一緒にリズムを行う。 

(3) 岩谷堂小学校授業参観 
6 月 19 日(月) 卒園児 1年生の授業を参観 参加：佐藤有子、佐藤千尋 
・午後授業参観研究会、情報交換会 参加：園長、佐藤有子 

(4) 平成 29 年度第 2回幼小連絡協議会運営委員会 
8 月 21 日(月) 15：30～ 岩谷堂小学校 参加：園長、瀬川由紀 
・第 1回交流学習の実施について  

(5) 第 1回交流会 
 8 月 31 日(木)  午前 10：00～11：10 
・小学校 1年生が学区内幼稚園、保育園を訪れ学習発表会行い園児と交流した。 
江刺保育園は岩小 1年 3組の 18 人が来園  

(6) 平成 29 年度第 3回幼小連絡協議会運営委員会 
10 月 16 日(月) 15：30～ 岩谷堂小学校 参加：園長、瀬川由紀、千葉 丈 
・第 1回交流会の反省について 
・第 2回交流会（11 月 7 日：おもちゃランド）の実施について 

 (7) 第 2 回交流会（おもちゃランド） 
  11 月 7 日(火) 10：30～11：30 
 ・すみれ組が岩谷堂小学校に行き、小学校 2年生が生活科学習で体育館に企画制作した「おも

ちゃランド」で交流を図った。 
 (8) 公開保育担当施設：岩谷堂幼稚園 
  1 月 23 日(火) 10：15～11：00 公開保育 15：30～16：30 研究会 
  ・岩谷堂小学校、江刺保育園、八日市幼稚園、聖愛ベビーホームの教職員が岩谷堂幼稚園を訪

問、年長組の保育を視察した。その後、岩谷堂小学校にて研究会（内容について、研究評価、
意見交換）、運営委員会を行った。 

 (9) 就学児童引継ぎ 
3 月 岩谷堂小学校、大田代小学校、梁川小学校、広瀬小学校、稲瀬小学校、永岡小学校 
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13．備品、固定資産物品購入および廃棄等について 
 新規購入及び修繕など工事 

(1) 2 階事務室、保育準備室の照明器具（LED）の交換（5月 2日） 
(2) プールフェンス、プール防水塗装工事 305,000 円 佐野建設株式会社 
  （フェンス工事 6月 25 日、防水塗装工事 10 月 15 日） 

 (3) 保育準備室エアコンの交換設置 452,153 円 オザワデンキ（7月 16 日） 
(4) 残菜処理機購入(既設の物が破損、老朽化のため) 250,000 円（2月 28 日） 
(5) オルガン購入(保護者会からの寄付金) 139,060 円（2月 28 日） 
   

 廃棄物品 
  保育準備室エアコン(老朽化)、オルガン(破損)、ノートパソコン(老朽化) 
 
14．職員人事について  
 新採用 平成 29 年 4月 1 日より保育士 2名臨時職員として採用 
 退 職 臨時保育士 2名 非常勤保育士 1名 平成 30年 3 月 31 日で契約満了 
 産休・育児休暇 栄養士 1名 3 月 22 日より産休、出産後 1年間育児休暇取得予定 
 
15．胆江地区保育協議会、岩手県保育協議会、奥州市子ども・子育て会議等の活動報告 

(1) 胆江地区保育協議会 
① 胆江地区保育協議会総会  

  4 月 22 日(土) 14:00～ 江刺生涯学習センター 
② 胆江地区保育協議会施設長副施設長研修会及び懇親会 

   5 月 26 日(金) 17:00～ リサージュ四季の抄 園長が講師として参加 
演題「新制度がもたらした保育の変化と現代社会の課題」について講演した。 

  ③ 胆江地区保育協議会 主任部会 
10 月 3 日(火) 15：30～ ヒロノ福祉パーク 

   園長に講師依頼があり、演題「新保育指針について」講演した。 
 

(2) 岩手県保育協議会 
 園長は岩手県社会福祉協議会・保育協議会副会長を退任し、今年度より顧問を委嘱されている。 

任期平成 29 年 4月 1 日から平成 31 年 3月 31 日まで 
① 北海道・東北ブロック保育研究大会 

7 月 10 日(月)～11 日(火)  於：福島県郡山市 ユラックス熱海 
園長は、保育園職員の資質向上に関する研究発表の助言者として参加した。 

 
(3) 奥州市 
① 社会福祉法人制度改革研修会 

   5 月 15 日(月) 13：30～16：30 江刺総合支所 参加：園長 
② 地域子育て支援拠点事業事業者説明会  

   7 月 21 日(金) 13：30～ 奥州市子育て総合支援センター 参加：園長 
③ 奥州市子ども・子育て会議 

   7 月 27 日(木) 10：00～11：30 江刺総合支所 参加：園長 
  ④ 子ども・子育て支援新制度における事業者向け説明会 
   8 月 22 日(火) 15：00～16：30 江刺総合支所 参加：園長 
   ・処遇改善等加算の概要説明（処遇改善等加算Ⅱ関係） 
   ・申請書等作成における留意点ついて    
  ⑤ 補助事業見直し説明会  

10 月 16 日(月) 10：00～ 江刺総合支所 参加：園長 
  ⑥ 発達支援連携会議 
   1 月 9 日(火) 15：00～16：45 江刺総合支所 参加：園長 
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  ⑦ 子ども・子育て支援新制度における事業者向け説明会 
   3 月 8 日(木) 14：00～16：00 江刺総合支所 参加：伊藤事務員 
   ・平成 29年度公定価格実績報告、平成 30 年度公定価格適用申請事務について 
     
 (4) 岩手県 
  ① 県南振興局セミナー （主催：県南広域振興局） 
   9 月 28 日(木) 13：30～16：00 北上詩歌文学館 参加：園長 

・指導監査について 
・会計処理上の注意事項について 

 ・感染症予防と対策について 
・児童虐待について 

 ・防災について 
 
16．その他 
 (1) 水沢保育園職員研修会 

9 月 29 日(金) 水沢保育園 
園長は、演題「保育士処遇改善について」講演した。 

(2) 家庭生活支援員養成講座（主催：岩手県母子寡婦福祉連合会） 
10 月 24 日(火) 10：00～12：00 奥州保健所 
園長は、演題「子育て支援の現状について」講演した。  

 (3) ダブルケアシンポジウム（主催：岩手奥州ダブルケアの会） 
11 月 18 日(土) 12：00～16：30 胆江地区勤労者教育センター 
 パネルディスカッション 

テーマ「ダブルケアの視点から家族支援及び地域共生社会の構築を考える」 
園長が、パネラーとして参加した。 

 (4) 一関睦保育園職員研修会  
  3 月 8 日(木) 睦保育園 17：00～ 
   園長は、「新保育指針について」講演した。 
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2017 年度(平成 29 年度)江刺保育園施設事業報告 
 
1．開設日数 

月別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

日数 25 24 26 25 26 24 25 24 23 23 23 26 294 

 
2．保育児童数 
(平成 29 年 4 月 1 日) ( )は短時間保育 8時間利用 9：00～17：00 

 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 計 

男 1 8 5(1) ７ 13 12 46(1) 
女 5(3) 8(1) 8(2) 10(２) 4 4 39(8) 

合計 6 16 13 17 17 16 85(9) 
(平成 30 年 3 月 31 日) 

 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 計 

男 3 8 5(1) ７ 13 12 48(1) 
女 6 8 6(1) 10(２) 4 4 38(3) 

合計 9 16 11 17 17 16 86(4) 
 
3．月別保育児童数 

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

0 歳児 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 102 

1、2 歳児 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 335 

3 歳児 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 

4 歳児以上 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 

合計 85 84 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 1,037 

途中入園：6月より 0歳児 3名  
退  園：5月に 2歳児１名、1月に 2歳児 1名、3月に 4歳児 1名 
 
4．クラス編成 

クラス編成 

クラス名 年齢内訳  

ひよこ組 0～1 歳児 主：佐藤啓子 副：青木蘭奈 看護師：和賀寿美恵  
非常勤：及川千明、後藤芳江 保育補助：三宮真貴 

ちゅうりっぷ組 1～2 歳児 主：高橋幸恵、副：佐藤千尋、菊地和雅 
非常勤：菊池かよ 

たんぽぽ組 3 歳児 主：佐藤有子 副：松森美礼（特別支援担当） 
非常勤：千葉加奈子 

さくら組 4 歳児 主：菅原幸恵 副：中村春美 

すみれ組 5 歳児 主：瀬川由紀 副：阿部さやか 

非常勤 
クラスフリー 小野寺礼子、菅原裕美子 

環境整備 大久保敦子 
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子育て支援 友遊広場 主：伊藤和枝 副（非常勤）：小野寺奈保子 

