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平成３１(2019)年度事業計画

杉 並 区 立 高 井 戸 保 育 園
（指定管理者：社会福祉法人 東京家庭学校）

ま え が き

高井戸保育園は、社会福祉法人東京家庭学校の保育園として、保育園開設の基本精神である、全

ての人々の幸いにつながる「愛の精神」に基づいた保育園を目指します。

平成３１年４月、杉並区では２３園が新設開園し１４００名分の枠が誕生します。杉並区は今後

もすべての子どもが第一希望の認可園に入れるように新設園を増設して行く方針です。保護者の関

心も「どこか保育園に入れれば良い」から各園がどのような保育を行っているのか 『保育内容・、

保育の質』に向けられるようになってきています。

高井戸保育園では、私たちがこれまで行ってきた保育実践とその意義を振り返り、大切にしてき

た、子どもの最善の利益の保障を保育に取り入れ、子ども一人ひとりを理解し、子ども主体の保育

が展開できる保育環境を作って参ります。

また、計画性を持ち人材育成に力を入れ、公設民営としての不便さこそありますがキャリアアッ

プ研修制度と補助金を活用し、中堅層の育成に取り組んで参ります。

地域との交流としては、世代間交流、中学生職場体験、子幼保小交流を根付かせて参ります。

１ 保育課程
（１）保育理念

高井戸保育園は児童憲章を遵守します。児童福祉施設として、乳幼児の最善の利益を考慮し、

職員との安定した関わりの中で社会生活を営む上での人格形成、人間形成の基礎を作ります。

（２）保育方針

① 一人ひとりの子どもの育ちを支えます。

② 保護者の子育てを支えます。

③ 子どもと子育てにやさしい社会をつくります。

（３）保育目標

「しっかり食べる子」…健康で安全な生活が出来、何でもよく食べ意欲的な子。

「よく考える子」………よく考えて自分の意見が言え、友だちの意見も聴ける子。

よく考えて自分から行動する子。

「思いやりのある子」…心が豊かで人の気持ちがわかる子。

（４）クラス別保育目標

０歳児組 機嫌よく過ごす』『

『満足して過ごす』１歳児組
『自分を出して過ごす』２歳児組
『認められていることを感じて過ごす』３歳児組
『愛されていることを感じて過ごす』４歳児組
『自信を持って過ごす』５歳児組
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（５）クラス編成・保育時間

年齢 クラス名 定数 在籍 保育時間

8:30 17:00０歳児組 つ く し １１名 １１名 原則保育時間 ～

7:30 8:30１歳児組 た ん ぽ ぽ １４名 １４名 朝・夕保育時間 朝 ～

17:00 18:30２歳児組 も も １６名 １６名 夕 ～

18:30 20:30３歳児組 ちゅうりっぷ １８名 １８名 延長保育時間 ～

１８名 １７名４歳児組 す み れ

１８名 １９名５歳児組 ひ ま わ り

計 ９５ （平成３１年３月１日現在）９５名 名

（６）年間行事予定と避難訓練

行事予定 避難訓練

４月 入園お祝い会 地震・消火訓練

みんなであそぼう』『

５月 園外お泊まり保育（ 歳児組） 地震・消火訓練5
夏野菜苗植え 水害避難訓練

６月 プール開き 火災・消火訓練

じゃがいもほり

７月 七夕・笹もやし 地震・消火訓練

８月 地震・火災（プール遊び時）

９月 プールじまい 地震（午睡明け ・消火訓練）

秋まつり

）お月見（３・４・５歳児組

１０月 運動会 地震（散歩先で ・消火訓練(事務所)）

遠足（ ・ ・ 歳児組）3 4 5

１１月 総合訓練（地震から火災 ・消火訓練）

１２月 地震（夕保育時間 ・消火訓練お楽しみ会 お楽しみパーティー ）

保育まつり（５歳児組）

１月 観劇 地震から火災（夕保育時間 ・消火訓練）

２月 豆まき 地震から火災・消火訓練

バイキング(５歳児組)

３月 ひなまつり 地震から火災・ 園外へ避難 ・消火訓練（ ）

卒園遠足（ 歳児組）5
進級パーティー

卒園お祝い会

※消火訓練については、事務所を中心に随時実施

◆その他の主な活動予定

夏野菜苗植え （全学年） ５月
じゃがいもほり （４・５歳児組） ７月
チューリップ球根植え １２月
じゃがいも種芋植え ３月
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（７）今年度の保育の取り組み

