
平成２８年度　　　かしわ台　あ　お　ぞ　ら　保　育　園　　事　業　計　画　書

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/予定数　

　

（３）職員定数 24 名 （内訳：保育士１６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　保育目標
基本的には２４年度の目標を踏襲します。

・ 思いやりのある優しい子ども
・ 明るく元気な子ども
・ けじめのある子ども

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の３点を基本保育目標とします。

（１）保育時間

（２）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

月案、週案を次の日の活動に盛り込んで実施します。

０　歳児 １　歳児 ２　歳児 　３　歳児　４ 歳以上児 合　計

８名/６名 ９　名/１２名１０　名/１２名１１　名/１１名 ２２名/２８名６０　名/６９名

基本開所時間 延長・長時間保育時間

平　日 ８：３0 ～ 1６:３0 ７:00 ～ ８：３０　　１７：３０～１９：００

土曜日 ８：３0 ～ 1２:０0 ７:00 ～ ８：３０　　１２：００～１８：００

日・祝祭日
 一時預かりのみ
　　　　　 8:３0 ～ 18:00

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

０ 、 １ 、２歳児 ３ 、 ４ 、 ５歳児
正　午 昼食 昼食



・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・持続力をたかめる。
・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

3　一時保育事業

・一時保育室「ぺんぎん組」を整備し定員１０名とし利用者のニーズに応じる

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 １３年２か月の賃貸借契約）

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

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

２歳児 り　す ５歳児 ぞ　う

０歳児 ひよこ ３歳児 うさぎ
１歳児 あひる



H２８年度   

  

 

４月 

入園・進級を祝う会 

お花見遠足（８日）※お弁当 

じゃがいも苗植え 

運営委員会（２８日）※役員のみ 

春の内科健診 

１０月 

◎親子運動会（８日） ※雨天 ９日 

秋の健康診断 

地域交流（世代間） 

さつまいも堀り 

秋の園外保育 （１４日）※お弁当 

ハロウィン（３１日） 

５月 

こいのぼり集会（６日） 

◎親子遠足（2０日）親睦懇談会 

市内保育所 5歳児絵画展 

尿検査（4・5歳児） 

１１月 

◎親子テニスフェスティバル（1２日） 

 ※幼児クラスのみ 

消防見学（車両展示・火災ビデオ） 

 

６月 

虫歯予防デー集会（３日） 

歯科検診 

時の記念日集会（10日） 

   

ぎょう虫検査 

じゃがいも堀り 

１２月 

◎生活発表会（１０日） 

クリスマス会（２２日） 

大掃除（２８日） 

７月 

七夕集会（7日） 

プ－ル開き（8日） 

地域交流（保育園） 

◎あおぞら祭り（１６日） 

１月 

お正月集会（４日） 

餅つき（６日） 

七草がゆ 

８月 

すいか割り（1日） 

ﾎﾞﾃﾞｨｰﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ 

プール・水遊び 

２月 

節分 豆まき集会（3日） 

お店屋さんごっこ（１０日） 

地域交流（小学校・中学生） 

◎クラス保育参観・懇談会給食試食 

 ※参照 

観劇会 

９月 

◎防災の日（引き渡し訓練）（1日） 

お月見集会 

十五夜団子作り  （１５日） 

敬老会との交流 

交通安全教室 

３月 

ひなまつり集会（3日） 

運営委員会（4日）※役員のみ 

お別れ遠足（１０日）※お弁当 

◎進級・入園説明会（１８日） 

◎卒園式（２５日）※園児幼児クラスのみ 

           保護者ぱんだ・ぞうのみ 

お別れ会（３０日） 

※ 誕生会、避難訓練、身体測定は、毎月行っています。 

※ テニス教室（３歳児から）月２回行います。 基本は第２・第４金曜日です。 

※ 2月クラス保育参観’（ひよこ組 1４日）（あひる組 1３日）（りす組 1５日） 

（うさぎ組 2１日）（ぱんだ組 2０日）（ぞう組 2２日） 

か し わ 台 あ お ぞ ら 保 育 園 年 間 行 事  

 



１　放課後等デイサービスの運営

２　理念 　　　・子どもと家族が笑顔でいられるよう協力・相談し支援します。

　　　・子ども達が様々な事を体験し仲間と喜びや成長を共に感じられるあたたかい

　　　　施設にします。

３　運営方針

　　　イ、　　福祉制度等への相談・助言等、他機関との連携を図る。

　　　ロ、　　年に２回、ご家族と面談を行い保護者様と支援の方向性を確認し、個別支援計画書

　　　　　　　を作成、個々に支援目標をたてる。

　　　ハ、　　発達障がいにより、保育園に入園が困難な児童の療育と保護者の社会参加を

 　　　　　　　支援する事を目的とする。

（１）職員数 　　　　５名　（　管理者/児童発達管理責任者１名・指導員４名　）

（２）利用者数（定員10名）

事業名 月 火 水 木 金

放課後等デイ
サービス 12名 10名 12名 10名 12名

現在 9名 8名 11名 6名 10名

（３）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

平成28年3月24日

平成２８年度　放課後等デイサービスおれんじ　事業計画書

４　支援内容



　　　・各学校及びご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱へ入れる。

　　　・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/児童発達支援はおやつ無し）。

　　　・帰りの支度。

　　　・各ご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱へ入れる。

　　　・鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

　　　・鞄からお弁当を出しお弁当入れに入れる。

　　　・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・おやつ作り　等。

　　　・帰りの支度。

（５）祝日プログラム　

（７）放課後等デイサービス予定年間行事

（４）平日プログラム



　　　・年２回の個別面談

　　　・個別の連絡帳

　　　・お便り

　　　・送迎時に伝達

５　資金計画

別紙、予算書のとおり

お餅つき体験（新年会）
お供え飾り
大池公園
ドライブ体験
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