  
職員編成 

事務室 3 名 
正職 遠藤清賢(園長)、菊池道世(主任保育士) 

臨時 千葉 丈（社会福祉貢献活動）、伊藤さちい(事務) 

保育士(正職) 5 名 佐藤有子、佐藤啓子、瀬川由紀、高橋幸恵、菅原幸恵 

保育士(臨時) 6 名 中村春美、阿部さやか、佐藤千尋、菊池和雅、青木蘭奈、松森美礼 

看護師(臨時) 1 名 和賀寿美恵 

栄養士、調理師 3 名 
正職 菊池千枝(栄養士)  松本美香(栄養士)   

臨時 細川由紀枝(調理師) 

子育て支援 2 名 
正職 伊藤和枝 

非常勤 小野寺奈保子 

非常勤保育士 6 名 及川千明、千葉加奈子、菊池かよ、菅原裕美子、小野寺礼子、後藤芳江 

保育補助職員 1 名 三宮真貴 

非常勤補助職員 1 名 大久保敦子(保育補助、清掃等) 

職員総数 29 名 
 
5．給食業務 
 0 歳児離乳食の摂食状況を把握するため食事介助対応。 
 児童の摂食状況把握のため各クラスに入り児童と共に食事をしている。 
 児童への栄養指導、食育絵本の読み聞かせ、調理体験、食育体操を全クラスにおいて実施。 
 各児童の体重、身長を測定し成長曲線を作成し体格の状態を記録。 
 食事相談、肥満相談、成長不良相談、離乳食相談等対応。 
 給食レシピの発行。子育て支援事業に対しても離乳食相談、手作りおやつレシピ発行等行って

いる。 
 
5-1．栄養摂取目標（1日 1人当たりの平均給与量） 

 3 歳未満 3 歳以上 

江刺保育園
基準値 

カロリー タンパク質 脂質 カロリー タンパク質 脂質 
440kcal 16～24ｇ 11～16ｇ 390kcal 16～26ｇ 12～19ｇ 

カルシウム 鉄 レチノール当量 カルシウム 鉄 レチノール当量 
200mg～ 2.2～10.9mg 190～290μg 250mg～ 2.2～11mg 180～300μg 

ビタミン B1 ビタミン B2 ビタミン C ビタミン B1 ビタミン B2 ビタミン C 
0.26mg～ 0.29mg～ 17mg～ 0.29mg～ 0.34mg～ 17mg～ 

食物繊維総量 食塩相当量  食物繊維総量 食塩相当量  

3.4ｇ～ ～1.6ｇ  3.7ｇ～ ～1.8ｇ  

 完全給食 副食のみ給食 

 
5-2．アレルギー児童に対する食事 
すみれ組 1名（キウイアレルギー）、ちゅうりっぷ組 1名（卵アレルギー） 
除去し、別のものを提供している。年に 1回検査をし結果を報告して頂く。 
ちゅうりっぷ組１名は検査の結果、10 月に除去食、代替食解除となった。 
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5-3．栄養相談（母親との面談） 
全児童の身長、体重を毎月記録し成長の様子を観察している。肥満ややせが継続的に観察された場
合は全職員に周知し、必要に応じて保護者との面談を行っている。 
 
肥満相談 

日付 時間 年齢 相談者 相談内容 

5 月 22 日(水) 16：00～16：30 3 歳女児 母 
肥満判定による現状報告と 

家庭の様子の聞き取り 

5 月 24 日(金) 17：40～18：10 3 歳男児 父・母 
肥満判定による現状報告と 

家庭の様子の聞き取り 

8 月 23 日(水) 18：00～18：30 3 歳女児 母 
肥満判定による現状報告と 

家庭の様子の聞き取り 

  
5-4．栄養指導 
日付 クラス 担当 内容 
5.25 すみれ 松本美香 箸の持ち方／三食栄養について（栄養板の活用を考えて） 
6.21 さくら 菊池千枝 三色栄養（色分けしてみよう） 
7.20 ちゅうりっぷ 菊池千枝 食べ物のの名前を知ろう！／お料理を見よう！ 
8.24 たんぽぽ 松本美香 えいようのうたを知る／お料理の名前を知ろう 
9.28 ひよこ 菊池千枝 お料理を見よう！（見て、聞いて、香り、味を楽しむ） 

10.26 さくら 
松本美香 食事のマナー（食具の持ち方、姿勢、食べ方） 

給食ができるまで 
11.22 たんぽぽ 菊池千枝 箸の持ち方 

12.5 ちゅうりっぷ 
松本美香 スプーンの持ち方／食事のマナー 

（姿勢、食べ方、食具の持ち方） 
1.16 すみれ 菊池千枝 三色栄養（バランス良く食べるには）／学校給食について 

2.7 ひよこ 
松本美香 この食べものな～んだ！？ 

（本物の野菜・果物等に触れる体験） 
 
5-5. 食育読み聞かせ指導 
ひよこ～さくら組 
日付 クラス 担当 内容 
4.24 さくら 菊池千枝 （絵本）やさいのおなか 
5.8 たんぽぽ 松本美香 （エプロンシアター）やさいのパーティー 
6.1 ちゅうりっぷ 細川由紀枝 （絵本）とうふさんがね… 
7.4 ひよこ 菊池千枝 （絵本）だまごさんがね… 
8.4 さくら 菊池千枝 （絵本）イカになぁれ 
9.4 たんぽぽ 松本美香 （カード）このおやさい （くだもの）な～んだ？ 
10.4 ちゅうりっぷ 菊池千枝 （絵本）ねえカレーつくってよ 
11.1 ひよこ 松本美香 （絵本）りんごくんがね…  
12.4 さくら 細川由紀枝 （絵本）ほしじいたけほしばあたけ 
1.10 たんぽぽ 菊池千枝 （絵本）おやおやおやさい 
2.5 ちゅうりっぷ 松本美香 （絵本）ちくさのわーさん 
3.5 ひよこ 菊池千枝 （絵本）やさいだいすき 

 
すみれ組  
日付 担当 内容 
4.19 松本美香 （絵本）たべるのだいすき 
5.19 菊池千枝 （紙芝居）ごはんぢゃワンいっしょにごはん 
6.19 松本美香 （絵本）じゃがいもポテトくん 
7.19 細川由紀枝 （絵本）やさいのおしゃべり 
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8.18 松本美香 （絵本）カレーのひみつ 
9.20 菊池千枝 （絵本 ぎょうれつのできるすうぷやさん 
10.18 松本美香 （絵本）あじ 
11.20 細川由紀枝 （絵本）うどん対ラーメン 
12.19 菊池千枝 （エプロンシアター）なんでも食べるげんきなまぁちゃん 
1.19 松本美香 （かるた）食育ジャンボかるた・絵合わせかるた（まぐろ） 
2.19 細川由紀枝 （絵本） 給食番長 
3.19 松本美香 （大型紙芝居）おいしくたべよう！ 

◎毎月 19 日を食育の日として、絵本紙芝居・エプロンシアターなどを通して、食への興味関心を
高め、食の楽しさや大切さを伝える。 
 
5-6．食育体操 
日付 クラス 担当 内容 
5.29 すみれ 松本美香 アスパラ君のうた 
6.29 さくら 松本美香 アスパラ君のうた 
8.1 たんぽぽ 菊池千枝 えだまめズンダ 
8.29 ちゅうりっぷ 菊池千枝 ニンジン・ダイコン・ピーマン 
9.20 未満児 松本美香 うんこダスマンたいそう 
10.30 以上児 菊池千枝 うんこダスマンたいそう 
11.27 すみれ 菊池千枝 れんこん君のうた 
12.21 さくら 菊池千枝 れんこん君のうた 
1.29 たんぽぽ 松本美香 たまごまごまご 
2.22 ちゅうりっぷ 松本美香 たまごまごまご 
3.13 ひよこ 松本美香 ニンジン・ダイコン・ピーマン 