①体育あそび 外部からの体育講師を招き毎週水曜日に４・５歳児組の子どもたち

を対象に体育指導を実施しています。

②異年齢交流保育 保育園みんなが、クラスを越え子どもたちの成長を見守っていく

事を意識して保育をしています。幼児クラスは月一度の「えがおの

日」を設け、３つのグループに分かれて、活動しています。

③世代間交流事業 老人施設訪問日を年３回以上設けて、計画的に取り組みます。

また、施設利用の方も保育園を訪ねて、子どもたちと交流を

楽しまれていかれます。

④食育 夏野菜の栽培や給食食材の皮むきなどの直接体験を通じて、また、

年長組へのバイキング等を計画し『食』への興味関心を広げます。

⑤『化学って何だかおもしろそう』

外部から講師を招いて、化学の不思議さおもしろさを体験します。

⑥絵本の読み聞かせ 「子どもの心を大切に育てていくために子どもと保育園と保護者が

同じ世界を共有する」という趣旨の下、保護者の協力を得て、絵本

の読み聞かせを保育実践に取り入れます。

⑦外部『お泊まり保育』平成２４年から始まりました園外での『お泊まり保育』は昨年度

の反省を踏まえ、より良い活動にしていきます。充分な安全を念頭

に子どもたちが自然の中で伸び伸びと遊べる充実した時間にしたい

と思います。

（８）保護者と共に

［１］保護者会・保育参観（参加）及び個人面談

新年度のクラス保護者会に全体保護者会の要素を取り込み、多くの保護者がより参加し

やすいように１６時３０分の開催時間を、１７時３０分開始にしました。年２回（４

月・２月）を予定し、各クラスごとに懇談します。

保育参観（参加 ・面談：子どもの保育園での生活を観ていただいたり、半日共に過す）

・一日保育士体験 中で、保育内容の理解と子どもの理解につなげています。

また、個人面談は、共育てを大切にし、子育て支援・育児

相談の場として捉え広く関わります。

６月（ 歳児） ９月 （ 歳児）4 2
１０月 ( 歳児・ 歳児） １１月 (５歳児)3 5
１２月（１歳児） １月（０歳）

［２］その他・行事への参加

行事は当日だけではなく、それに向けての取り組みやその過程を大切にしていきます。

・秋まつりは、保護者の方に普段より少し早めにお迎えに来て頂き、夕方の時間帯に出し物

をしたり、踊ったり、ゲームをして親子でのふれあいを大切にし楽しみます。

・運動会はプログラムの中に親子の競技を入れ、親と子のふれあいを大切にしています。

・おたのしみ会は、当初の『子どもとクラスが楽しむ』という原点を大切にしながら、みん

なと一緒に楽しみます。
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・卒園お祝い会は 歳児のご家族の方に参加していただき、一部の式典、二部のおたのしみ5
会を企画し、保護者の方と卒園を祝います。

［３］お知らせ

園だより 毎月 １回以上発行・

・クラスだより 毎月 １回以上発行

・保健だより 毎月 １回以上発行

・献立表（幼児、離乳食） 毎月 １回発行

・延長献立表 毎月 １回発行

・異年齢交流だより 毎月 １回発行

（９）特別保育事業

・通常延長保育：定員は 名、満 歳以上。23 1
・臨時延長保育： スポット延長）（
・配慮児保育
・年末特別保育
・緊急一時預かり

（１０）その他

・園庭開放：０～５歳親子対象。毎週火曜日。１０：００～１１：３０
・ふれあい保育：３・４・５歳児親子対象。土日祭日を除く午前中～食事まで。
・見学：土日祭日を除く随時。(電話にて受付)
・育児相談
・身体計測等
・１日保育体験(平成 年度より)24

※職場体験・ボランティア・実習生の積極的な受け入れ

（１１）健康管理

子ども一人ひとりの発育発達の個人差〈個性〉を考慮しながら、健康な生活習慣を身に
つけ、豊かな成長が遂げられるよう積極的に次の点に取り組みます。

[１] 日常養護・健康管理
[２] 病気の予防と早期発見
[３] 安全と事故防止
[４] 健康増進と保健指導
[５] 環境衛生

年間保健行事

保 健 行 事 対象児 実施月
内 科 健 診 ０歳児 月１回

１、２歳児 月１回
３歳児以上 年２回

耳 鼻 科 健 診 ３歳児以上 ６月
眼 科 健 診 ３歳児以上 ６月
蟯 虫 検 査 全園児 ５月
歯 科 健 診 全園児 １０月

６月( ・ 歳) １１月( 歳)視 力 測 定 ３歳児以上 4 5 3
身 体 計 測 全園児 毎月
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保健指導
※ 手洗い指導 ３歳児以上 ５月
※ 歯磨き指導 ４歳児以上 ６月

環境衛生
※ エアコンフィルターの清掃や加湿器フィルターの管理消毒
※ 毎月、専門業者による、厨房・水回り・トイレの害虫駆除衛生管理。

（１２）食事

［１］目 標 『しっかり食べる子』 を育てる。

配慮事項 ・ 薄味、和風献立に心がける。
・ 旬の素材を使った献立作りを心がける。
・ 見た目においしく、食べておいしい食事づくりを心がける。
・ 保護者との連携を密にする。

