
１　保育園の運営

（１）所在地　　　　神 奈 川 県 海 老 名 市 柏 ヶ 谷 ５ ５ ５ 番 地 の ６

（２）定員/実数　平成27年度３月末現在　

　

（３）職員定数 27 名 （内訳：保育士１９名・事務１名・栄養士、調理師４名・安全監視員２名）
育休１名

2　卒園児就学先
証書番号62番～73番（12名）

・杉久保小学校　　1名 ・上星小学校　　1名 ・柏ヶ谷小学校　　3名

・石田小学校　　　1名　　　　　・社家小学校　　1名　　　　　　・杉本小学校　　　3名

・今泉小学校　　　1名　　　　　・門沢橋小学校　１名

3　一時預かり保育　　ぺんぎん組10名定員

年間延べ数　　　４７８人

4　第三者評価受審　　　　　　7月１７日

神奈川県社会福祉協議会　福祉サービス推進部　かながわ福祉サービス第三者評価推進機構により
１００パーセント達成の評価を頂く

5 保育内容等

ア．運営基本方針

・ 日曜 ・ 祝祭日も開園し、働く母親の需要に幅広く対応する。
・ 安全で楽しく健康な保育を行う。
・ 父兄の参加を積極的に受け入れて開かれた運営を行う。

イ．保育方針

・ 自立性、自主性、おもいやりなど成長してゆくうえでの基本的な力を学齢期までに
身につけさせる。

・ 食と遊びを通じて、心と体の健全な生育を図る。

ウ．保育内容

保育課程を基に年間、月案、週案、日案を作成し指導計画を立案する。

０ 、 １ 、２歳児 ３ 、 ４ 、 ５歳児

午前

年齢別保育
遊び
おやつ
排泄・手洗い

年齢別保育
遊び
朝の会
活動
排泄・手洗い

８名/９名 ９名/１２名 １０名/１１名 １１名/１4名 ２２名/２６名 ６０名/７２名

平成２7年度　　かしわ台　あ　お　ぞ　ら　保　育　園　　事　業　報　告　書

０　歳児 １　歳児 ２　歳児 　３　歳児 　４ 歳以上児 合　計



【幼児クラスの教育内容】
・テニス教室を通し、集団行動やテニスに触れながら運動能力・集中力・持続力を高める。
・リトミックを通し、集中力を高めピアノの音やリズムや発令に応じ身体表現を楽しむ。
・英語で遊ぼうを通し、外国の言葉に興味を持ち異文化に親しむ。
・茶道教室を通し、作法を知り静的環境を楽しむ。
・戸外遊びの機会を多く持ち、自然に触れ不思議なことを見つけたり親しむ。
・家庭では体験しにくい遊びなどを経験する。（ボディーペインティング・泥んこ遊びなど）
・畑でじゃがいもさつま芋・季節の野菜を栽培しながら生育に関心を持ちながら食育を育む。
・畑で土に触れながら土の感触を手や指先等を使って十分に楽しむ。

エ．クラス編成　

オ．家庭連絡

・ 園児別の連絡帳（毎日記入連絡）
・ 園便り（月１回全員配布）
・ 月間献立表の配布
・ホワイトボードにて一日の保育内容報告
・運営委員会議事録の開示

6　補修工事
・増築棟と既存棟かんの廊下、雨除けひさし設置工事（5月）
・増築棟保育室壁紙補修（6月）
・ロゴ等看板設置工事（7月）
・園庭日除け防止工事（10月）