 
5-7．2017 年度のクッキング 
すみれ組  
日付 メニュー 絵本 担当 ねらい 

5.30 きびだんご ももたろう 菊池千枝 
絵本に登場するメニューを想像し楽しんで作る。 
きびを知り昔の人の食べ物を知る。 

6.7 おまめのスープ くまのがこう 松本美香 
大豆のいろいろな食べ方を知る。 
包丁を正しく使って野菜を切る。  

7.11 ぎょうざ 
ぎょうざを 
つくったの 

細川由紀枝 
ぎょうざの作り方、包み方を知り挑戦する。 
みんなで楽しく作る。 

8.25 パン 
からすの 

パンやさん 
松本美香 

生地の発酵について知る。 
好きな形を絵にしてその通り楽しみながら作る。 

9.28 コロッケ 
11 ぴきのねこ
のあほうどり 

細川由紀枝 
コロッケの作り方を知る。 
畑の野菜を使って料理することを喜ぶ。 

10.25 
やきそば 
パーティ 

やきそばじどう
はんばいき 

菊池千枝 
役割分担に責任をもち、２～５歳児が協力して一つの
ものを作る経験をする。収穫した野菜で料理を楽しむ。 

11.24 
サフラン 

ライスカレー 
うちにかえった 

カラゴ 
細川由紀枝 

包丁を正しく使って野菜を切る。 
切る、むくなどの作業を安全に行う。 

12.25 
クリスマス 

ケーキ 
100 こめの 

クリスマスケーキ 
松本美香 

自分だけのオリジナルケーキ作りを楽しみ、みんなで
クリスマスを祝う。サフランを知る。 

1.30 アップルパイ 
アップルおばさんの

アップルパイ 
菊池千枝 

加熱調理でおいしい食べ方を知る。 
絵本のように作る。 

2.21 うどん 
うどんの 

たあちゃん 
松本美香 

粉からうどんが出来るまでを知りコシをつける体験
をする。出汁を味わう。 

3.6 
クッキー 

お別れ会プレゼント 
ふたりはいっしょ 菊池千枝 

ありがとうの気持ちを込め協力して作る。 
最後のクッキングを楽しむ。 
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ちゅうりっぷ～さくら組  
日付 クラス メニュー 担当 ねらい 
6.9 たんぽぽ (さやえんどう) クラス担任 活動：さやえんどうのスジを取る。中身を見てみよう。 

7.19 さくら サンドイッチ 細川由紀枝 
おいしいサンドイッチの作り方を知る。 
収穫した野菜を自分達で調理する楽しさを味わう。 

8.24 さくら ずんだ白玉 菊池千枝 
ずんだがどのように作られるかを知る。 
調理による食材の変化や不思議に気付く。 

8.2 たんぽぽ 
カラフル 

ラップおにぎり 
細川由紀枝 

ご飯ができる過程を知る。話をよく聞き楽しみながら
作る。達成感を味わう。 

10.25 
すみれ、たんぽぽ 
ちゅうりっぷ 

焼きそば 
パーティー 

菊池千枝 
役割分担に責任をもち、２～５歳児が協力して一つの
ものを作る経験をする。みんなで作る楽しさを知る。 

10.31 たんぽぽ （かぼちゃ） クラス担任 
活動：南瓜のおなかはどうなっている？ 
   種とわたを取る。 

11.8 たんぽぽ 
いろいろ 
だんご 

菊池千枝 
米粉からだんごができていることを知る。 
こねたり丸めたりしながら粉の感触を楽しむ。 

11.9 さくら スイートポテト 松本美香 
皮をむく体験をする。トッピングを楽しむ。 
順番を待ち、みんなで協力して作る。 

12.20 さくら 
かぼちゃ 
スープ 

細川由紀枝 
包丁の正しい使い方を知る。 
かぼちゃを丸ごと味わう。 

1.17 たんぽぽ 
かおかお 

ホットケーキ 
松本美香 

色々な調理器具の名前を知る。火傷に注意する。ホッ
ケーキの作り方を知り、出来上がりを楽しみに待つ。 

2.14 たんぽぽ （大根） クラス担任 活動：丸ごと１本重いかな？ピーラーで皮をむく。 

2.20 さくら チーズパイ 菊池千枝 
指先を使い、ぎょうざの皮で包む体験をする。 
先生の分も心を込めて作り、喜んでもらうことで満足感
を味わう。 

2.23 ちゅうりっぷ 
ジャムロール

サンド 
菊池千枝 

手指を使って「ぬる」「巻く」を体験する 
自分で作ったロールサンドを味わう 

 
保育職員、調理職員と合同の計画作り。グループ分け、職員の配置、作業工程、環境設定、終了後
の反省、記録を残す。 
 
6-1．避難訓練の実施状況 
 

日時 すみれ組より出火 保育時 園児事前予告有 

4/21 
10：10 
通常保育 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 
阿部さやか 阿部さやか 阿部さやか 園長 園長 阿部さやか 園長他3名 
避難時間 避難状況 避難場所 

3 分 21 秒 内履きのまま避難 園庭 
日時 事務室より出火 自由遊び時 園児童事前予告無 

5/19 
10：15 
通常保育 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 
伊藤さちい 伊藤さちい 伊藤さちい 遠藤清賢 遠藤清賢 千葉 丈 園長他3名 
避難時間 避難状況 避難場所 
３分４秒 内履きのまま避難 園庭 

日時 ちゅうりぷ組より出火 通常保育時 園児事前予告有 

6/22 
10：15 
通常保育 
消防署立会 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 
髙橋幸恵 髙橋幸恵 菊地和雅 園長 園長 菊地和雅 園長他3名 
避難時間 避難状況 消防連絡 避難場所 
２分 50 秒 内履きのまま避難 髙橋幸恵 テラス 
消防士より避難訓練の講評、予防についてお話。消防士より消火器の使い方について指導を
うける。指導を受けた職員、青木蘭奈、松森美礼の２名。消防車の見学 
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日時 ひよこ組より出火 通常保育時 事前予告有 

7/13 
10：15 

一斉保育時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 
佐藤啓子 佐藤啓子 伊藤さちい 園長 園長 青木蘭奈 園長他3名 

避難時間 避難状況 避難場所 
５分 22 秒 外ズックに履き替えて避難 大浪さん宅 

日時 さくら組より出火 午睡時 園児事前予告無 

8/23 
14：50 
午睡時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 
菅原幸恵 菅原幸恵 菅原幸恵 園長 園長 中村春美 園長他3名 

避難時間 避難状況 避難場所 
2 分 46 秒 内履きのまま避難 園庭 

日時 地震発生に伴い崖崩れの危険、給食室より出火 通常保育時 事前予告有 

9/1 
10：20 

一斉保育時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 
瀬川由紀 
細川由紀枝 瀬川由紀 瀬川由紀 園長 園長 菊池千枝 園長他3名 

避難時間 避難状況 避難場所 
2 分 52 秒 内履きのまま避難 園庭 
地震発生に伴い崖崩れの危険と出火、クラス内で避難した後に園庭に避難した。 

日時 ちゅうりぷ組より出火 通常保育時 事前予告有 

10/31 
10：15 

一斉保育時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 

佐藤千尋 佐藤千尋 佐藤千尋 園長 園長 高橋幸恵 園長他3名 
避難時間 避難状況 避難場所 
3 分 00 秒 内履きのまま避難 園庭 

日時 たんぽぽ組より出火 時間外保育時 事前予告無 

11/14 
16：05 
時間外 
保育時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 

松森美礼 松森美礼 松森美礼 園長 園長 佐藤千尋 園長他3名 
避難時間 避難状況 避難場所 
2 分 57 秒 内履きのまま避難 テラス 

日時 給食室より出火 時間外保育 事前予告無 

12/21 
12：00 
給食時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 

菊池千枝 菊池千枝 菊池千枝 園長 園長 松本美香 園長他3名 

避難時間 避難状況 避難場所 
2 分 43 秒 内履きのまま避難 玄関テラス 

日時 ひよこ組より出火 午睡時 事前予告無 

1/18 
16：00 

時間外保育 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 

青木蘭奈 青木蘭奈 青木蘭奈 園長 園長 和賀寿美恵 園長他3名 
避難時間 避難状況 避難場所 
2 分 50 秒 内履きのまま避難 テラス 

日時 隣家(プール南側)より出火 通常保育時 事前予告有 

2/16 
10：10 

通常保育時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 

瀬川由紀 瀬川由紀 瀬川由紀 園長 園長 中村春美 園長他3名 
避難時間 避難状況 避難場所 
2 分 45 秒 内履きのまま避難 園庭 

日時 遊戯室より出火 時間外保育時 事前予告有 

3/8 
14：50 
時間外 
保育時 

発見者 施設内連絡 警報操作 指示 非常放送 初期消火 確認者 
中村春美 中村春美 中村春美 園長 園長 佐藤有子 主任他3名 

避難時間 避難状況 避難場所 
2 分 35 秒 内履きのまま避難 玄関テラス 
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6-2．交通安全 
1 回目 5月 12 日(金)10：00～10：40 すみれ、さくら、たんぽぽ 於：遊戯室 
奥州市の交通安全専門員 2名、交通指導員 1名による交通安全の指導 

