
平成27年度　報徳福祉会本部　事業報告書

　　　平成27年度、報徳福祉会の運営する第2種社会福祉事業及び公益事業では、各施設とも児

　　童福祉に最大限の努力を重ね、 「子どもの最善の利益」 を目標に、各施設に通う子ども達、

　　保護者の皆様、地域の子育て家庭の支援に、微力ながらも貢献できたのではないかと考えて

　　おります。

　　　また、平成28年1月1日、報徳保育園が開園致しました。童の城保育園分園から独立した

　　一保育園として石嶺保育園と連携をしながら、これまで以上に石嶺地域の児童福祉に貢献し

　　ていく所存でございます。更に、那覇市の児童福祉施策の一環であります那覇市立銘苅幼稚

　　園を、平成28年4月1日から、銘苅こども園として運営を移管されてました。童の城保育園と

　　銘苅こども園が連携をしながら、銘苅地域の児童福祉に貢献していきたいと考えております。

≪法人運営≫

　1　登記及び届出

平成27年5月27日 労働基準監督署（就業規則変更）

資産総額変更登記（H26年度資産総額の変更登記）

平成27年6月1日 理事長再任登記

平成27年6月19日 平成26年度社会福祉法人現況報告書提出（沖縄県）

平成27年7月1日 高齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書提出

平成26年度収支計算書提出（北那覇税務署）

平成27年12月24日 報徳保育園認可申請書提出

平成28年1月8日 平成25年度社会福祉法人及び認可保育所の指導監査結果是正・

改善報告（沖縄県及び那覇市）

平成28年1月28日 那覇市賃貸物件保育所整備事業実績報告書（那覇市）

平成28年2月1日 労働基準監督署（就業規則変更）

定款変更登記（事業追加）

平成28年2月19日 那覇市賃貸物件保育所整備事業補助金交付変更申請書（那覇市）

平成28年3月31日 労働基準監督署（就業規則変更）

　2　決算監査

　　　平成28年5月21日　監事監査（平成27年度全施設事業報告及び決算報告）

3　行政監査

平成27年9月2日　沖縄県子ども生活福祉部　子育て支援課　認可指導班

那覇市福祉部　福祉政策課　指導監査G

　　　 対象：法人本部、さくらんぼ保育園、童の城保育園、さくらんぼ学童園、石嶺保育園、

                       学童センターゆいゆい

　　　 文書指導結果：法人本部3件、各施設0件　→　すべて是正改善済

　4　会議開催状況（理事会）

日　　程 理事・監事 主　な　議　題

           第1回　H27.5.23 4名・2名 ・平成26年度　事業・決算報告

・新理事及び新監事の選任



           第2回　H27.6.1 5名・2名 ・理事長、常務理事、職務代理者選任

           第3回　H 27.10.17 5名・2名 ・各施設補正予算

・報徳保育園設置認可申請

           第4回　H 27.12.19 6名・2名 ・沖縄県及び那覇市指導監査報告

・銘苅こども園設置認可申請

           第5回　H 28.3.19 4名・1名 ・各施設補正予算

・平成27年度　事業計画・予算

≪各施設事業≫

1　第2種社会福祉事業（各保育園及びさくらんぼ学童園事業運営）

　①　基本的姿勢

　　　各保育園及びさくらんぼ学童園では、子どもたちの保育及び健全育成に最大限の努力を

　　行ってきた。また、保育及び児童の健全育成という専門的な分野で、子ども達の成長発達

　　を基に計画的に保育を行うことで、子どもの最善の利益に貢献することができた。

    ②　地域とのかかわり

　　　各施設、地域から信頼される保育園及び学童園運営を心がけ、地域に開かれた保育園及び

　　学童園として、行事や世代間交流を通して地域住民との連携を図ることができた。

　　その育成と拡大に貢献することがで背景に、就業体験学生やボランティア等の受け入れに力

　　を入れ、その育成と拡大に貢献することができた｡

　③　施設の整備（保育環境）

　　　各施設、毎日点検を欠かさず、利用する子ども達、保護者、職員が安心して安全にすごせ

　　るよう日々整備を行ってきた。破損箇所や故障等が発見された場合には、機動的に修膳を行

　　った。

2　公益事業（一時保育事業及び学童センターゆいゆい）

　　　子育て支援の目的を持つ施設独自の一時保育事業においては、おおむねその目的を達成で

　　きている。ただ、利用希望者の少ない現状及び利用希望者の意向により様々な状況により受

　　け入れの困難な場合もあるが、今後も地域の子育て支援を続けていく。

　　　学童センターゆいゆいでは、建物の建替えの影響により、事業を縮小してきましたが、児

　　童の健全育成を図る目的を十分に達成できた。この点、公益事業として運営してきた学童セ

　　ンターゆいゆいは第二種社会福祉事業として種別変更を予定している為、平成27年度で事業

　　終了致しました。

　　



