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２０１９年度 ３保育所拠点事業計画 

 

１． 基本方針について 

≪保育理念≫ 

◎ 保育に欠けるすべての子どもにとって、最もふさわしい生活の場を保障し愛護すると共に、

最善の利益を守り、保護者や地域と力を合わせ共にその福祉を積極的に増進する。 

◎ 集団生活の中で一人ひとりの能力を最大限に発揮させ、豊かな人間性を持った子どもを育

成する。又、子育て負担感の緩和を図り安心して子育て・子育ちができるよう保護者への

支援、合わせて地域における家庭支援を行う。 

◎ 児童福祉の推進を図るために、職員は豊かな愛情を持って接し、児童の処遇向上のため、

知識の修得と技術の向上に努める。又、家庭支援の為に常に社会性と良識に磨きをかけ、

相互に啓発する。 

   

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（1）事業運営方針 

  ≪保育方針≫ 

   〇一人ひとりの子どもの育ちを支える 

    (現在をもっともよく生き望ましい力の基礎を培う) 

   〇保護者の子育てを支える 

    (保護者の意向を受け止め子どもと保護者の安定した関係に配慮し援助する) 

   〇子どもと子育てにやさしい地域を作る 

    (地域とのふれあいや連携を図っていく) 

  ≪保育目標≫ 

   ～心豊かにたくましく生きる子ども～   

   ・いきいき遊び、やる気とやりぬく気力のある子ども 

   ・人の話をよく聞き、自分の思いを伝えられる子ども 

   ・思いやりと感謝の気持ちを持つ子ども 

 

 

（2）実施事業計画 

   本年度は、基本方針及び事業運営方針・目標に基づいて、以下の事業を実施する。 

 ① サービス計画 

◎２０１８年度施行の保育所保育指針を参照とした実施内容とする。 

◎子どもたちが、現在を最も良く生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を培うために、環

境を通して養護及び教育を一体的に考えながら、一人ひとりの子どもの可能性や育つ力を

認め、尊重しながら、保護者や子どもたちにより良い保育を提供する。 
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＜豊かな心を育てる＞ 

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎絵本に親しむ 〇保育士や友だちと心を通わせる中で、絵本や物語に親しみ、豊

かな言葉や表現を身に付け、想像力や感性を育む。 

〇絵本を通して多くの事を学んだり、文字や数、図形や科学など

に、興味や関心を持つことにより、遊びや生活の中に活かすこ

とができるように図る。 

〇絵本による読み聞かせを通して、親子のつながりや交流を深

め、家族の幸福感に繋がるよう図る。 

・０歳児・・ 保育士との読み聞かせの中で、安心感に包まれなが

ら、身近な人とのつながりを深め、発声や喃語、発

語の意欲に繋げる。 

・１歳児・・ 読み聞かせを通して、身近な人と触れ合い、心地よ

さを感じながら、言葉の理解へと繋げる。 

・２歳児・・ 言葉の繰り返しを楽しんだり、絵と言葉のつながり

から、いろいろなイメージに広がるよう図る。 

・３歳児・・ 物語の中から、いろいろなイメージを広げ、ごっこ

遊びや友だちとのやりとりを楽しみ、人間関係の広

がりへと繋げる。 

・４歳児・・ 長い物語を見たり聞いたりできるようになり、話の

中からいろいろな感情を感じ取ったり、想像するこ

とができるよう図る。 

・５歳児・・ 気になることを図鑑で調べたり、本を通して文字や

数に興味関心を持ち、いろいろな知識を得ようとす

る力を育む。 

◎地域交流をする 〇地域の小学生・中学生・高校生・高齢者などとの交流活動を実

施する。 

 ・小学生と、触れ合い遊び、集団遊びなどを通して交流を深め

る。 

 ・中学校、高校の授業の一環としての職場体験等を取り入れ、

交流活動を実施する。 

 ・高齢者の方と野菜作り、野草茶作り、運動会等を通して交流

を深める。 

 ・地域の施設の方と花植え、いも掘り等を通して交流を深める。 

地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々な関わり方に気づ

き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、

地域に親しみを持つことができるよう図る。また、社会とのつ

ながりなどに気付くよう図る。 

〇地域ボランティアの受入れを行う。 
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◎異年齢児交流を大切

