
 

 

令和 3年度 

 

 

事 業 計 画 

 

 

 

令和３年 ４月 １日から 

 

令和４年 ３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 社会福祉法人   桐花会 

太陽の子保育園 

東京都板橋区仲宿４６番１号 

 

 

 



令和３年度   事業計画 

 

太陽の子保育園 

基本方針 

子どもの最善の利益を守り、子どもの健やかなる成長を保障していく。 

新型コロナウィルス感染症により、令和３年度中もしばらくは保育の行事等に制限があると思われるが、感染症

対策をしっかり行い、何ができるかを考える。職員は体調管理を第一とし、常に安全、安心を心がける。 

８名の新採用の保育士とコミュニケーションをとり、働きがいを感じられる職場づくり、そして人材確保、定着に

つなげていく。人事考課制度を構築し、日々の保育の向上と質の確保に努めていく。  

非常勤保育補助者の資格取得を支援する。 

研修は全職員が受けたい研修に参加できるようする。 

 社会貢献事業では、板橋区社会福祉法人等連絡会で、地域の関係機関との積極的な連携・協力をしていく。 

コロナ禍で地域との交流で、何ができるかを考えていく。 

中期計画として、ICT化していく中で、できるところから始める。オンラインを活用した採用活動などもできると

良い。 

 

クラス編成                                   （単位 人） 

 0歳 1歳 2歳 3歳 ４歳 ５歳 合計 

認可定員 本園 ９ １６ １７ ２５ ２５ ２５ １１７ 

分園 ６ ７ ７    ２０ 

予想数 本園 ９ １６ １６ ２４ ２４ ２５ １１４ 

分園 ５ ７ ６    １８ 

予想数は令和３年３月１７日現在 

 

２．職 員 

（１） 職員の編成 

常勤職員 ：  園長 １  主任保育士 １  副主任保育士 １ 保育士 １８  管理栄養士 ２  

 栄養士 ２  調理師 １  看護師 １     合計  ２７名 

 

非常勤職員 ：  保育補助 有資格者 ３  無資格者 8 （内幼稚園教諭のみ有資格者 1）     

調理員 ２  用務員 ２  派遣調理師 1 （5月末、育休中の栄養士が復職するまで） 

事務員 1  園医 1 

 音楽講師 １  ダンス講師 １  サッカー指導員 １ 習字講師 １  合計 23名 

            

 

 

 



（２）クラス分担 

 本園 担任保育士 分園 担任保育士 

０歳児 ひよこ組 ○宮田（麻） 田中   横山（新卒）   も も組 ○勝浦  沓澤 

１歳児 あひる組 ○中村    栗山   石田 いちご組 多田 

２歳児 うさぎ組 ○木村   宮田（昌） 今井（新卒） ぶどう組 深谷  菅野 

３歳児 く ま組 ○市村   鈴木    池田 産休育休 山田保育士 

       男全管理栄養士 ４歳児 きりん組 ○岡安 

５歳児 ぞ う組 ○野中 

主任保育士  栗原   副主任保育士 市村   

分園  一時保育担当 菅野保育士  

  

（３） 会議 

① 職員会議  月１回実施 

園長以下常勤職員全員出席、各部別に業務内容説明、同時に参加した研修の報告、行事の準備・連絡を行

い、書記は会議録に記載する。 

② 保育会議  月１～２回実施  内容を会議録に記載する。 

（４） 健康管理 

① 全職員は年１回健康診断実施 

② 検便：主任保育士・副主任保育士・０歳児担任・看護師・調理員は月２回、その他の職員は月１回実施 

③ インフルエンザ予防注射実施（常勤・非常勤の希望者） 

（５） 研修計画は昨年実績に準じて行う。出来るだけ希望を受け入れる。 

（６）福利厚生 

① 板橋区中小企業福利共済制度（ﾊｲﾗｲﾌいたばし）に加入 

  入会金２００円   会費１人月５００円   全額園負担 

② 職員食事会等を行う場合、経費の半額程度を上限として援助する。親睦を図ることを目的とする。（コロナ禍

中止もあり） 

③ 職員・非常勤職員自転車障害保険（365日）に加入。 

④ 「すくすく退職金（全国私立保育連盟）」に加入（２年以上勤務の希望者） 

⑤ 職員の借り上げ住宅を支援する。 

 

３ 安全管理 

（１） 学校１１０番（テルウェル）点検 

（２） 火災報知機、防災ドアー、消火器  年２回点検 

（３） エレベーター保守点検 

（４） 園庭に薬剤散布消毒、園内害虫駆除 

（５） 年２回業者により布団乾燥消毒 

（６） 避難訓練 毎月１回主に火事を想定して実施。年１回（６月）消防署立会総合訓練はコロナ禍で中止だが、

水消火器を借りて消火訓練を行う。９月は引き渡し訓練を行う。詳細は「自衛消防訓練年間計画」      参照 



（７） キュービクル点検（㈱ｵﾙﾃ） 

（８） ㈱ｾｺﾑによる防犯管理 

（９） その他 園内外を見回り安全管理に努める。 

 

４ 施設整備 

 各扉、網戸等の不具合が多い。その都度直す。積水ハウスコールセンターに依頼する。 

 

５ 災害対策 

（１） 避難訓練、防災設備保守点検等は、前記載。 

（２） 非常用備品を施設機能強化推進費加算で購入 

非常用備蓄品の賞味期限等を管理して、常時入れ替える。 

 

６ 地域活動 

別紙年間行事予定表参照 行事に地域の人たちを受け入れていく。（新型コロナ感染症により中止有） 

子育て支援室を子育て相談所としてまた赤ちゃんの駅として地域に開放する。 

近隣小学校との交流、中学生の職場体験実施（新型コロナ感染症により中止有）。 

氷川神社祭礼時、職員が和太鼓を披露し、地域の行事に参加する。 

仲宿地区まつりに５歳児が踊りを披露し、地域の行事に参加する（新型コロナ感染症により中止有）。 

宮元親和会（老人会）との輪投げ交流。 

 

７ 一時保育(分園)・延長保育(１９時まで)・産休明け保育（５７日）を実施し、より充実したものを提供する。 

 

８ その他 

（１） 音楽講師 加茂下晴美 （３～５歳児）     講師料 １日 8,000円 

    ヒップホップ講師  靏田陽子（４～５歳児）  講師料 1日 6,000円 

    サッカー指導 白石功  （５歳児）       指導料 １日 20,000円 

    習字指導 平林たか子 (５歳児)        指導料 １日 6,000円  10月より月２~３回 

（２） 安全委員会  年３回 

（３） すくすくカード事業（一時保育）３歳未満まで。（今年度より 3歳未満までとなる） 

（４） 赤ちゃんの駅（赤ちゃんの休憩場所提供） 

（５） 夏休みボランティア受け入れ。（新型コロナ感染症により中止有） 

（６） ふれあいブックコーナー（貸出絵本） 

（７） 保育参観・保育参加（年 2回各 1週間） 

（８） （株）アイギスと契約 

   園に事故等困ったときに相談に乗ってくれる。また第三者委員として苦情解決にあたる。 

（９） 第三者評価受審 

 

 



添付書類 

令和３年度 年間行事予定表 

令和３年度 自衛消防訓練年間計画 
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