平成27年度　　事業報告書 童の城 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

　２　対外活動

　保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画(年間目標、月案指導計画、週・日案指導

計画)を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行っ

た。それにより、保育目標に基づき、星空組4名修了、輝組19名を卒園させることがで

きた。

保護者支援及び地域の子育て家庭の支援の為、以下の事業も併せ行った。

・延長保育事業（月～金曜日：18:15～19:15）…通常保育時間外

　安全管理計画に基づき、安全管理に万全を尽くした。また、日常の保育の中で、子

どもたちに安全指導を行った。

　毎月の火災訓練とは別に地震訓練や不審者侵入対策訓練も行い、子どもたち自身が安

全に気をつける事ができるように日頃の保育に取り入れた。

　環境整備として、各保育室や園庭の遊具など、毎日の点検を行い、修繕や整備が必要

な箇所を発見した場合、速やかに対処するように心がけた。

　子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理年間計画に基づき、対処マニュア

ル及び諸点検簿等を使用して衛生管理を行った。

　子どもたちの健康管理は、健康管理計画に基づき、定期健康診断・歯科検診・蟯虫・

尿検査(6月・12月)を行った。

　給食については、給食年間計画に基づき、個々の発達段階に分けて、調理の工夫及

び給食内容とし、食事の環境づくりや食事指導に配慮した。また、食事は楽しいとい

うことが体験できるように配慮し、楽しい給食を心がけた。

　世代間交流…敬老会やハロウィンパーティー(10月)にて老人施設訪問等を行った。

地域活動事業…子育て応援Day、夕涼み会、異年齢交流などを行った。銘苅地域のさく

らプロ　ジェクトに参加

保育園行事…事業（行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

　　　　　　主な行事として発表会(11月)、ミュージックフェスティバル(2月）

　　　　　　運動会(3月)等



　３　平成27年度　 童の城 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

年1回の健康診断（7月）、蟯虫検査(6月・12月)、調理・0・1歳児クラス担任の検便検

査(毎月)を行った。

　研修計画や法人研修に基づき、研修参加希望者を募り、希望者を優先に研修に派

遣。主な研修は、初任保育士研修会(6月)、乳幼児保育研修会(10月)、那覇市や私立保

育園連盟・日本保育協会等の主催研修会等

　常に子ども一人ひとりの成長発達を考え、目的をもって保育(行事含む)を行った。

「できた・できなかった」という結果ではなく、それまでの過程を重要視し、次年度

も保育を行っていく。

　H27年度は、「保育士の声掛け、言葉かけについて」をテーマに研究をしていき、

日々子どもと関わる中で、保育士の言葉かけが最も大切であり、工夫する事で常に意識

するようになり、他の保育士の言葉かけや対応を学び自分の保育に活かす事ができた。

次年度も継続して取り組んでいく。

園長1名、保育士20名、保育士補助1名、栄養士1名、調理員3名、用務員1名、看護師1

名、事務員1名、嘱託医2名



平成27年度　　事業報告書 童の城保育園 分園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

　健康管理に基づき、定期健康診断、歯科検診、蟯虫、尿検査（年2回）を行った。

給食については、給食年間計画に基づき、個々の発達段階に分けて調理を工夫し食事

の環境作りや食事指導に配慮した。

　保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標、月案指導計画、週・日案指

導計画）を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を

行った。

　保護者支援及び地域の子育て家庭の支援のため、以下の事業も併せて行った。

　・延長保育事業（月～金曜日：18:15～19:15）・・・通常保育時間外

≪報　徳≫

○特別保育事業

　・延長保育事業（月～土曜日：18：15～19：15）

　・障がい児保育事業・・・27年度（1月～3月）は　各当児なし

　安全管理計画に基づき、安全管理に万全を尽くした。また、日常の保育の中で、子

どもたちに安全訓練を行った。

　毎月の火災訓練とは別に地震訓練や不審者侵入対策訓練も行い、子どもたち自身が

安全に気をつける事ができるように日頃の保育に取り入れた。

　環境整備として、各保育室や園庭の遊具など毎日の点検を行い、修繕整備が必要な

個所を発見した場合、速やかに対処するように心がけた。今回は建て替えのためプレ

ハブでの保育だったので今まで以上に安全面に気をつけた。

≪童の城≫子どもたちの健康や安全面を第一に考え、健康管理計画に基づき、対処マ

ニュアル及び所点検簿などを使用して衛生管理を行った。

≪報　徳≫新たに調理室が設置され、衛生管理マニュアルに沿った管理（自己点検

簿・整備点検等）を行っている。



　２　対外活動

　３　平成27年度　 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

　常に子ども一人ひとりの成長発達を考え目的をもって保育及び行事を行った。

　世代交流・・・敬老会で父母を招いての交流や、ハロウィンの時には仮装をして施設訪問な

どを行った。

地域活動事・・・夕涼み会、保護者会主催で公務員宿舎の広場で行った。異年齢交流は本園の

5歳児や学童の子どもたちと一日楽しく過ごした。敬老会ではプレハブという事で和太鼓など

は披露できなかったが３，４，５歳児の子どもたちと祖父母で触れ合い遊びをして楽しく過ご

すことができた。

保育園行事・・・事業(行事）計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。主な行事

として発表会(11月)、ミュージックフェステイバル(1月)、運動会(3月)

≪童の城≫　園長1名　主任保育士1名　保育士１１名　用務員1名　嘱託医2名

≪報　徳≫　園長1名　主任保育士1名　保育士１３名　栄養士1名　調理員2名

用務員1名　嘱託医2名

　健康診断(7月)、蟯虫検査(年2回)、0歳児クラス担任、用務員の検便検査（毎月）

行った。

≪報　徳≫栄養士、調理員、０歳児職員検便検査毎月1回実施した。

　研修計画に基づき、研修参加を募り、研修に派遣。主な研修は、初任保育士研修、

乳幼児研修、那覇市主催の研修、今年度は法人主催の園内研修を行うことができた



平成27年度　　事業報告書 さくらんぼ 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　②　安全衛生管理及び環境整備