にする 

〇異年齢児と交流を持つことで、小さい子は大きい子の行動や活

動を真似て見たり、やってみようという挑戦の気持ちを持つよ

うになり、大きい子は、自分たちがして貰って嬉しかったこと

をしようと面倒を見たり、世話をすることで優しさや思いやり

の気持ちに繋がるよう図る。 

[3歳未満児] 

・異年齢の子ども同士の関わりの楽しさを感じられるように工夫

をする。 

・大きい子の真似をすることで、あそびや活動を広げ、やってみ

ようという挑戦の気持ちを育む。 

[3歳以上児] 

・園庭で一緒に遊んだり、散歩に出かけたり、一緒に過ごす中で

小さい子に対する思いやりや優しさを育む。 

・小さい子の世話をすることで、自分に対する自信が持てるよう

に図る。 

◎わらべうたに親しむ 

 

 

〇昔ながらのぬくもりのあるわらべうたを保育の中にとり入れ、

子どもたちにわらべうたが持つ心(温かみ、優しさ等)を伝え、

情緒豊かな心を育む。 

◎アートデーを行う 

 

〇専門講師により、クラス別アートデー(絵画、製作等)を開催す

る。こうした取り組みにより、様々な素材の特徴や表現の仕方

などに気づき、表現する喜びを味わい、意欲をもつことができ

るよう図る。 

◎外国の文化に触れる 〇外国の講師を招き、外国の様々な文化に触れたり、英語に触れ

ることで、視野を広げたり、国際的感覚を養う。 

＜健康な体を作る＞         

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎年齢や発達に応じた

運動遊びを行う 

 

 

 

 

 

〇『元気なからだ作り計画表』に基づき、クラス別に基本目標を

持って、年間を通して様々な運動遊びを保育にとり入れ、運動

機能や体力・体幹の向上を図る。 

＜基本目標＞ 

保育所の生活の中で、充実感を持って自分のやりたいことに向か

って心と体を充分に働かせ、見通しを持って行動し、自ら健康で

安全な生活を作り出すようになる。 

 

 

・０歳児・・ 安全な環境の中で保育士と触れ合い手足の筋肉を

鍛える全身運動や、探索活動を楽しむ。 

 

 

・１歳児・・ 歩く、登る、くぐる、走る、跳ぶ等の基本的な運動

機能が発達する。手足の指先も発達する。 

 

 

・２歳児・・ 走る、跳ぶなど体を思うように動かせるようにな

る。 
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 ・３歳児・・ 基本的な運動能力（登る、降りる、ぶら下がるなど）

が発達する。 

 

 

・４歳児・・ 全身のバランスが取れるようになり、体の動きが

巧みになる。 

・５歳児・・ 運動機能がますます伸び、喜んで運動遊びをする。 

専門の講師による運動遊びを行い、小学校就学に

向けての基礎的な動きを学んでいく。(隔月) 

◎自然の中での遊びを

体験する 

〇散歩、野山での遊び、川遊び等の園外での活動を通して、地域

の自然に親しみ、触れる機会を増やす。こうした取り組みによ

り、子どもたちに自然と生きる大切さ(木育等)を感じさせると

共に、戸外でのびのびと遊ぶことによって体力の向上を図り、

心身共に活力ある子どもを育む。 

＜基本目標＞ 

自然の大きさ、美しさ、不思議さなどに直接触れる体験を通して

子どもの心の安らぎ、豊かな感情、好奇心、思考力、表現力の基

礎が培われるように図る。 

・０歳児・・ 散歩に出かける心地よさを知り、土手や草原で保

育者に見守られながら、自然を感じ、全身運動や探

索活動を楽しむことができるよう図る。 

 ・1～3歳未満児・・ 

  保育者や友だちと手をつないで歩いたり、全身を

使って土手などを登る、降りる、滑るなどを経験し

たり、草原を思いっきり走ったり、跳んだりするこ

とで運動機能の発達に繋げる。 

 ・3歳以上児・・ 

  自然の移り変わりや自然事象に気づいたり、野草

や虫、小動物の発見に喜び、様々な驚きや喜びを友

だちと共有できるように図る。 

木登りや斜面の上り下りなど、様々な動きができ

るように図る。 
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＜食育に取り組む＞        

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎毎日の給食を楽しむ 

 