４　保育施設

敷地　：　８３０、６５㎡　　土地については借用（ 貸主　相鉄興産 株式会社 賃貸借契約）

建物　：　４６７，４２㎡　　　建物については寄付
（寄付の相手方　株式会社　カスタムメディカル研究所）

構造　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺　１階建

５　資金計画

別紙、収支予算書のとおり

６　年間計画

別紙参照

２歳児 り　す ５歳児 ぞ　う
一時預かり ぺんぎん

０歳児 ひよこ ３歳児 うさぎ
１歳児 あひる ４歳児 ぱんだ

午後

お昼寝
おやつ
排泄・手洗い
遊び

お昼寝
おやつ
帰りの会
排泄・手洗い
遊び

年齢 クラス名 年齢 クラス名

０ 、 １ 、２歳児 ３ 、 ４ 、 ５歳児
正　午 昼食 昼食



１　放課後等デイサービスの運営

（１）所在地　　　神奈川県横浜市泉区岡津町２９０７-４

（２）月次延べ利用者数

平成27年4月 5月 6月 7月 8月 9月

193名 180名 199名 208名 163名 190名

10月 11月 12月 平成28年1月 2月 3月

199名 182名 170名 145名 158名 177名

（３）曜日別平均利用者数

月 火 水 木 金

10名 8名 11名 7名 10名

（４）職員数 ５名　（　管理者/児童発達管理責任者１名・指導員４名　）

（５）サービス提供時間

平日　　　　　　　　　　　　 午後　１時　　～　　午後　５時

学校休業日・祭日　　　　 午前１０時　　～　　午後　４時

（６）支援・指導等

　　　・　各学校より来所・身の回りの整理（靴を脱ぎ自分の名前の靴箱へ入れる。

　　　・　鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

　　　・　鞄を自分のロッカーにしまう）・手洗い・うがい・検温・自由遊び（学校の宿題等）。

　　　・　各活動（公園・散歩・創作・運動・おやつ作り等）。

　　　・　帰りの支度。

　　　・　各ご家庭より来所・身の回りの整理（鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

　　　・　鞄を自分のロッカーにしまう）・手洗い・うがい・検温・自由遊び（学校の宿題等）。

　　　・　祝日プログラム活動（午前）　外出…送迎車で公園・プール・買い物　等。

　　　・　昼食…各自、自宅からお弁当、児童・職員全員で食べる。

　　　・　祝日プログラム活動（午後）　外出…送迎車で公園・プール・買い物　等。

　　　・　帰りの支度。

平成28年5月31日

平成２７年度　放課後等デイサービスおれんじ　事業報告書

平日プログラム

祝日プログラム



お餅つき
動物園体験（ズーラシア）
油壷マリンパーク(水族館）
海風公園
お買い物体験
はんぺん伊達巻作り
白玉団子
プリン作り

豆まき
公園へ行く・散歩
お買い物体験
恵方巻作り
チョコバナナロール作り
お好み焼き作り

ズーラシア（動物園）
大池公園
公園へ行く・散歩・ドライブ
お買い物体験
ちらし寿司作り
アメリカンドック作り

ハロウィン
公園へ行く・散歩
横須賀港ドライブ体験
抹茶白玉作り
薩摩芋ケーキ作り
ウインナーホットケーキ作り
南瓜マフィン作り

大池公園
公園へ行く・散歩
お買い物体験
スイートポテト作り
マカロニあべかわゴマ味作り
豆乳チョコマーブルケーキ作り

クリスマス
大和ゆとりの森
平塚総合公園
横須賀ドライブ・海風公園
ズーラシア（動物園）
麩菓子焼き作り
クレープ作り
豆乳クリスマスケーキ作り

平成28年1月 2月 3月

七夕
油壷マリンパーク（水族館）
保土ケ谷公園プール
引地台温水プール
庭プール
お買い物体験
フレンチトースト作り
豆乳ココアケーキ作り

保土ケ谷公園プール
引地台温水プール
庭プール
かき氷作り
スイカ割り体験
豆腐白玉作り
ゼリー作り

引地台温水プール
お買い物体験
豆腐ドーナツ作り
チョコバナナトースト作り
お麩ラスク作り

10月 11月 12月

公園へお散歩・お花見
横須賀海風公園（海 体験）
横浜市電博物館
