
平成２７年 度 事 業 計 画 書 
 

１	 保育園の運営 
	 (1)	 所在地	 	 	 福岡県糟屋郡志免町南里 2丁目 9番 26号 
	 (2)	 定	 員	 	 	 90名	 	 内訳 	  ０才児	  6名	 	 １才児 12名	 	 ２才児 12名 
	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３才児  20名	 	 ４才児 20名	 	 ５才児 20名 
	 (3)	 職員定数	 	 12名 
	  
	  
２	 保育目標 
	 (1)	 保育理念 
	 	 	 	 『三つ子の魂、百まで』 
	  
	 (2)	 保育時間 
	 	 	 	 7：00	 ～	 18：00 
	  
	 (3)	 特別保育の実施 
	 	 	 ・延長保育	 18：00	 ～	 20：00 
	 	 	 ・障がい児保育 
	  
３	 職員名簿	 	 	 	 別紙のとおり。（嘱託医含む） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （職名、氏名、資格） 
	  
４	 保育内容 

	 	 	 心 人は、人との関わりの中で様々なことを学びます。  

（１）	 認め合い、励まし合う個性尊重を基盤とした風土 

（２）	 価値あるものに気づく(感性)を大切にした教育活動 

（３）	 体験と結び付けて深く感じ、考え、心に響く道徳教育 

（４）	 保護者及び子どもとの暖かな信頼関係に基づく養育相談活動 

（５）	 異年齢交流を進め、子どもたちが互いに認め合い高め合う主体的な 

児童活動 

	 	 	 知  経験を通して、生きる力を育みます。  

  （１）「自分なり」の見方や考え方・感じ方を大切にする保育活動 

  （２）体験を重視し、自ら学び、考える主体的な保育活動 

  （３）生活習慣の定着と個々の発達段階に応じた保育活動 

  （４）豊かな感性とともに、好奇心、探究心及び思考力を養う保育活動 

  （５）外人講師による英語教育活動を通じた異文化交流 

	 	 	 体  健康な肉体は日々の生活の積み重ねです。 



（１）	 実践を通じて基本的な生活習慣を身につけていく保育活動 

（２）	 自他の安全に気づき、安全の大切さを自覚させていく保育活動 

（３）	 園外活動や散歩を中心とした体力づくり 

（４）	 「コーディネーショントレーニング・Kucot」による基礎運動能力の 

 開発及び定着 

 

食  『あなたはあなたの食べたもの』  

（１）	 健全な心と体を育て、自らが健康で安全な生活を作り出す力を養う 

（２）	 自らも含めたすべてのいのちを大切にする力を養う 

（３）	 感謝する気持ちを養う 

（４）	 農業体験を通じて、栽培することの大変さや収穫の喜びを味わう 

 
５	 防災計画 
	 	 	 別紙のとおり。 
	 	 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  平成 27年度	 職員名簿 
 

園長 福田憲彌 昭和 49 年 10 月 21 日 保育士・幼稚園免許 

事務長 水上嘉教      昭和 32 年 7 月 27 日    

主任 大場理絵 昭和 45 年 2 月 20 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 甲斐章子 平成元年 7 月 23 日 保育士 

保育士 出水多恵子 昭和 40 年 4 月 13 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 山代幸恵 昭和 56 年 6 月 5 日 保育士 

保育士 竹島美和子 昭和 46 年 1 月 17 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 富永智 平成 4 年 5 月 27 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 税所記美子 昭和 42 年 8 月 14 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 秀島清子 昭和 31 年 10 月 20 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 峯敦子 昭和 43 年 11 月 24 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 大原梨香 平成 2 年 10 月 19 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 石橋美幸 昭和 43 年 6 月 9 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 山本豊子 昭和 39 年 4 月 14 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 山中浩太郎 昭和 61 年 11 月 3 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 藤原亜弓 昭和 59 年 2 月 4 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 大神典子 昭和 51 年 10 月 13 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 片田なな恵 昭和 51 年 8 月 14 日 保育士・幼稚園免許 

保育士 山本由美子 昭和 49 年 3 月 16 日 保育士・幼稚園免許 

栄養士 深江聡美 昭和 59 年 8 月 16 日 栄養士免許 

調理師 本間ジュン 昭和 54 年 12 月 11 日 調理師免許 

調理師 岡市香織 昭和 50 年 1 月 28 日 調理師免許 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
月 想定 避難場所／内容 重点目標 備考 
４月 