 

 

 

〇毎日の給食を楽しく食べる事で、食に対して興味、関心を高め

る。メニューや食材について、子どもたちにわかりやすく説明

したり、食育に関する掲示や展示を行うことで、食材を大切に

し、食材の生産者や食事を作る人に感謝の気持ちが持てるよう

に育む。 

 

◎食べることの大切さ

や、マナーを身に付

ける。 

 

 

・０歳児・・ 食べる喜びを感じ、自分で食べようとする意欲を

育てる。 

しっかりと噛んで食べることを伝える。(もぐもぐ

期、かみかみ期) 

・１歳児・・ 手づかみやスプーンを使ったりしながら、自分で

食べようとする意欲を育てる。 

いろいろな食材が食べられるように、言葉かけを行

い、食事を楽しむことができるように図る。 

・２歳児・・ 友だちと一緒にテーブルにつき、楽しく食事がで

きるような雰囲気づくりを行う。 

スプーンやフォークを使って自分で意欲的に食べ

ることができるように言葉かけを行う。 

・３歳児・・ 椅子に座って食べたり、箸を使って食べたり、食

事のマナーを意識しながら食べるよう図る。 

好き嫌いをせず、何でも食べるように励ましたり

誉めたりする。 

・４歳児・・ 友だちと楽しく食べながらも、箸を使って食べた

り、姿勢よく食べるよう促す。 

苦手な物でも食べるように促し、食べる事ができ

た時には、しっかりと誉め自信に繋げる。 

・５歳児・・ 正しい姿勢や箸の使い方等、簡単な食事のマナー

を守れるよう促す。 

食材に興味を持ち、食べることの大切さに気付く

ように図る。 

友だちと楽しく食べながらも、決められた時間内

に食べられるように言葉かけを行う。 

好き嫌いをせず、何でも食べようとする気持ちを

育む。 
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◎野菜作りや年齢 

に応じたクッキング

体験をする 

 

 

 

〇保育所の畑での野菜作り等を通して、子どもたちに旬の味を味

わわせる。 

保育所で採れた野菜や様々な食材で年齢に合ったクッキング

を計画的に行い、野菜を収穫する喜びや、体験することで「自

分でできた」という達成感が味わえるようにする。 

 

◎地域の郷土、伝統 

料理に触れる 

 

 

 

〇まき餅や、野草茶作りなど地域の方と関わりながら、地域の郷

土料理や、昔ながらの保存食を通して伝統料理に触れ、伝えら

れてきた様々な文化を理解し、食を通してふるさとを思う気持

ちに繋がるようにする。 

 

◎保護者への食の 

関心を深める 

〇毎月『食育便り』『献立表』を発行し、食に関する情報や保育所

での取り組み等を保護者にお知らせし、親子で食に関心が持て

るよう図る。 

 

〇給食の参観や試食会、離乳食やアレルギー食の相談会等も栄養

士の専門性を活かしながら計画し、保護者への啓蒙を積極的に

行う。 

 

〇アレルギー食に対しては、職員間での連携と共に保護者とも

日々繋がりを持ち、安全に進めていけるよう丁寧に対応する。 

 

    

 

＜災害時の備え＞ 

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎災害時に備えての安

全対策を行う。 

〇火災や地震などの災害に備えて手順や、職員役割分担、避難訓

練計画などに関するマニュアルを見直し、避難訓練を実施す

る。近隣の施設、自治体、保護者との連携を更に強化する。 

 

〇災害の発生時に、保護者等への連絡及び子どもの引渡しを円滑

に行うため、連絡体制や引渡し方法等について充分に確認を行

う。 

 