 
2 回目 9月 14 日(木)10：00～11：00 すみれ、さくら、たんぽぽ 於：園庭 
奥州市交通安全専門員 2名 交通指導員 3名による交通安全の指導 

 信号機のある交差点の渡り方 
 
6-3．環境安全 
「安全点検」「ヒヤリハット」安全保育に関して 

日常保育等の中で危険であると感じていること、安全面において反省すべき対応について、各業
種及びクラスごとに職員会議の時概ね月１回報告し、危険個所の把握、修繕などの必要箇所、遊具
の使用についての注意など全員で周知している。事前に危険を予測し、注意しながらの保育を行っ
ている。 
 
6-4．安全検討委員会 

安全検討委員会を組織（安全委員長、保育士(年長担当、乳児担当)、栄養士、看護師の 5 名） 
昨年度、委員会で対応が求められた事柄として、保育室の出入り口の引き戸が外れ、倒れること
があった。幸いそのことによる怪我はなかったが、大きな事故に繋がるので引き戸を外れないよ
うに、鴨居を板で覆い処置を施した。その後、戸が外れ、倒れる報告は無い。 
職員会議で出された事故報告、ヒヤリハット、安全点検、日本スポーツ振興センターに提出し

た怪我等の報告を再度見直し、その中で重要な事例等をとりあげ、今後の保育のために必要な安
全意識を確認し全体に周知する。 

 
6-4-1．オムツ、その他廃棄物の処理について 
 昨年度まで使用済みのオムツは保護者持ち帰りとしていたが、今年度よりオムツを含めその他ゴ
ミなどの廃棄物は保育園で処理することにした。水沢のオイラー商会に業務委託している。可燃物、
不燃物、等全ての廃棄物の処理を対応できる。 
 
6-5．遊具の点検 

7 月 28 日遊具点検専門業者フジ・メンテナンスに業務委託し調査する。 
遊具名称 点検結果 対応 

肋木 異常なし  
動物椅子(ぞう） 塗装剥離、プランタン等の近接 使用時注意 
動物椅子(きりん) 塗装剥離 使用時注意 
かばくん フェンスの近接    使用時注意 
ロッキンパッピー フェンス、遊具の近接、座席シート敗れ 使用時注意 
ブランコ 境界柵なし、樹木の近接 使用時注意 
ぞうさん滑り台 フェンスの近接 使用時注意 
インディアン砦 異常なし  
コンクリート遊具 遊具の近接 使用時注意 
砂場 植え込み、遊具の近接 使用時注意 
プレイハウス 塗装剥離、フェンスの近接 使用児注意 
砂場にある木製のハウスは木部の腐食により廃棄処分した。 

 
6-6．児童及び職員の健康管理 
嘱託医（菊地登志子医師）による健康診断   

第 1 回 4月 19 日(水) 特に異常は見られない 
第 2回 9月 13 日(水) 特に異常は見られない 

 
嘱託医（綾野輝也医師）による歯科健診   

第 1 回 6月 6 日(火) 
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虫歯のある児童数 
  3 歳児 1名、4歳児 4名、5 歳児 3名 合計 8名 
第 2回 10 月 20(金) 
 虫歯のある児童数 
  4 歳児 3 名、5歳児 3名 合計 6名 
 

保健指導（和賀寿美恵看護師） 
 6 月 6日(火)  歯みがき指導：すみれ組 
 10 月 23 日(月) 手洗い指導 ：さくら、すみれ組 
 12 月 5日(火)  命のお話「命ってなあに」を聞く：すみれ組 
 1 月 16 日(火)  保健指導  ：ちゅうりっぷ組 
  
職員の健康診断 
 6 月～8月  
江刺病院生活習慣病健診：15 名 35 歳以上江刺病院生活習慣病予防健診 
江刺病院乳がん検診：7名 江刺病院子宮がん検診：12 名 
菊地内科クリニック一般健診：10名 

 
6-7 平成 29年度災害共済給付申請状況（日本スポーツ振興センター学校安全部への申請） 

(1) 2 歳児男子 5 月 30 日 8 時 50 分 遊戯室で自由遊び中、近くに居た園児の邪魔になった為
左目付近を手で叩かれた。目が開きづらくなり、目の周り赤みがでた。保護者に連絡し眼科を
受診してもらった。災害給付金 2,804 円（6月 29 日受領）全額保護者へお渡しした。 

(2) 5 歳児女子 6 月 26 日 16 時 20 分 遊戯室で自由遊び中、走って男児と衝突し転んだ際に
上歯をぶつけ歯がぐらついた。保護者に連絡し歯科を受診してもらった。傷病名は外傷性歯の
脱臼。月 1回計 4回通院。災害給付金の総額 3,632 円(最終月は 10 月 30 日受領)を全額保護者
へお渡しした。 

(3) 3 歳児男子 3 月 9日 15 時 15 分 保育士が抱き抱えようとした時、他児もその保育士に飛
びつき、他児の手の指が本児の右目に入ってしまった。保護者へ伝え眼科を受診してもらった。
傷病名は角膜上皮損傷。2 回通院した。災害給付金 3,528 円(5 月 1 日受領)全額保護者へお渡
しした。 

 
7．特別支援教育・保育 

3 歳男児 発達遅滞 知的障害（軽度）精神年齢 2歳 3か月 
以前は、思った通りにならないと怒ったり泣いたりすることが見られたが、少なくなり、環

境への対応、会話、身の回りのことを自分でやろうとするなど、出来ることが増えてきた。保
育者のそばで過ごすことが多い中でも、気に入った遊びを繰り返すことや、友達が遊んでいる
遊びに興味を持ち仲間に入る姿も見られている。保育者や友達や物事に対してのこだわりも減
ってきており、話をすれば納得することができている。進級への意識を持ち頑張っている。 

 
奥州市療育相談 6月 14 日(水) 9：30 ～ 12：00 

  子どもの観察、カンファレンス、奥州市より支援の必要な児童についての相談会 
 

8．保育園活動報告(主な行事) 
日付 名称 会場 参加者 内容 

4.4 入園式 遊戯室 全員 10：00～ 

4.13 
新入園児歓迎会 
誕生祝会 

遊戯室 全員 
新入園児の紹介、在園児のリズム 
歌の披露 

4.20 園児健康診断 
ひよこ組 
保育準備室 

全員 
園医による内科健診 9：00～ 
全員受診 

4.20 お花見散歩 クラス毎 
すみれ、さくら、 
たんぽぽ組 

すみれ、さくら：館山グランド 
たんぽぽ：園周辺 
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5.1 創立記念日   御言葉サブレを配布 