(秀島) 

 

近隣の民家より出

火 

・出火場所より遠い通路を通って

非難する→広域避難場所 

家庭の暖房器具を勝手に扱わない 

・危険性や火事につながる恐ろしさを知ら

せる 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3,4,5歳→Ａ 

 

５月 

(税所） 

（安全指導） 

不審者 

（園者のまわり） 

・不審者の恐ろしさを知る 

・「いかのおすし」の合言葉を知

らせる 

・不審者の恐ろしさを教える 

・自分勝手な行動をとらない 

・保育者の側に集まり指示に従う 

 

６月 

(石橋) 

地震発生（微震） 

（15：30） 

・各保育室・机の下 

・遊んでいる場所の安全な場所 

・振動が治まったら、中庭集合	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

・地震について知る 

・落下物に注意し、安全な場所 

に身を寄せる。（入口確保） 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3,4,5歳→避難すべり台 

・消火（富永） 

７月

(竹島） 

調乳室より出火 

☆消火訓練 

・園の駐車場→近くの公園 ・近くにいる保育者の指示に従い行動する。 

・「おはしも」の約束をする。 

・プール活動中の場合も想定しておく 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3歳→Ａ 

・4,5歳→Ｂ 

・消火（竹島） 

８月 

(山中) 

地震発生（微震） 

（15：30） 

・各保育室・机の下 

・遊んでいる場所の安全な場所 

・振動が治まったら、中庭集合	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

・地震について知る 

・落下物に注意し、安全な場所 

に身を寄せる。（入口確保） 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3,4,5歳→避難すべり台 

・消火（富永） 

９月 

(出水） 

調乳室より出火 

◎通報訓練 

☆消火訓練 

・園の駐車場→近くの公園	 	 	  

◎総合訓練 

 

・煙の恐ろしさを知る。 

・消火訓練をみる(水消火) 

・職員の初期消火をみる。 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3,4,5歳→避難すべり台 

・消火〈岡市、甲斐〉。 

１０月 

(甲斐) 

給食室より出火 

	 	 ☆消火訓練 

・中庭→近くの公園 ・避難時の「おはしも」の約束を守り、素

早く避難する 

・０、１，２歳→クラス入口 

・3 歳→Ａ  ・4.5 歳→B 

・消火（峯） 

１１月 

(山代) 

給食室より出火 

（10：20） 

・中庭→近くの公園 

・「おはしも」の避難４つの約束

を知らせる。 

・放送にて火災であることを知る。 

・保育者の側に素早く集まる。 

・「おはしも」の約束をする。 

・口を押えて避難することを知る。 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3歳→Ａ 

・4,5歳→Ｂ 

・消火（深江） 

１２月 

(山本) 

調乳室より出火 

◎通報訓練  

☆消火訓練 

・園の駐車場→近くの公園	 	 	  

◎総合訓練  

 

・煙の恐ろしさを知る。 

・消火訓練をみる(水消火) 

・職員の初期消火をみる。 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3,4,5歳→避難すべり台 

・消火〈岡市、甲斐〉。 

１月 

(富永) 

 

地震発生(微震) ・保育室・机の下 

・遊んでいる場所の安全な所 

・振動が治まったら中庭集合 

・地震について知らせる。 

・慌てて外に飛び出さない、入口確保して

指示に従う。 

・0,1,2歳→クラス入口 

・3,4,5歳→Ａ 

・消火（石橋） 

２月 

(大原) 

２階給食用エレベ

ーターより出火 

☆消火訓練 

・中庭→近くの公園 

・口を押えて避難する 

・給食運搬エレベーターも家事につながる

事を知らせる	  

・0,1,2歳→クラス入口 

・3,4,5歳→Ｂ 

・消火（税所） 

３月 

(峯) 

給食室より出火 

	 	 ☆消火訓練 

・中庭→近くの公園 ・避難時の「おはしも」の約束を守り、素

早く避難する 

・０、１，２歳→クラス入口 

・3 歳→Ａ  ・4.5 歳→B 

・消火（峯） 

	           ★消火訓練‐消火の扱い方、場所の確認	 	 ☆避難経路	 Ａ‐避難滑り台	 	 Ｂ‐外部階段 

 

平成 27年度	 	 避難訓練・安全訓練	 年間計画表	 	 志免さくら保育園 