〇災害時に備えての防災頭巾や備蓄食を常備しておく。緊急時に

使用できるよう、扱い方の練習も定期的に行う。 
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＜特別保育事業他＞     

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎保護者の子育て 

を支援する 

 

〇ＩＴを利用した連絡網の整備をすることで、より迅速な情報共

有をする。 

 

〇保護者の子育て支援や相談に対応した関係機関との連携の強

化を図る。 

 

〇保護者向けの講座を開催する。(石見さくら会保育研究会) 

 

〇障がい児保育、一時預かり事業、体調不良児事業等を実施する。

(いわみ西) 

 

 

 

 

② 人材育成計画 

  ＜事業所内研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

石見さくら会保育研究

会 

 

〇調理担当者研修 

〇運動あそび講習会 

〇実技研修 

〇保育研修 

〇救急法講習会 

〇防犯訓練 

〇年齢別、主任、調理師の話し合い 

 (隔月) 

全職員 

 

 

＜事業所外研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

専門研修 

 

〇邑南町保育研究会主催 

 ・実技研修 

〇邑智郡保育研究会主催 

 ・所長研修・主任研修 

・調理研修・実技講習 

・公開保育等 

〇島根県社会福祉協議会主催 

 ・キャリアアップ研修 

 ・保育士新任、中堅研修 

全職員 
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・子育て、保護者支援研修 

・乳児保育、幼児保育研修 

・障がい児保育研修 

・保育所指導的職員研修等 

・保健衛生、安全対策研修 

・リスクマネージメント研修 

・メンタルヘルス研修 

〇島根県保育協議会主催 

 ・スキルアップ研修 

 ・所長、主任研修 

 ・食育推進研修 

・児童福祉施設調理者研修 

・しまね県保育研究大会 

・中国地区保育研究大会等 

〇邑南町主催の研修 

〇石見養護学校主催の研修 

事業所間研修 

 

〇人権研修 

〇感染症研修 

〇接遇研修 

全職員 

 

 

 

＜自己啓発支援＞ 

 対象資格 実施内容 対象者 

保育士 〇資格取得者に対して報償金を支給する。 正職員及び有

期契約職員 

 

  



52 

 

 ③ 施設整備等計画 

  ⅰ）いわみ西保育所 

＜建物設備＞ 

 実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

◎絵本や絵本コーナー

の充実 

〇玄関や各クラスの絵本コーナーを見直し充実

するため、本棚や絵本等を購入する。また保

護者向けに絵本が貸し出しできるように、絵

本や環境を整える。 

 

随時 

◎運動遊具・用 

具の購入 

〇運動遊びの充実を図るため、保育所にある遊

具や用具を見直し、必要と思われる遊具や用

具を補充していく。 

・乳児用三輪車・ペダルなし三輪車など 

 

随時 

 

 

◎防犯システム・防災

用品の充実 

〇110番直結非常装置を設置する。 

〇防犯カメラを設置する。 

〇緊急時の職員用ヘルメットを購入する。 

 

４月 

◎外廊下照明増設 〇冬場の送迎時に幼児クラスの廊下が暗く足元

などが見えないため、照明器具をつける。 

 

４月 

◎保育所内でのパソコ

ンのネットワーク化 

〇保育所内のパソコンをネットワーク化するこ

とによって、データ保存、データの共有、Ｕ

ＳＢによるデータの紛失を防ぐ。 

 

４月 

◎紙おむつの処理 〇使用済みの紙おむつをご家族に持ち帰って頂

いているが、不衛生なので業者に処分を依頼

する。 

 

４月 

◎砂場のカバーの購入 〇平成 26年に購入し、現在使用中の砂場のカ

バーについて、老朽化により穴が開き、カバ

ーとして使用できなくなっている為、新しい

カバーを購入する。（形が特殊である為、特

注扱いとなる） 

 

４月 

◎パンフレットの作成 〇３保育所共通の石見さくら会保育所のパンフ

レットを作成する。 

９月 

 

ⅱ）東保育所 
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＜建物設備＞ 

実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

◎絵本や絵本コーナー

の充実 

〇各クラスの本棚や玄関の絵本コーナーを見直

し、本棚や絵本等を購入する。また、親子で

絵本に親しめる環境づくりをする。 

 