［２］栄養管理

パソコンソフト「わんぱくランチ」により、毎日の献立の栄養計算・保健所への
月報の提出（年２回）を行う。また、高井戸保育園の献立を「わんぱくラン

チ」 に保存していく。

「３」食 育

高井戸保育園では、食育を「健康に生きていくための食習慣を身につける」ことと考
え、目的として、食を通して、心身の発達を促すこと、健康の保持・増進を図ること、

よい生活習慣を身につけていくことを進めていきます。

◆具体的な取組

・毎月の「給食献立表」の配布（幼児食・アレルギー除去食・離乳食・延長食）
・簡単夕食メニューの提供
・特別メニューの提供（発熱時、お腹がゆるいとき等）
・バイキング（卒園記念として年長児に提供）
・食材（切り身でない魚等の加工前の姿）を写真で紹介
・食材との関わり（夏野菜の栽培、野菜の皮むき、筋取りなど、見て触れて感じて

いく）
・米食の献立を基本（週５回のご飯、週１回の麺）とし、パンはおやつの献立に組み

込む

「４」衛生管理

○ 衛生チェック表を作成し、毎日衛生項目に沿って確認している。

○ 調理員の細菌検査（毎月１回） 調理室の掃除 ワゴン清掃（毎日） 冷蔵庫消

毒

。食器洗浄後熱風庫にて保管 原材料・調理済み食品の保存（２週間）をしていく

「５」栄養給与目標（給食・おやつでとりたい栄養量の目安）

B1 B2 VCｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱ カルシウ脂肪ｇ 鉄分 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ

mg mg mgＫ く質ｇ ムｍｇ Ｕcal gｍｇ

464 18.6 13.9 214 2.3 189 0.25 0.28 183 歳未満児

547 21.9 16.4 24.6 2.2 191 0.30 0.34 173 歳以上児
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「６」離乳食に関して

「離乳の基本」が改定され、個人差を考え、無理のない離乳を進めていく。 歳児の食1
事に関しては、 カ月頃までには、幼児食へ移行できるようにしていく。アレルギー児18
の「食物除去・代替食」も、それぞれの子どもの症状により対応し、早く除去解除でき

るよう支援していく。

○離乳食の進め方

１．食べやすい形で・・・

子どもの状態にふさわしい形で与える。

食べる意欲を育て、噛める子どもに育てる。

２．栄養と食品のバランスを考えて・・・

ある程度進んだら離乳食の中に穀類・たんぱく類・野菜の三種類を合

わせる。

アレルギーを起こしやすい卵については、 回食まで使用しない献立2
にする。(３回食から使用)

３．薄味で・・・

調味料を出来るだけ使わず、素材の味を生かして調理する。

２．職 員
（１）職員会議

・職員会議 毎月 １回（８月は除く）

・保育会議 １回毎月

随時・幼児会議 年

・クラス会議 毎月 １回

１回・高井戸幹部会議 毎月

・調理スタッフ会議 毎月 １回

・５園合同看護師会 毎月 １回

１回・施設運営会議 毎月

・リーダー会議（保育士） 毎月 随時

・離乳食会議 毎月 １回

・５園合同栄養士連絡会 毎月 １回

・５園合同看護師連絡会 毎月 １回

・異年齢会議 毎月 回１

・防災対策会議 毎月 回１

・安全対策会議 毎月 随時

（２）健康管理

１０月 秋季健康診断 全職員

（３）研修計画

・園内研修 全職員

・新人研修 新人職員年 回10
・リーダー研修 年６回

・中堅研修 年６回

・５園交流研修 保育・給食年４日程度

・東京都社会福祉協議会保育部会研修 年数回 希望参加

・日本キリスト教保育所同盟春の研修 数名の研修出張命令予定（園全額負担）

・日本キリスト教保育所同盟夏季大学 数名の研修出張命令予定（園全額負担）
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＊希望参加（園半額負担）

・杉並区保育課指導係 年４回

年数回・杉並区保健所

・こどもの文化学校 年１０回

年１回 処遇改善加算こどもの文化学校春のセミナー

年１回 キャリアアップ研修こどもの文化学校夏季セミナー

年１回・保問研セミナー

・栄養技術講習会

・集団給食研究会

・東社協保育士会主催研修 年３回

・こどものとも社研修 年１回

・合同研究集会 年１回

年６回

・杉並区私立園長会主催研修

・法人内研修 年 回2
他 自主研修

３．備品等購入計画
・パソコン(事務所用・担任用）14台を順次入れ替えを行います。

・整理ダンス（保育室用チェスト）５点の入れ替えを行います。

４．改修等計画
・園庭内外の植栽の剪定維持管理 年２回

・グリストラップ清掃（汚泥処理） 年４回

保育室扉・扉レール改修・

・園庭排水溝の定期的浚渫（汚泥処理） 年２回

・ＧＨＰ（ガスヒートポンプ式エアコン室外機）点検

（３基の内の２台スポット点検）

・エアコン室内機洗浄（１２台）

５．事業継続計画
想定されている首都直下型地震に備えて 『消防防災計画規定』および『危機管理マニュア、

ル』を踏まえて、大地震、火災、風水害等の災害に対し、的確かつ迅速に対応するために必

要な事項を定め、園児・保護者・職員の生命および健康を守り、速やかに保育園としての業

務を再開することを目的とした 『防災マニュアル（事業継続計画 』の策定を進めて参りま、 ）

す。