　③　衛生管理

　④　園児健康管理

　保育過程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標、月案指導計画、週・日案指導計画）

を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を行うと共に、たた

ずまい教育を基本に聴く力を育てる保育を行った。　５歳児を１９名を卒園させることが出来

た。

・小さな事故や危険と思われる行動があった場合は、ヒヤリハットレポートを提出

し、全体ミーティングの中で場面を想定しながら対処法や対策を確認し合った。

・怪我をした場合は保護者への連絡、病院受診を行いながらその後のケアをしっかり

と行う。

・環境整備として、日々の点検を行いながら遊具・建物点検簿を使用し、修繕個所を

見つけたら速やかに対処するよう心掛けた。

・衛生管理マニュアルに基づき、調理室・調理員の日々の衛生管理を自主点検棒で管

理している。

・園児健康管理計画に基づき、年２回の内科検診では、低体重児、言語相談、発達確認で事後

指導。虫歯予防では、4.5歳児から毎日フッ化洗口を行っている。

・食育年間計画に基づき、０歳児～5歳児まで一貫した食育活動を行っている。また、アレル

ギー児に対しては除去食で対応し使用できる食材・調味料を工夫し美味しい給食を心がけた。

・食育Dayを設けて、食に関する絵本や歌で食材の名前を覚え興味が持てるようし、毎日の給

食を展示し、保護者にも関心を持たせることで親子で食への関心を理解を深めてもらった。

◇野菜畑ー　ゴーヤー・オクラ・ピーマン・なす

・特別保育事業

延長保育事業：（月～金 18:15～19:15）

・障がい児保育：平成27年度 該当児なし

・平成２７年度病院受診：３件 （通院なし）

・治療等で３０日以上の負傷や疾病なし。（市町村報告なし）



　２　対外活動

　３　平成27年度　 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

・年に１回の定期健診を行い、検診費用を施設で一部負担し職員の健康維持を行って

いる。調理員は毎月検便検査を行った。

・研修計画に基づき希望者を募り研修に派遣。

園内研修、危機管理、サマースクール、和太鼓、マーチング等

※別紙２参照

　27年度から朝の時間に「朝レク」を行い、子ども達の体力・持久力の強化を図る

と共に、登園の遅い子が朝レクの時間内（８時～９時）で登園する等、生活リズムが

整ってきた。今後も活動していく。

◇世代間交流・・・・敬老会、デイサービスでエイサー披露

◇地域活動事業・・・町社協こいのぼり、西原まつりイベント参加

◇保育園行事・・・・行事計画に基づき、一年間を通して様々な行事を行った。

・園長１名　　　　　・主任保育士１名　　・保育士４名　　・非常勤保育士１８名

・非常勤栄養士１名　・非常勤調理員４名　・調理員１名　　・非常勤講師１名

・事務員１名　　 　　・用務員２名　　　　・嘱託医２名

（非常勤保育士１名　３月に産休）

・運動会（１１月） ・発表会（１２月） ※別紙１参照



平成27年度　　事業報告書 さくらんぼ 学童園

　１　学童事業：児童の処遇

　　①　学童保育活動・主な取り組み

　②　カリキュラム・その他

◇事業計画を作成し、「社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立」を基に児童の健