5.4 男石お祭り出発式 
男石お祭り事務
所前 

すみれ組 16 名 中田太神楽を披露 

5.12 交通安全教室 遊戯室 
すみれ、さくら、 
たんぽぽ組 

10：00～ 紙芝居、横断歩道の渡り方、
交通安全 DVD 鑑賞 

5.16 田植え体験 えさし郷土文化館 すみれ組 10：00～ 田植えを体験 

5.18 さつま芋の苗植え 畑 すみれ、さくら組 保育園の畑に野菜の苗を植える 

5.24 運動遊び 遊戯室 すみれ組 
10：30～ 高槻先生より指導、鉄棒、マ
ット運動を教えていただく。 

5.27 岩小運動会 岩谷堂小学校 すみれ組 岩小運動会に参加、1 年生と一緒にダンス 

6.2 親子遠足 盛岡動物公園 全員 
バス 4 台 8 時 45 分江刺総合支所集合 
9 時出発～15 時 35 分着 

6.6 園児歯科検診 
ひよこ組 
保育準備室 

全員 園医による歯科検診 14：30～ 

6.9 運動あそび 遊戯室 さくら組 高槻先生より指導、マット運動 

6.13 すくすく公演 遊戯室 全員 
人形劇、影絵を観賞 
お話キャラバン「すくすく」７名 

6.19 岩小授業交流会 岩小 
昨年度すみれ組担任
保育士２名、 

岩小 1 年生の授業の様子を見学後、研究
会に参加、学校での生活状況を聞く 

6.20 詩吟のお稽古 遊戯室 すみれ、さくら組 
10：30～「おおきなかぶ」「うさぎとかめ」
を練習 

6.21 稲瀬小一日参観日 稲小 
昨年度すみれ組担任
保育士２名 

1 年生の授業の様子を見学 

6.24 保育参観、保育講演会 遊戯室 全員 

9：00～保育講演会  
講師：遠野語り部 細越雅子氏 

10：15～保育参観 
11：25～保護者と一緒の給食 

6.26 プール掃除 プール すみれ組 10：30～ 掃除開始 

6.27 プール開き 遊戯室 全員 10：00～ 

6.29 花交流会植え 園庭 すみれ組 
16：00～ 岩谷堂高校生家庭科クラブ 
12 名、花の苗を一緒に植える 

7.6 笹竹取り 興性寺 すみれ組 七夕飾り用に笹竹を５本頂く 

7.7 七夕誕生祝会 遊戯室 全員 10：15～ 誕生祝会と共に七夕会も行う 

7.11 3B 体操 遊戯室 たんぽぽ組 10：30～開始 

7.22 夏まつり 保育園 全員 
園内 17：00～18：45 
保護者会お化け屋敷、縁日市など 

7.26 詩吟のお稽古 すみれ組 すみれ、さくら組 10：30～11：00 

7.27 クラス懇談会 事務室 ひよこ組 
17：30～19：00 
5 名の保護者が参加 

8.1 流しソーメン 遊戯室 ひよこ組を除く全員 15：00～ 

8.3 運動遊び 遊戯室 さくら組 10：00～ 

8.8 スイカ割り大会 遊戯室 全員 10：00～ 誕生会後に実施 

8.22 運動遊び 遊戯室 すみれ組 高槻先生より指導、鉄棒 

8.31 学習交流会 遊戯室 すみれ組 岩谷堂小学校 1 年 3 組 18 名との交流 
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9.5 運動会総練習 中央体育館 
すみれ、さくら 
たんぽぽ組 

出発 9：00～12：40 

9.9 運動会 中央体育館 全員 9：00～14：30 

9.14 交通安全教室 園庭 
すみれ、さくら 
たんぽぽ組 

交差点の渡り方、信号の見方 

9.15 詩吟のお稽古 遊戯室 すみれ、さくら組 10：30～ 

9.16 男石敬老会 男石自治会館 すみれ、さくら組 リズム「どんぐりマン」を披露 

9.26 3B 体操 遊戯室 ちゅうりっぷ組 10：15～開始 

9.27 クラス懇談会 事務室 たんぽぽ組 17：30～たんぽぽ組保護者 4名 

9.27～28 中学生職場体験 保育園 全員 
江刺一中 2 年生 5 名 
9：00～16：00 

9.27 ことばの検査 保育準備室 
すみれ組全員 
さくら 3 名 
たんぽぽ 1 名 

就学時前の検査他 

10.14 文化祭 保育園 全員 10：00～14：00 

10.18 興性寺観音例大祭 興性寺 すみれ、さくら組 9：15～ 中田太神楽を披露 

10.20 運動あそび 遊戯室 さくら 10：30～ 

10.20 園児歯科検診 
ひよこ組 
ちゅうりっぷ組 
保育準備室 

全員 園医による歯科検診 14：30～ 

10.24 3B 体操 ホール すみれ組 10：30～ 

10.25 焼きそばパーティー 保育園 ひよこ組除く全員 9：00～12：00 

10.31 詩吟のお稽古 遊戯室 すみれ、さくら組 10 時 30 分より 30 分間 

11.2 祖父母参観 保育園 全員 
10：00～保育参観後給食を頂く 
おにぎり持参 

11.4 詩吟の発表 ささらホール すみれ、さくら組 10：30 出演 ささらホールステージに立つ 

11.7 幼小保交流会 岩谷堂小学校 すみれ組 岩小へ「おもちゃランド」2年生と交流 

11.9 収穫祭 えさし郷土文化館 すみれ組 収穫したお米でもちつき 

11.15 七五三 興性寺 全員 10：00 出発 

11.6 クリスマスのお話Ⅰ すみれ組 すみれ組 江刺教会邑原宗男牧師のお話 

11.15 クリスマスのお話Ⅱ すみれ組 すみれ組 江刺教会邑原宗男牧師のお話 

11.16 クリスマスのお話Ⅲ すみれ組 すみれ組 江刺教会邑原宗男牧師のお話 

11.17 3B 体操 遊戯室 ひよこ組 10：15～ 

11.21 運動あそび すみれ組 すみれ組 10：30～ 

11.28 中学生との交流 保育園 全員 
江刺一中 3年 4組 30 名 各クラスに入っ
てのふれあい交流会 

11.30  中学生との交流 保育園 全員 
江刺一中 3年 5組 30 名 各クラスに入っ
てのふれあい交流会 

12.1 中学生との交流 保育園 全員 
江刺一中 3年 6組 30 名 各クラスに入っ
てのふれあい交流会 

12.12 
クリスマス発表会 
総練習 

遊戯室 全員 
9：30～プログラムに従って練習 
記念写真撮影 

12.13 はなみずき訪問 はなみずき たんぽぽ組 
介護施設はなみずきを訪問 10：00～10：30 

リズム「わんぱく戦隊☆アソブンジャー」 
「みつばちハニー」を披露 
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12.16 クリスマス発表会 遊戯室 全員 9：00～11：45 

12.22 クリスマス誕生会 遊戯室 全員 サンタクロース登場 高橋愛美香さん 

12.24 
江刺教会クリスマス
礼拝 

江刺教会 すみれ組 礼拝後「聖誕劇」を演じる。 

12.28 終業式 遊戯室 全員 10：10～ お正月休み前の注意など 

1.9 始業式 遊戯室 全員 10：10～ 

1.12 
誕生祝会 
男石老人クラブ交流会 

遊戯室 全員 
男石老人クラブ(8 名)の協力と交流 
すみれ組との水木団子飾り 

1.13 奥州こども芸術発表会 水沢 Z ホール すみれ組 中田太神楽を披露 

1.19 3B 体操 遊戯室 ひよこ組 時間 10：15～ 

1.24 お店屋さんごっこ 遊戯室、保育室 全員 
10：00～ お店当番、買い物体験 
小さい子のお世話をする 

1.26 
そり遠足 
おにぎりの日 

越路スキー場 すみれ、さくら組 
高槻理事の指導 
越路スキー場でスキーを楽しむ 

2.2 豆まき会 遊戯室 全員 10：10～ 鬼の登場、「ジョナくん」来訪 

2.6 記念撮影 遊戯室 全員 
全員で記念撮影 
アイハラ写真館に依頼 

2.9 クラス懇談会 すみれ組 すみれ組保護者 17：30～ 就学準備のためのクラス懇談会 

2.20 3B 体操 遊戯室 ちゅうりっぷ組 10：10～ 

3.2 ひなまつり誕生祝会 遊戯室 全員 10：15～ 

3.3 
平成 30 年度利用者 
入園説明会 

ひよこ組 新年度利用者 9：00～ 

3.7 お別れ会 遊戯室 全員 
10：00～ 卒園するすみれ組とのお別れ会 
プレゼント交換 

3.10 園舎掃除 保育園全体 すみれ組保護者 すみれ組保護者の掃除 

3.24 卒園式 遊戯室 すみれ組、さくら組 10：00～ 

 
毎月誕生祝会、手作り弁当、移動図書館の絵本の貸し出しを行っている。 
 
9．外部講師による取り組み 
(1) 詩吟のお稽古：講師 高橋樸理事、高橋君子氏 （年 4回練習、発表会） 

「おおきなかぶ」「うさぎとかめ」をお稽古する。  
すみれ組・さくら組（6月 20 日、7月 26 日、9月 15 日、10 月 31 日） 

(2) 3B 体操の実施：講師 小島洋子氏 
たんぽぽ組（7月 11 日、10 月 24 日） ちゅうりっぷ組（9月 26 日、2月 20 日） 
ひよこ組（11 月 17 日、1月 19 日） 