油壷マリンパーク（水族館）
お麩ラスク作り
ホットケーキ作り
おにぎり作り

久里浜花の国
動物園（野毛山動物園）
アスレチック体験
マカロニあべかわ作り
ベビーカステラ作り
プリン作り
白玉団子作り

公園へ行く・散歩
お買い物体験
五目おにぎり作り
フルーツゼリー作り
マシュマロムース作り

7月 8月 9月

平成27年4月 5月 6月

（７）年間行事



・　設立後、２回目の餅つき大会を平成２８年１月１７日（日）に保護者・ボランティアを含め約８０名参加して

　頂き楽しい１日を過ごしました。ケガなく無事終えることが出来ました。

　楽しみにしている児童が多い中、参加したくても他害が有り遠慮していたご家族がいた為、今回時間をずらし

　参加して頂いた。

・　保護者からの相談　（保育園と児童発達支援の違いや必要性　/　学校登校拒否児童への個別相談及び

　義務教育の過ごし方・放課後等デイサービスへの受け入れ　/　虐待児童の受け入れ）を行った。

・　現在、待機児童が30名以上いる状態だが職員不足の為、児童を増員出来ない状況である。

　職員のスキルアップと共に児童を増員していきたい。

２　運営総括



１　放課後等デイサービスの運営

（１）所在地　　　神奈川県横浜市泉区岡津町２９０９-１

（２）月次延べ利用者数

平成27年度 2月 3月

児童発達支援 11名 12名

放課後等デイサービス 11名 26名

（３）曜日別平均利用者数

平成27年度 月 火 水 木 金

児童発達支援 0名 1名 1名 1名 1名

放課後等デイサービス 1名 1名 2名 1名 2名

（４）職員数 ３名　（　管理者１名・児童発達管理責任者１名・指導員１名　）

（５）サービス提供時間

平日　　　　　　　　　　　　 午後　１時　　～　　午後　５時

学校休業日・祭日　　　　 午前１０時　　～　　午後　４時

（６）支援・指導等

平日プログラム（児童発達支援）

　　　・　各日中活動の場より来所。

　　　・　身の回りの整理/準備（靴を脱ぎ自分の名前の靴箱へ入れる。

　　　　　鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。鞄を自分のロッカーにしまう）

　　　・　手洗い　うがい　検温

　　　・　自由遊び

　　　・　各活動（公園・散歩・創作・運動）

　　　・　帰りの支度。

　　　・　終わりの会

　　　・　各ご家庭からお迎え/各ご自宅まで送迎

平日プログラム（放課後等デイサービス）

平成28年5月31日

平成２７年度　おれんじ緑園　事業報告書



　　　・　各日中活動の場より来所。

　　　・　身の回りの整理/準備（靴を脱ぎ自分の名前の靴箱へ入れる。

　　　　　鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。鞄を自分のロッカーにしまう）

　　　・　手洗い　うがい　検温

　　　・　自由遊び

　　　・　各活動（公園・散歩・創作・運動・宿題・おやつ作り等）

　　　・　帰りの支度

　　　・　終わりの会

　　　・　各ご家庭からお迎え/各ご自宅まで送迎

祝日プログラム（放課後等デイサービスのみ）

　　　・　各ご家庭より来所/各ご家庭まで送迎

　　　・　身の回りの整理/準備（靴を脱ぎ自分の名前の靴箱へ入れる。

　　　　　鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。鞄を自分のロッカーにしまう）

　　　・　手洗い　うがい　検温

　　　・　自由遊び

　　　・　祝日プログラム活動（午前）　外出…送迎車で公園・プール・買い物　等。

　　　・　昼食…各自、自宅からお弁当、児童・職員全員で食べる。

　　　・　祝日プログラム活動（午後）　外出…送迎車で公園・プール・買い物　等。

　　　・　帰りの支度。

　　　・　終わりの会

　　　・　各ご家庭からお迎え/各ご自宅まで送迎

放課後等デイサービス

豆まき
公園へお散歩・お花見
横須賀海風公園（海 体験）
横浜市電博物館
油壷マリンパーク（水族館）
恵方巻作り

久里浜花の国
動物園（ズーラシア）