 

随時 

◎運動遊具・用具・玩具

の購入 

 

〇保育所にある遊具や用具を見直し、基礎的な

運動機能の向上に必要な用具を購入する。 

・平均台・乳幼児用三輪車 など 

 

随時 

◎防犯システム・防災

用品の充実 

〇110番直結非常装置を設置する。 

〇防犯カメラを設置する。 

〇不足分の防災頭巾や緊急時の職員用ヘルメッ

トを購入する。 

 

 

４月 

◎製作用の棚や座机の

充実 

〇年齢に合った座机を購入する（２歳児） 

〇製作用の棚を購入する(４・５歳児) 

 

４月 

◎パソコンの安全シス

テムの導入と事務業

務の効率化 

〇事務業務用パソコンのデータの一元管理で事

務業務の効率化と破損データのバックアップ

機能を導入し安全保持を図る。  

 

 

４月 

◎園庭遊具の設置と補

修 

〇老朽化により撤去した乳児用のすべり台を新

しく購入して設置する。 

また、固定遊具の錆止めと塗り替えをして安

全に遊べるようにする。 

 

 

４月 

◎屋外小屋の修理 〇ニワトリ小屋を修理して三輪車置き場として

利用する。 

４月 

◎紙おむつの 

処理 

〇使用済みの紙おむつをご家族に持ち帰って頂

いているが、不衛生なので業者に処分を依頼

する。 

 

４月 
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◎パンフレットの作成 〇３保育所共通の石見さくら会保育所のパンフ

レットを作成する。 

 

９月 

 

ⅲ）日貫保育所 

＜建物設備＞ 

実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

◎遊戯室にエアコンを

設置する 

〇現在遊戯室には給油式ファンヒーターしかな

く故障している為、新しくエアコンを設置す

る。 

６月 

◎幼児組保育室に防炎

カーテンを取り付け

る 

○幼児組保育室にカーテンが無く午睡時に睡眠

の妨げになるため防炎用カーテンを取り付け

る。 

４月 

◎園庭の整備 ○園庭の築山の土を重機で上げてもらい子ども

たちが安全に遊べるように整備する。 

５月 

◎運動遊具・用具の購

入 

 

〇運動遊びの充実を図るため、保育所にある遊

具や用具を見直し、必要と思われる遊具や用

具を補充していく。 

随時 

◎絵本などの充実 〇豊かな心を育む為に絵本の充実をはかる。又

親子読書を推進するためにくつろいだ雰囲気

の読書コーナーを設置し保護者向けの本を置

くなど気軽に絵本を楽しめる場を提供する。 

〇玄関や各クラスの絵本コーナーを見直し必要

な絵本を購入する、又おすすめ絵本の展示な

どして充実する。 

４月 

 

 

 

 

随時 

◎園外保育の充実 〇散歩コースの点検と整備をするとともに安全

な散歩に必要な携帯品を購入する。 

６月 

◎防犯システム・防災

用品の充実 

〇110番直結非常装置を設置する。 

〇防犯カメラを設置する。 

〇災害時に備えて職員用のヘルメットを購入す

る。 

４月 

◎紙おむつの処理 〇使用済みの紙おむつをご家族に持ち帰って頂

いているが、不衛生なので業者に処分を依頼

する。 

４月 

◎パンフレットの作成 〇３保育所共通の石見さくら会保育所のパンフ

レットを作成する。 

９月 
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３．入所者（利用者）計画 

① いわみ西保育所 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

１２０名  １１５名  ９５.８％  

 

 

（２）入所児構成計画（３月末計画） 

年齢別クラス 入所者数 構成比 

０歳児 １２名  １０.４％  

１歳児 ２４名  ２０.９％  

２歳児 ８名  ７.０％  

３歳児 ２６名  ２２.６％  

４歳児 ２１名  １８.３％  

５歳児 ２４名  ２０.９％  

計 １１５名  １００.０％  

 

 

 

 

② 東保育所 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

６０名  ６４名  １０８.３％  

 