全育成を図った。

◇英語、習字、フラダンスを通して、自身の得意を深め目標達成することが出来た。

◇交通安全指導をはじめ、月一度の避難訓練を通し安全に身を守る方法を身につけさ

せている。

◇６月に平和学習を行い慰霊の日に寄せて、図書、パネル展、映写会を開催し平和に

ついて考える事が出来た。

・製作活動ー（母の日・父の日・敬老の日）感謝の気持ちを込めて作った。

こいのぼり製作やクリスマス会の衣装作り紅型作りを通して季節感を

表現する楽しさや伝統工芸に関わる意識を味わった。

・クッキング―（学童カレー・ハンバーガー・おはぎ・焼き芋・雛すし等）

季節や伝統を感じながら楽しくいただくことが出来た。

・異年齢児交流―（流しそうめん・餅つき大会）

交流を通して協力し合う事や楽しさを分かち合う事が出来た。

・施設訪問体験―（アイススケート・上間菓子店・巨大迷路等）

普段感じることが出来ない体験をすることが出来た。



平成27年度　　事業報告書 石嶺 保育園

　１　保育事業：児童の処遇

　　①　保育活動

　　②　安全衛生管理及び環境整備

　　③　衛生管理

　　④　園児健康管理

○保育課程に基づき各年齢に応じた指導計画（年間目標・月案指導計画・週・日案・

指導計画）を作成し、子ども一人ひとりの成長や発達状況を理解・把握しながら保育を

行った。幼稚園児13名、卒園させることができた。

○たたずまい教育を基本に、話を聞く態度を養い、集中力・我慢する態度・相手を思い

やる気持ちを育てている。

○特別保育事業

　・延長保育事業（月～土曜日：18：30～19：30）

　・障がい児保育事業・・・27年度は　各当児なし

○けがをした場合は、保護者へ連絡し病院受診をスムーズに行いながらその後のケア

もしっかり行う。また事故記録簿を記入し、ケガの原因を把握し危機管理に繋げて

いった。　27年度病院受診につながるケガ　1件（通院なし）

○環境整備として、那覇市「花とみどり課」に花の苗を年間500株を申請し、園内・園

外の美化に務めた。

○月1回の避難訓練と合わせて、建築構造や非常口等の自主点検も行っている。

〇衛生管理マニュアルにそって、調理室における日々の衛生管理を徹底し、自己点検簿

でも整備点検を行っている。

○感染症が発生した場合は、保育室内の換気、消毒、保育士の手洗いなどを徹底し、感

染拡大防止に努めた。又、保護者にも掲示板等で注意喚起を促した。

○定期健診、毎月の身長・体重を基に低身長児への相談や斜視、言葉の発達の確認

○歯科健診、年2回6月・11月。虫歯予防のため毎日フッ化洗口を行っている。

○内科健診、年2回6月・11月。（6月24日、貧血検査）

○感染症

　　溶連菌感染症…0歳児1名・1歳児1名・2歳児1名・3歳児5名・4歳児2名

　　耳下腺炎…0歳児2名・1歳児4名・2歳児12名・3歳児13名・4歳児9名

　　プール熱…0歳児14名・1歳児5名・2歳児2名・3歳児1名

　　ＲＳウイルス…0歳児4名・1歳児7名・2歳児5名・3歳児2名・4歳児1名

　　インフルエンザ…0歳児10名・1歳児16名・2歳児4名・3歳児11名・4歳児8名

　　流行性結膜炎…1歳児1名



　２　対外活動

　３　平成27年度　 石嶺 保育園職員構成

　４　職員の処遇

　5　職員研修

　6　その他

○年1回の定期検診を義務付け、その費用を施設で一部負担し健康維持に心がけてい