アスレチック体験
マカロニあべかわ作り
ちらし寿司作り
ゼリー作り
お買い物体験

２　運営総括

児童発達支援

豆まき
公園へお散歩
大池公園
横浜市電博物館
油壷マリンパーク（水族館）
お買い物体験

雛人形製作
公園へお散歩・お花見
久里浜花の国
横浜市電博物館
油壷マリンパーク（水族館）
お買い物体験

平成28年 2月 3月

（７）児童発達支援予定年間行事

平成28年 2月 3月



・　放課後等デイサービスおれんじ設立後、２回目の餅つき大会を平成２８年１月１７日（日）に行い、同日

　おれんじ緑園の内覧会を同時に行った。お餅つきにもご参加頂き、職員・保護者・児童同士の親睦を深め

　おれんじ緑園開設の経緯をお伝えした。

・　保護者からの相談　（保育園と児童発達支援の違いや必要性/個別相談・進路や育児の悩み迷い/

　義務教育の過ごし方・放課後等デイサービスへの受け入れ/虐待児童の受け入れ）を行った。

・　現在、職員不足の為、児童を増員出来ない状況である。職員のスキルアップと共に児童を増員していきたい。



１　放課後等デイサービスの運営

（１）所在地　　　神奈川県横浜市泉区中田北２－４－１

（２）月次延べ利用者数

平成28年1月 2月 3月

12名 35名 40名

（３）曜日別平均利用者数

月 火 水 木 金 土

0名 2名 4名 1名 1名 0名

（４）職員数 ４名　（　管理者/児童発達管理責任者１名・指導員３名　）

（５）サービス提供時間

平日　　　　　　　　　　　　 午後　１時　　～　　午後　５時

土曜日 午前１０時　　～　　午後　４時

（６）支援・指導等

　　　・　各学校より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱に入れる。

　　　・　身の回りの整理、鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

　　　・　鞄を自分のロッカーにしまう・手洗い・うがい・検温。

　　　・　自由遊び（積み木、プラレール、バランスボール等）。

　　　・　公園等への散歩、外出。

　　　・　手作りおやつの提供。

　　　・　帰りの支度。送迎サービス、ご家族によるお迎え。

　　　・　各ご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱に入れる。

　　　・　身の回りの整理、鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

　　　・　鞄を自分のロッカーにしまう・手洗い・うがい・検温。

　　　・　午前　　土曜プログラム活動（送迎車にて公園等へ外出）。

　　　・　昼食・・各自、自宅からお弁当持参。児童・職員全員で食べる。

　　　・　午後　土曜プログラム活動（送迎車にて公園等へ外出）。

　　　・　手作りおやつの提供。

　　　・　帰りの支度。送迎サービス、ご家族によるお迎え。

平成28年5月31日

平成２７年度　放課後等デイサービスおれんじ中田北　事業報告書

平日プログラム

土曜プログラム



・　平成28年1月1日に開所し、おれんじの新たな拠点として地元へのPRを行いました。

・　内覧会の機会を設け、近隣の保護者や児童に見学・体験を通しておれんじ中田北の雰囲気を感じてもらう

　　とともに地元で放課後デイサービスを必要としている児童の情報を収集・蓄積しました。

・　徐々にではあるが利用者も増加し、5月25日現在で月曜日5名、火曜日4名、水曜日3名、木曜日2名、

　　金曜日3名、土曜日1名の利用状況となっています。

・　今後も保護者への紹介依頼や学校への営業活動を推進するとともに、職員配置や送迎車の充実を図り、

　　保護者の要望に柔軟に対応できる体制を構築し、利用者の増加を図っていきたい。

（７）年間行事

児童受け入れ準備
見学・体験受け入れ
大池公園
湘南台文化センター

児童受け入れ準備
見学・体験受け入れ
公園・散歩

市電博物館
江の島水族館
親水公園
大池公園
クッキー作り
公園・散歩

２　運営総括

平成28年1月 2月 3月