 

（２）入所児構成計画（３月末計画） 

年齢別クラス 入所者数 構成比 

０歳児 ８名  １２.５％  

１歳児 １０名  １５.６％  

２歳児 １４名  ２１.９％  

３歳児 １０名  １５.６％  

４歳児 １２名  １８.８％  

５歳児 １０名  １５.６％  

計 ６４名  １００.０％  
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③ 日貫保育所 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

２０名  １５名  ７５％  

 

（２）入所児構成計画（３月末計画） 

年齢別クラス 入所者数 構成比 

０歳児 ４名  ２６.７％  

１歳児 ３名  ２０.０％  

２歳児 ２名  １３.３％  

３歳児 ５名  ３３.３％  

４歳児 １名  ６.７％  

５歳児 ０名  ０.０％  

計 １５名  １００.０％  
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４．要員（体制）計画 

① いわみ西保育所                         （単位：人） 

職  種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備 考 

所長 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

主任保育士 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

保育士 ２１ (18.1)  １７ (17.0)   

栄養士 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

調理員 ４ ( 1.8)  ３ ( 1.8)   

看護師 ３ ( 1.8)  ３ ( 1.2)   

保育補助 ３ ( 3.0)  ３ ( 3.0)  子育支援員 

環境整備 １ ( 0.1)  ２ ( 0.5)   

合 計 ３５ (27.8)  ３１ (26.5)   

 

 

② 東保育所                            （単位：人） 

職  種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備 考 

所長 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

主任保育士 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

保育士 １１ ( 8.9)  １２ ( 9.8)   

栄養士 １ ( 1.0)  ０    

調理員 ３ ( 1.1)  ４ ( 2.1)   

保育補助 ３ ( 2.2)  ３ ( 2.2)  2名 子育て支援 

環境整備 ２ ( 0.3)  ２ ( 0.3)   

合 計 ２２ (15.5)  ２３ (16.4)   

 

  

③ 日貫保育所                           （単位：人） 

職  種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備 考 

所長 １ (1.0)  １ (1.0)   

主任保育士 ０   ０    

保育士 ６ (4.0)  ６ (4.0)   

調理員 ２ (1.1)  ２ (1.1)   

保育補助 ２ (0.3)  ２ (0.3)   

合 計 １１ (6.4)  １１ (6.4)   
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５．収益計画（事業活動計算書） 

① いわみ西保育所          （単位：千円、％） 

 いわみ西保育所拠点 

サービス活動収益 １１７，７１９  

サービス活動費用 １１２，７８８  

サービス活動増減差額 ４，９３１  

経常増減差額 ４，８５８  

経常増減差額率 ４.１  

    内減価償却費 ３００千円（中期事業計画に基づく）    

 

 

② 東保育所                           （単位：千円、％） 

 

 

 

サービス区分 
東保育所 

拠点合計 東保育所 
子育て支援 

センター 

さくらんぼ 

クラブ 

サービス活動収益 ７９，７３４ ７，５５３ １４７ ８７，４３４ 

サービス活動費用 ６８，５２０ ７，５５３ ３５７ ７６，４３０ 

サービス活動増減差額 １１，２１４ ０ △２１０ １１，００４ 

経常増減差額 １１，１３９ ０ △２１０ １０，９２９ 

経常増減差額率 １４.０ ０.０ △１４２.９ １２.５ 

    内減価償却費 ９００千円（中期事業計画に基づく） 

 

 

③ 日貫保育所            （単位：千円、％） 

 日貫保育所拠点 

サービス活動収益 ２８，４００  

サービス活動費用 ２６，１０３  

サービス活動増減差額 ２，２９７  

経常増減差額 ２，２３９  

経常増減差額率 ７.９  

    内減価償却費 ５００千円（中期事業計画に基づく） 

 

 

 

６．その他（特記事項） 

  特になし 

 

 

                以上 
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２０１９年度 子育て支援センター事業計画 

 