(3) 運動あそび：講師 高槻 譲氏 鉄棒、マット運動を指導していただく。 
すみれ組：鉄棒（5月 24 日、8月 22 日） さくら組：マット運動（6月 9 日、8月 3 日） 

(4) 畑作り：大浪昭先生より無料で借用 約 20 ㎡ 5 月から 11 月まで栽培。トマト、きゅうり 
じゃがいも、サツマイモ、ヤーコン、枝豆、ナス、かぼちゃ、おくら、大豆、スイカ等を
栽培している。収穫した野菜をクッキングや調理に活用している。 

 
10．交流事業 
(1) 5 月 4 日(木)  江刺甚句祭り男石会屋台出発式にすみれ組が「中田太神楽」を披露 
(2) 5 月 27 日(土) 岩谷堂小学校運動会参加 
(3) 6 月 19 日(月)  岩谷堂小学校授業参観 
(4) 6 月 29 日(木) 岩谷堂高校との交流 花植え交流会 
(5) 7 月 1 日(土)  「いわて童謡唱歌えさしのつどい」出演依頼 12：30～ 於：ささらホール 

すみれ組 うた「キラキラ星」「人間ていいな」を披露 
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(6) 10 月 18 日(水) 興性寺観音例大祭 9：15～ すみれ、さくら組「中田太神楽」を披露 
(7) 岩谷堂小学校と江刺区岩谷堂地内の幼稚園、保育園との交流 

4.25 運営委員会、5.27 運動会参加、6.17 岩谷堂小学校授業参観、8.21 運営委員会 
      8.31 第 1 回岩小 1年生との交流学習会、10.16 運営委員会 

11.7 第 2回岩小 2年生が作成したおもちゃランドで交流 
(8) 12 月 13 日(水) 介護施設はなみずき訪問（たんぽぽ組） 10:00～  

リズム「わんぱく戦隊☆アゾブンジャー」「はちみつハニー」を披露 
（9) 1 月 13 日(土) 奥州市子ども芸術発表会 すみれ組「中田太神楽」を披露 於：Zホール 
 
11．キャリアアップ研修事業 

胆江地区保育協議会の部会研修担当職員（11-3 表を参照） 
主任部会（菊池道世保育士）、給食部会（菊池千枝栄養士、松本美香栄養士、） 
保育士部会（菅原幸恵保育士）、療育部会(障がい児)（松森美礼保育士） 
看護師部会（和賀寿美恵看護師） 
子育て支援部会（伊藤和枝保育士、小野寺奈保子保育士） 
 

11-１．職員全体研修 
 6 月 24 日(土) 13：30～17：00 
  ・新保育所指針について① 
   園長より説明 新保育所指針の特徴、非認知的能力について 

・保育研修 自己設定目標（目標の見直し） 経過記録を各自提出 
 9 月 22 日(金) 19：00～21：00 
  ・新保育所指針について② 
   園長より説明 保育内容の比較他 
  ・保育研修 自己設定目標（目標の見直し） 経過記録を各自提出 

2 月 23 日 19：00～21：00 
  ・新保育所指針について③ 
   園長より説明 まとめ 

・保育研修 自己設定目標の反省、自己評価を記入し提出。 
 
11-2 岩手県社会福祉事業団主催研修、県保育協議会研修、その他研修 
日付 職員名 研修名称 会場 主催 

6.4 和賀寿美恵 
いわて保育園看護職研修会 
「子どもの便秘と肥満のお話」他 

岩手県立大学 

アイーナキャンパス 

岩手県立大学 
看護実践研究センター 

6.7 青木蘭奈 
新任保育士就業継続支援研修会 
「保育所職員としての自覚と保育現場
のこれからの課題」他 

いわて県民情報交流

センター(アイーナ) 
岩手県社会福祉協議会 

6.10 松森美礼 
自閉症初級セミナー 
「自閉症スペクトラムについて」 

北上市 
さくらホール 

いわて自閉症センター 

8.4 松本美香 

特定給食施設等研修会 

「食中毒の予防について」 

「特定給食施設等における栄養管理について」 

奥州地区合同庁舎 

分庁舎(奥州保健所) 
岩手県奥州保健所 

9.5 松本美香 
児童福祉施設のおけるクッキング講座 
調理実習スキムミルクを利用したメニュー 

いわて県民情報交流

センター(アイーナ) 
岩手県栄養士会 

10.4 菊池千枝 

幼児肥満予防研修会 「幼児肥満改善の

ために楽しく体を動かしましょう」 

 講師：健康運動指導士 照井朋恵氏 

奥州地区合同庁舎分

庁舎(奥州保健所) 
岩手県奥州保健所 

10.5 和賀寿美恵 
平成 29 年度胆江地域感染症対策研修会 
「感染症発生時の対応について」の講義

と研修 

奥州地区合同庁舎分

庁舎(奥州保健所) 
岩手県奥州保健所 

11.20 和賀寿美恵 

平成 29 年度母子保健指導者対象 

子どもの感染症と予防接種の理解セミナー 

 

いわて県民情報交流

センター(アイーナ) 

公益財団法人 

母子衛生研究会 
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1.6 
瀬川由紀、高橋幸恵 

千葉 丈、菊地和雅 

私立保育園連絡協議会講演会 

「保育所保育指針改定と認定こ園教育

保育要領改訂のポイントとこれからの

保育・教育」 
講師：白梅学園大学学長・教授 汐見稔幸氏 

江刺総合支所 

多目的ホール 
私立保育園連絡協議会 

2.10 菊池道世 保育指針勉強会 Z ホール 岩手県社会福祉協議会 

2.19 和賀寿美恵 歯科保健連絡会 水沢地区センター 奥州市 

 
11-3．胆江地区保育協議会主催研修 
日付 職員名 研修名称 会場 

4.16 
園長、菊池道世 
青木蘭奈、松森美礼 

胆江地区保育協議会総会 江刺生涯学習センター 

4.28 菅原幸恵 保育士部会 今年度計画 江刺生涯学習センター 

5.19 菊池道世 主任保育士部会 今年度計画  水沢地区センター 

5.15 和賀寿美恵 看護師部会 今年度計画 江刺生涯学習センター 
5.18 松本美香 給食部会 今年度計画 江刺生涯学習センター 
5.16 伊藤和枝、小野寺奈保子 支援部会 今年度計画 江刺生涯学習センター 

6.20 
菅原幸恵、中村春美 

阿部さやか、佐藤千尋 
保育講座「ヨガ」 岩谷堂地区センター 

6.27 佐藤有子、瀬川由紀 手作りおもちゃ講座 講師：梁川みつ氏 常盤地区センター 

7.10 菊池道世 主任保育士部会「グループ討議」 水沢地区センター 

7.14 伊藤和枝、小野寺奈保子 
支援部会 施設見学 
情報交換  

駒形こどもの杜 
水沢南地区センター 

7.18 
菊池道世、菅原幸恵 

伊藤さちい 

保育士部会 保育講座 

「絵本の読み聞かせ」 講師:いちごみるく 
江刺生涯学習センター 

7.27 高橋幸恵、菅原幸恵 
保育士部会 保育講座 

「リズムあそび」 講師：磯貝友絵 
水沢南地区センター 

8.2 
菊池千枝、松本美香 

細川由紀枝 

給食部会 
 講演会「野菜ぎらい克服術」 

講師:野菜ソムリエ/食育マイスター朝日田有可氏 

水沢地区センター 

8.4 青木蘭奈、松森美礼 
保育士部会 保育講座  

「わらべうた」 講師：金子きくえ氏 
水沢地区センター 

8.31 和賀寿美恵 
看護師部会 
花巻市看護部会との交流に向けた意見交換 

水沢地区センター 

9.22 阿部さやか、松森美礼 
保育士部会 療育部会  
「統合保育の実践①」 講師：齋藤哲郎氏 

江刺生涯学習センター 

9.27 伊藤和枝 

支援部会 講演「支援の親子から学ぶ」 

講師：元こばとこども園子育て支援センター 

高橋牧子氏 

水沢南地区センター 

9.29 高橋幸恵 
保育士部会 保育講演会 
「保護者支援について」 講師：吉田智子氏 

水沢地区センター 

10.3 菊池道世 
主任部会 講演会 

「保育指針について」 講師：遠藤清賢園長 
ヒロノ福祉パーク 

10.4 菅原幸恵、千葉 丈 

保育士部会 体育講座 

「よりよい実践遊びを実践するために」 
 講師：竹田直史氏 

水沢地区センター 

10.18 和賀寿美恵 

看護師部会 

花巻市法人立保育所協議会 保健管理連絡

会との交流会 

花巻保健センター 

11.6 菊池道世 
主任部会 
反省と次年度活動案、引継ぎ 

 