る。　（蟯虫検査年2回・調理員、0歳児職員検便検査毎月1回）

○インフルエンザ予防接種を希望する職員には費用の一部負担を行った。

　　　　平成27年度インフル罹患者　1名

日本保育協会・私立保育園連盟・那覇市、他主催の研修会に参加した。

※ 別紙2参照

　園内研修では、子ども達の予防接種や感染症についての研修に力を入れ、研修委員会

を中心に勉強会を行った。

平成27年度は、地域からの交流依頼が多く、収穫体験をしたり、民生委員の集会に呼

ばれ和太鼓を披露したり、子ども達にとっては、人前に出るという体験を多く持つこと

で、自信にもつながりとても意欲的になりました。

　また、「豊かな人生を送るための基盤づくり～健康な心と体を育てる運動遊び～」

をテーマに、各クラスで年間計画を立てて、継続的に運動遊びの取り組みを行いまし

た。

病気の予防（体が丈夫）、動くこと、食べること（お腹が空いた）、休息をとること

等すべてにおいて、運動が大切な役目を果たしている事が改めてわかりました。

28年度も、体を動かすことが楽しいと思えるような経験を増やしてあげ、基礎体力アッ

プにつなげていく取り組みを継続しています。

世代間交流は…9月、12月にディサービスへ出かけ、お遊戯を披露し、交流を行った。

地域活動事業は…子育て応援Ｄay，団地夏祭り、敬老会などを行った。

　　　保育園行事【事業（行事）計画に基づき、1年間を通して様々な行事を行った】

　　　運動会（10月）、お遊戯会（12月）

※ 別紙1参照

○12月現　　正職13名（園長1名・主任1名・保育士9名・事務員1名・用務員1名）

○12月現　非常勤17名（保育士11名・パート保育士2名・調理員3名・用務員1名）

　　　○嘱託医　2名　　　　（12月時点職員合計31名）

○3月現　　正職12名　（園長1名・主任1名・保育士8名・事務員1名・用務員1名）

○3月現　非常勤17名　（保育士11名・パート保育士2名・調理員3名・用務員1名）

　　　○嘱託医　2名　　　　（3月時点職員合計29名）



平成27年度　　事業報告書 学童センターゆいゆい

　１　学童事業：児童の処遇

　　①　学童保育活動・主な取り組み

　②　カリキュラム・その他

◇事業計画を作成し、「社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立」を基に児童の健

全育成を図った。

○制作（母の日、父の日、敬老の日等に向けて）を通し感謝の気持ちを持ち、プレゼントを贈

ることができた。また、七夕、ハロウィン、クリスマスなどに向けて自分たちで考え制作する楽

しさを味わうこともできた。

○夏の活動では洞窟探検、田んぼ体験、電気科学館見学などを通し身近な環境や自然等と関わ

りを知る事ができた。

○毎月の誕生会では交代で司会、進行をして人前でも恥ずかしがらずに話ができるようにして

いった。

○発表会の衣装製作を親子で行った。見本を見ながらアイデアを出し合い楽しく各自衣装を完

成させて発表会で披露することができた。

◇カリキュラムを組み（英語・運動遊び・空手）

○空手を通し心身ともにたくましく成長する事ができた。

○英語では英語点検を目標に頑張り、4級(６名)、5級(4名)、6級(1人)に合格する事が

できた。

○運動遊びの跳び箱では一人ひとり目標に向けて頑張ることができ、達成した時の喜

び自信へとつなげる事ができた。