１．基本方針について 

 ≪運営理念≫ 

  親子の愛情を育む機会を提供すると共に、子育て家庭が抱える育児不安・孤独感を軽減し、

子育ての楽しさを感じる事ができるよう子育て家庭の育児力の向上に努める。又、地域社会及

び、子育て支援団体・各機関と連携を図り、地域と親子をつなぐ架け橋となって地域の子育て

力向上に貢献する。 

 

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（１） 事業方針・目標 

○事業方針・目標 

・親子の絆を深め、子育ての親子の交流の場として在宅親子が安らげるよう支援する。 

・子育ての不安や悩み等の相談に応じ、援助する。関係機関とも連携を取り実施する。 

   ・子育てサークルや子育て支援関係情報を提供し、様々な親支援の輪を広げていく。 

   ・子育て支援を担うものとしての専門的知識、技術の習得を図り、自己研鑚に努める。 

 

○人的方針・目標 

  保育所と同様 

 

 

（２） 実施事業計画 

本年度は、基本方針及び事業運営方針・目標に基づいて、以下の事業を実施する。 

 ① サービス計画 

＜子育て親子の交流促進＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

子育て親子の交流の

場の提供 

・子育て支援室『すくすく』を常時開所し、在宅親子がゆったりと

遊べる場の提供をする。（９：００～１６：００） 

・子育て中の方々が交流をもち、子育ての悩み等を語り合うことで

孤独感や不安感の緩和を図ると共に子育ての楽しさを共有できる

ような環境作りを図る。 

・各保育所に開放日を設ける 

   いわみ西保育所・・・親子サロン （月１回午前中） 

   東保育所   ・・・わくわくデー（月１回午前中） 

   日貫保育所  ・・・ぴよぴよデー（月１回午前中） 

 

＜子育てに関する相談・援助＞ 
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実施事項 実施内容（具体的内容） 

来所・電話相談 ・来所や電話による子育て等に関する相談や援助を行う。 

 （平日 ８：３０～１７：００） 

 

健診に参加 ・町の幼児健診に担当保育士が参加し、町内全体の親子と触れ合いを

もちながら、子育ての悩みを聴いたり生活習慣や子どもとの関わり

方等の助言をしたりする。 

・保健師と子育て中の方々の情報を共有し合い、より支援が的確なも

のであるようにする。 

 

子育て支援 

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

「さくらんぼｸﾗﾌﾞ」の

案内と実施 

・子育て支援事業、ファミリーサポートセンター「さくらんぼクラブ」

の更なる周知を図り、地域の子育て家庭を支える保育所としての役

割の一環として積極的に取り組む。誰もが利用しやすいよう、又急

な要望などにも応じられるような体制作りにも配慮する。 

 

 

＜地域の子育て関連情報の提供＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

機関誌の発行 ・機関誌『すくすく』及び『月の行事』を毎月発行し、より多くの在

宅親子の利用に繋げる。又、在宅親子宅だけでなく地域の民生委員

さん宅や公民館などにも送付し、支援センターの周知を図る。 

・地域の公共の場や病院、保健センターなどにも掲示させてもらい、

地域の様々な方に関心を持って頂けるよう取り組む。 

 

案内書の配布 ・赤ちゃんの誕生や石見地区に転居して来られた子育て中の方に関

する情報を地域の方々から頂き、洩れのないよう『子育て支援セン

ター』の案内を送付する。 

 

広報誌や案内書によ

る情報提供 

・広報誌『さくらだより』に取組を掲載し、更なる在宅親子の子育て

支援センター活用に繋げる。 

・子育てに関する講演会やイベントの案内を配布する。 

 

無線放送での発信 ・無線放送で支援センターの活動をお知らせし、地域を超えた町内の

在宅親子に呼びかけ、関心を持って頂けるよう図る。 

・ホームページを活用し、支援センターの案内や活動について情報提

供をする。 

 

 

＜子育て及び、子育て支援に関する講座の実施＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 
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専門講師による講座 ○アートデー（月１回）   … 絵画・制作活動 

感触遊び 

○クッキングデー（月１回） … 簡単おやつ 

創作おかず 

○わらべうた遊び・絵本の紹介・ママのこころころ（月１回） 

 … 親子でのふれあいの推進 

母親への支援 

○３Ｂ体操・リズム遊び（隔月１回） 

              … 親子でのふれあい 

母親のリフレッシュ 

○助産師さんによる講座（母乳） 

 