水沢南地区センター 
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11.10 阿部さやか、松森美礼 
療育部会 

「統合保育の実践②」講師：齋藤哲郎氏 
水沢地区センター 

11.11 菊池千枝、細川由紀枝 給食部会 給食試食会 
いわて生協コープアテルイ 

水沢 9：00～14：00 

11.11 

園長、佐藤啓子、瀬川由紀 

阿部さやか、菅原幸恵 

佐藤千尋、青木蘭奈 

伊藤さちい 

胆江地区保育協議会全体講演会 

「豊かな自然が子どもを育む」 

講師：カタクリの会代表、日本自然保護協会 

   自然観察指導員 瀬川 強 氏 

 

江刺総合支所  

多目的ホール 

11.16 伊藤和枝、小野寺奈保子 
支援部会「手作りおもちゃ作り」 

 講師：江刺保育園 小野寺奈保子保育士 
水沢南地区センター 

12.5 菊池千枝、松本美香 給食部会 研修の反省とまとめ、来年度計画 江刺生涯学習センター 

1.16 伊藤和枝、小野寺奈保子 支援部会 研修のまとめ 情報交換 水沢南地区センター 

1.20 

菊池道世、中村春美 

千葉丈、和賀寿美恵 

菊池千枝、細川由紀枝 

胆江地区保育協議会講演会 

「コミュニケーションとことばのマジック」 

講師：ビジネスコンサルティング 及川敦子氏 

プラザイン水沢 

〃 

菊池道世、千葉丈 

和賀寿美恵、菊池千枝 

伊藤和枝、松本美香 

胆江地区保育協議会新年会 プラザイン水沢 

1.29 和賀寿美恵 
看護師部会 

今年度のまとめと反省、来年度の計画 
水沢地区センター 

2.9 佐藤啓子、伊藤さちい 研究発表会打合せ 智禅会 愛宕保育園 

2.17 

園長、菊池道世、佐藤啓子

瀬川由紀、菅原幸恵 
中村春美、佐藤千尋 
青木蘭奈、千葉 丈 

伊藤さちい、和賀寿美恵 
菊池千枝、細川由紀枝 

胆江地区保育協議会研究発表会 

(江刺保育園-研究発表園) 
カテゴリー1 子どもの育ちを保障する新たな

時代の保育実践～すべての子どもにむけて～ 

「ごっこ遊びによって育まれる成長体験 
 ～お店屋さんごっこ」 発表者 佐藤啓子 

ヒロノ福祉パーク 

3.2 菅原幸恵 保育士部会 研修の反省と来年度に向けて 江刺生涯学習センター 

 
12．保育実習受け入れ状況 

氏名 所属 期間 備考 

小原麻由季 盛岡大学短期大学部幼児教育科 2年 8/21～9/1、9/11～9/23 保育実習 

佐々木美由紀 専修大学北上福祉教育専門学校 1年 12/4～12/14 保育実習 

佐藤天音 専修大学北上福祉教育専門学校 1年 1/15～1/25 保育実習 

 
13．体験保育 

氏名 所属 期間 備考 

久米紗奈 江刺南中学校 2年生 7/25～7/27 
0～3 歳児のクラスに
入っての保育体験 

佐藤麻央、及川実生、後藤希咲 
佐藤小夏、升谷美侑 

岩谷堂高校 2年生 7/26～7/29 
各クラスに入って
の保育体験 

鈴木愛莉、熊坂結菜、長谷川小次郎 
後藤彩心、千葉春月 

江刺第一中学校２年生 9/28～9/29 
各クラスに入って
の保育体験 

江刺第一中学校 3 年 4組 30 名 11/28 
各クラスに分かれ
てのふれあい交流 

江刺第一中学校 3 年 5組 30 名 11/29 
各クラスに分かれ
てのふれあい交流 

江刺第一中学校 3 年 6組 29 名 12/1 
各クラスに分かれ
てのふれあい交流 
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14．ボランティア受け入れ状況 
夏まつりボランティア（7月 22 日） 
岩谷堂高校 6名 佐藤 楓(2 年生)、菊池莉々子(2 年生)、菅原有実果(2年生) 
        石川素仁亜(3 年生)、今野紀花(3 年生)、佐藤美紅(3年生) 
江刺第一中学校 1名 菊池沙姫(1年生) 

 運動会（9月 9日） 
  盛岡短期大学部幼児教育科 小原麻由季(2年) 
 
15．平成 29年度病児保育事業（体調不良児対応型）実績報告書 
 協力医療機関 菊地内科胃腸科こどもクリニック 
 担当職員配置 和賀寿美恵看護師 
  
延べ利用児童数（体調不良となり保護者が迎えに来るまで緊急対応として預かった児童数） 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
対応児童数 14 18 21 24 18 29 

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
対応児童数 33 23 18 16 20 8 

 4月～3月利用児童計 242名  
 

保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応の状況 
保健だより発行(毎月1回)、手洗い指導(乳児を除く全クラス、手洗いチェッカー使用) 
毎日、医務専用の連絡掲示板で園児の病欠状況、感染症に対する予防等を知らせる。 

  看護師研修に参加（胆江地区保育協議会看護師部会、県看護師研修に参加） 
地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援の実施状況 

  体調不良児童の保護者に対しての家庭内での生活について個別に助言(随時)する。 
 
平成29年度出席状況 
利用児童
総数 

自己欠 病欠 出席数 
熱、咳、
鼻水、等 

腹部の
不調等 

感染症 

インフル RS マイコ 手足口 
25,322 3,577 2,012 19,733 512 35 266 9 18 62 

 
感染症 

気管支炎 入院 怪我 その他 
水痘 突発性発疹 溶連菌 耳下腺炎 ロタ その他 
0 5 13 243 1 3 6 244 1 539 

病欠の割合 7.95％ 
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2017 年度（平成 29 年度）子育て支援事業報告 
 