町の専門書職による

支援 

○出前講座（月１回）    … ベビーマッサージ 

                歯の指導 

                離乳食の指導相談 

                保健師による身体測定 

                育児相談 

○邑智病院医師による講座 

 

 

＜地域支援事業＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

地域の子育て関連事

業への参加 

・地域に出向き、親子交流活動や子育てサークルの援助を行う。 

   瑞穂子育て支援センターとの交流 

   こぐまクラブの支援活動 

・地域の団体や福祉施設との交流を行う。 

   デイサービス「希望の郷」の利用者さんとの交流 

   井原地域の方とのクッキング交流 
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② 人材育成計画 

＜事業所内研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

集合研修 

（園内研修） 

・衛生管理、感染症対応、危機管理等の実施訓練 

 

全職員 

石見さくら会 

 保育研究会 

・保育のテーマに沿った研修 

・救急法の研修 

・防犯訓練 

 

全職員 

 

＜事業所外研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

専門研修 ・島根県社会福祉協議会主催 

 （子育て担当者支援研修） 

 

全職員 

事業所間研修 ・衛生及び感染症予防研修 

・人権研修 

・接遇研修 

 

全職員 

 

＜自己啓発支援＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

子育て支援員 資格取得者に対して研修費援助 

 

有期契約職員 

 

 

③ 施設整備等計画 

＜建物設備＞  

実施事項 実施内容 対象者 

特になし   
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３．要員（体制）計画 

職 種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備  考 

所長  （   ）   （   ）   

保育士 ３ （1.5）  ３ （1.8）   

保育補助 ２ （0.8）  ２ （0.8）   

合  計 ５ （2.3）  ５ （2.6）   

 

 

 

４．その他 

特になし 

 

 

 

 

以上 
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２０１９年度 さくらんぼクラブ事業計画 

 

５．基本方針について 

 ≪運営理念≫ 

  子育てサポートセンター「さくらんぼクラブ」は、子育て支援センターを拠点とし、子育て

支援団体・各機関と連携を図り、地域の子育て家庭が安心して子育てできるように支援をして

いきます。 

 

 

 

６．事業運営方針及び事業計画 

（３） 事業運営方針 

○事業方針 

・さくらんぼクラブ事業の周知を図る。 

・会員の募集をする。 

・会員交流会の実施をする。 

・講習会などへの参加。 

・報酬支払助成事業の実施をする。 

 

 

（４） 実施事業計画 

本年度は、基本方針及び事業運営方針・目標に基づいて、以下の事業を実施する。 

 

○1  サービス計画 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

○事業の周知及び 

 会員募集 

・チラシの配布等、広報活動を実施する。 

・地域の様々な機関との連携強化に努め、利用者の情報等を共有す

るとともに事業の周知を図り拡大を行う。 

・要請があれば個別に出向いて事業説明を行い周知を図る。 

・取組について紹介しているパンフレットを利用者の方に対して

は、年度初めの保護者総会に於いて配布し、一般の方々に対して

は、様々な関係機関に置かせて頂き、周知を図る。 

○交流会の実施 ・年に一度、まかせて会員及びお願い会員とその子供が一緒に交流

する機会を設ける。 

○講習会への参加 ・邑南町が主催するファミリーサポートセンター講習会にまかせて

会員と共に参加し、専門知識の向上を図る。 

○報酬支払いの助成 

事業 

・お願い会員への利用料半額助成を継続し、子育て家庭の負担が少

しでも軽減するように支援する。 
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② 人材育成計画 

実施事項 実施内容 対象者 

専門研修（県主催） ・アドバイザー専門研修 アドバイザー 

子育て職員 

専門研修（町主催） ・会員専門研修 アドバイザー 

まかせて会員 

 

 

 

７．要員（体制）計画 

アドバイザーは子育て支援センター職員 

 

 

 

８．その他 

特になし 

 

 

 

以上 

  