1．担当職員 
 子育て支援主任保育士(常勤）：伊藤和枝 

〃  保育士(非常勤) ：小野寺奈保子(勤務は月～金 10：00～16：00） 
 
2．運営状況 
 日程 月曜日から金曜日 午前 10 時から午後３時まで 
 会場 友遊広場、江刺教会礼拝堂（今年度より） 
 
3．平成 29年度の主な活動内容 

名称 内容 講師 平均参加者 

聖書講座 
毎月 1回 10：30～11：15 資料提供 
江刺教会邑原宗男牧師による聖書講座 

邑原宗男牧師 3～5 

園長のお話会 
毎月 1回 10：30～10：50 資料提供 
子育て、保育制度、施設利用等 

遠藤清賢園長 3～5 

スクラップ・ブッキ
ング 

毎月 1回 10：30～11：15 
写真のアルバム作り 

和賀智恵美 5 

骨盤体験体操 
毎月 1回 10：15～11：30 
骨盤の正しい姿勢についての講義と体操 

須田 忠 5 

手作りおもちゃ 毎月 2回午前午後 30 分間でできるもの 支援担当職員 5 

友遊ランチ 
毎月 2回 10：30～14：30 
簡単料理のメニュー紹介、レシピ提供 

支援担当職員 15 

焼き肉のたれ作り 年 4回程度 支援担当職員 5～8 

誕生祝会 毎月 1回 10：30～11：00 支援担当職員 5～8 

英語で遊ぼう 毎月 2回の英語教室 菊池 恵 5 

手型足型アート 毎月 2回 10：30～11：00 佐藤友美 10 
わらべうたベビーマ
ッサージ 

毎月 1回 10：30～11：00 佐藤亜優 5～8 

メディカルアロマ 毎月 1回 10：30～11：00 小野寺留美 8 

アクアアラカルト 毎月 2回 13：30～15：00 及川妙美 5 

カラーセラピー 毎月 2回 及川なぎ紗 1 回 5 組 
トイレトレーニングの
お話会 

毎月 1回 佐藤有斐 5～8 

タイダイ染め 毎月 1回（9月まで） 佐藤有斐 1 回 8 組 
ダブル・ケアのお話会 隔月 1回 八幡初恵 3～5 

ブリザーブドフラワー 11 月・12月 4 回程度 高橋和恵 1 回 4～5組 

他に不定期で季節の制作、親子遠足、散歩（区内の公園等へ出掛ける）等を実施している 
4 月    お花見遠足 
4・5 月  不用品処分のお話し会 
6 月･12 月・3月 まま Chan コンサート 
7 月･8 月    簡易プールを使った水遊び 
10 月     秋の遠足 
3 月       いちご狩り遠足 
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4．友遊広場の利用状況 

 
開設日数 

保護者 児童 保護者、児童計 

計 平均 計 平均 計 平均 

広場 教会 広場 教会 広場 教会 広場 教会 広場 教会 広場 教会 広場 教会 

4 月 13  4 81 14 6.23 3.50 98 3 7.54 0.75 179 17 13.77 4.25 

5 月 19  6 108 26 5.68 4.33 123 17 6.47 2.83 231 43 12.16 7.17 

6 月 19 10 140 76 7.37 7.60 137 51 7.21 5.10 277 127 14.58 12.70 

7 月 20 12 148 82 7.40 6.83 178 61 8.90 5.08 326 143 16.30 11.92 

8 月 19 6 137 39 7.21 6.50 170 49 8.95 8.17 307 88 16.16 14.67 

9 月 20 5 136 21 6.80 4.20 125 17 6.25 3.40 261 38 13.05 7.60 

10 月 21 6 150 35 7.14 5.83 138 30 6.57 5.00 288 65 13.71 10.83 

11 月 20 12 147 82 7.35 6.83 140 50 7.00 4.16 287 132 14.35 11.00 

12 月 20 9 111 102 5.55 11.33 125 72 6.25 8.00 236 174 11.80 19.33 

1 月 17 7 72 30 4.24 4.29 83 27 4.88 3.86 155 57 9.12 8.14 

2 月 18 8 108 34 6.00 4.25 101 27 5.61 3.38 209 61 11.61 7.63 

3 月 21 7 153 31 7.29 4.43 190 33 9.05 4.71 343 64 16.33 9.14 

計 227 92 1,491 572 6.57 6.22 1,608 437 7.08 4.75 3,099 1,009 13.65 10.97 

計 319 2,063 6.47 2,045 6.41 3,219 12.88 

 

 
相談件数 

健康発育 食事授乳 しつけ、育児 発達 施設利用 その他 

4 月 0 1 0 0 0 15 

5 月 1 2 0 0 0 18 

6 月 2 2 2 2 0  8 

7 月 2 2 2 1 0 18 

8 月 2 4 1 2 3 18 

9 月 1 3 4 0 0 20 

10 月 3 1 2 1 0 20 

11 月 1 3 3 0 3 19 

12 月 1 0 0 0 0 13 

1 月 1 1 3 2 0 14 

2 月 0 1 2 3 0 26 

3 月 2 7 3 0 0 27 

合計 16 27 22 11 6 216 

 
5．子育て支援関連発行文書 
友遊広場の案内文書 毎月発行 200 部 子育て支援文書 隔月 200 部発行 
 
6．研修 
胆江地区保育協議会支援部会の研修 年 5回 
(1) 支援部会 年間計画、今年度研修、活動計画 

5 月 16 日(火) 15：00～17：00 会場：江刺生涯学習センター 
(2) 駒形こどもの杜施設見学と情報交換 

7 月 14 日(金) 14：00～17：00 会場：水沢南地区センター 
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(3) 講演会「支援の親子から学ぶ」 
講師：元こばとこども園 子育て支援センター 高橋牧子士 

9 月 27 日(水) 15：00～17：00 会場：水沢南地区センター 
(4) 手作りおもちゃ作り講習会 講師：江刺保育園 小野寺奈保子保育士 

11 月 16 日(木) 14：30～17：00 会場：水沢南地区センター 
(5) 研修のまとめ、情報交換 

1 月 16 日(火) 14：30～17：00 会場：水沢南地区センター 
  

7．会議等 
(1) 奥州市子育て支援担当者会議 

6 月 9 日(金)  15：30～17：00 会場：奥州市子育て総合支援センター 
   平成 29 年度研修会計画、情報交換 

(2) 奥州市子育て支援事業者会議 (行政担当者及び事業者園長、所長) 園長参加 
7 月 21 日(金) 13：30～15：00 会場：奥州市子育て総合支援センター 

   今後の子育て支援事業について情報交換と有効的な事業運営について 
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2017 年度（平成 29 年度）社会福祉貢献事業報告 
H29.9.1 スタート 

 
江刺保育園は社会福祉貢献事業として、保護者が就労等で日中家庭にいない状況で、放課後児童

クラブ等に入所できない行き場のない児童を対象に、保育園が開園している期間、主に江刺保育園
卒園児を対象に保育する①「かえるクラブ」と、江刺保育園の子どもたちとのふれあい広場として
②「おひさま」を 9月よりスタートした。 
 
1．担当職員 
 社会福祉貢献事業保育士(常勤）：千葉 丈 
 
 担当者は専任ではあるが、「かえるクラブ」の時間以外で余裕がある場合は、保育に於いて担任

が休んだ時や対応する職員が必要な時等、補助として保育に従事している。 
 
2．運営状況と活動内容 
  

① かえるクラブ 
 定員   3～5 名（12 月現在、4 名の利用） 
 対象学年 小学校 1年年生 
 利用日  月曜日～金曜日 
利用時間 15 時～18 時 
過ごし方 おやつ、宿題、園児とのふれあい遊び、読書、自由遊び 
 
利用状況 

月日 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 
開設日数 19 日 18 日 20 日 17 日 15 日 17 日 17 日 123 日 
利用児童数 4 名 4 名 4 名 4 名 4 名 4 名 4 名 4 名 
延べ人数 46 名 50 名 66 名 37 名 35 名 55 名 43 名 332 名 

 
② おひさまクラブ  
 定員   1 日 3～5名 
 対象学年 小学校 1～6年生 
 利用日  春、夏、冬休みと学校行事振替休日 
 利用時間 16 時～17時 
 過ごし方 園児とのふれあい遊び 
 
 利用状況 
 今年度 なし 
 

３．事業の成果 
  放課後、居場所のない子どもたちの為に、おやつを食べ、宿題をし、友達と楽しい時を過ごし

てもらうことが目的である。この事業施行にあたり資金は全て施設からの持ち出しとなっている。
この事業により利用している子どもたちを通して小学校との連携をさらに深めることが出来た。
利用している家族からも概ね良い評価を得られている。放課後、何時間も孤独な時間を過ごすし
ていた子どもたちは、友達や保育園児と楽しく保育園で過ごしている姿を見られたことは大きな
成果であると思う。 
この事業について卒園児以外の方からの利用についての問い合わせもあるが、今の時点では資

金なしの事業であり、今以上に拡大せず無理のない範囲で事業を行って行きたい。 


	 0歳児離乳食の摂食状況を把握するため食事介助対応。
	 児童の摂食状況把握のため各クラスに入り児童と共に食事をしている。
	 児童への栄養指導、食育絵本の読み聞かせ、調理体験、食育体操を全クラスにおいて実施。
	 各児童の体重、身長を測定し成長曲線を作成し体格の状態を記録。
	 食事相談、肥満相談、成長不良相談、離乳食相談等対応。
	 給食レシピの発行。子育て支援事業に対しても離乳食相談、手作りおやつレシピ発行等行っている。