立春の豆まき体験
公園へ行く・散歩
ドライブ体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

ひな祭り雛人形を飾る
公園へ行く・散歩
大池公園
動物園（ズーラシア）
季節のおやつ体に良いおやつ作り

（８）家庭連絡

公園へ行く・散歩
油壷マリンパーク
大池公園
お買い物体験
十五夜ススキとお団子を飾る
ハロウィンパーティー
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩（紅葉）
大池公園
動物園（ズーラシア）
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩
大池公園
ドライブ体験
クリスマス会
クリスマスツリーを飾る
季節のおやつ体に良いおやつ作り

平成29年1月 2月 3月

公園へ行く・散歩
大池公園
屋外プール体験
屋内プール体験
庭プール
七夕短冊を飾る
スイカ割り体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

夏祭り
屋外プール体験
屋内プール体験
庭プール
大池公園
スイカ割り体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩
横須賀海風公園
平塚総合公園
久里浜花の国
お彼岸におはぎを作る
季節のおやつ体に良いおやつ作り

10月 11月 12月

6月
公園へお散歩・（お花見）
大池公園
大和ゆとりの森
平塚総合公園
季節のおやつ体に良いおやつ作り

鯉のぼりを上げる・ゴールデンウィー
ク　　　　　　　　　　　　　　　公園へ行
く・散歩　　　　　　　　　　　　　横須賀
海風公園　　　　　　　　　　　　　大池
公園
ズーラシア（動物園）
油壷マリンパーク(水族館）
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩
こども科学館
ドライブ体験
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

7月 8月 9月

平成28年4月 5月



１　児童発達支援・放課後等デイサービスの運営

　　　・平成２８年２月１日　指定障がい児通所支援事業者として指定を受け開所。

２　理念 　　　・子どもと家族が笑顔でいられるよう協力・相談し支援します。

　　　・子ども達が様々な事を体験し仲間と喜びや成長を共に感じられるあたたかい

　　　　施設にします。

３　運営方針

　　　イ、　　福祉制度等への相談・助言等、他機関との連携を図る。

　　　ロ、　　年に２回、ご家族と面談を行い保護者様と支援の方向性を確認し、個別支援計画書

　　　　　　　を作成、個々に支援目標をたてる。

　　　ハ、　　発達障がいにより、保育園に入園が困難な児童の療育と保護者の社会参加を

 　　　　　　　支援する事を目的とする。

（１）職員数 　　　　４名　（　管理者１名・児童発達管理責任者１名・指導員２名　）

（２）利用者数（定員10名）

事業名 月 火 水 木 金

児童発達支援 6名 6名 6名 6名 6名

現在 0名 1名 0名 1名 1名
放課後等デイ

サービス 4名 4名 4名 4名 4名

現在 1名 1名 2名 1名 2名

（３）サービス提供時間

ロ、 　児  童  発  達  支  援　 午前　９時　　～　　午後　５時

ハ、 放課後等デイサービス

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

平成28年3月24日

平成２８年度　おれんじ緑園　事業計画書

４　支援内容



　　　・各学校及びご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱へ入れる。

　　　・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/児童発達支援はおやつ作り無し）。

　　　・帰りの支度。

　　　・各ご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱へ入れる。

　　　・鞄から連絡帳を出し連絡帳入れに入れる。

　　　・鞄からお弁当を出しお弁当入れに入れる。

　　　・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・おやつ作り　等。

　　　・帰りの支度。

（５）祝日プログラム　（放課後等デイサービスのみ）

（４）平日プログラム

（６）児童発達支援予定年間行事

平成28年4月 5月 6月
公園へ行く・散歩（お花見）
大池公園
お買い物体験
鯉のぼり製作

鯉のぼりを上げる
公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験
兜製作

公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験
七夕飾り性御作

7月 8月 9月
公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験
庭プール
七夕短冊を飾る

庭プール
屋内プール体験（引地台公園）
公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験

公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験
ハロウィン製作

10月 11月 12月
公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験
十五夜ススキとお団子を飾る
ハロウィンパーティー

公園へ行く・散歩（紅葉）
大池公園
お買い物体験
クリスマス製作

公園へ行く・散歩
お買い物体験
お正月製作
クリスマス会
クリスマスツリーを飾る

平成29年1月 2月 3月
お餅つき体験（新年会）
お供え飾り
公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験

立春の豆まき
公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験
お雛様製作

ひな祭り雛人形を飾る
公園へ行く・散歩
大池公園
お買い物体験



　　　・年２回の個別面談

　　　・個別の連絡帳

　　　・お便り

　　　・送迎時に伝達

５　資金計画

別紙、予算書のとおり

公園へお散歩・（お花見）
大池公園
横須賀海風公園
鶏舎・畑
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

鯉のぼりを上げる
公園へ行く・散歩
大池公園
横須賀海風公園
油壷マリンパーク
鶏舎・畑
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩
ドライブ体験
鶏舎・畑
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

（７）放課後等デイサービス予定年間行事

平成28年4月 5月 6月

7月 8月 9月
公園へ行く・散歩/鶏舎・畑
大池公園
屋外プール体験
庭プール
七夕短冊を飾る
スイカ割り体験
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

屋外プール体験
屋内プール
庭プール
スイカ割り体験
鶏舎・畑
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩
横須賀海風公園
大和ゆとりの森
お彼岸におはぎを作る
鶏舎・畑
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

10月 11月 12月
公園へ行く・散歩
大池公園
久里浜花の国
鶏舎・畑
お買い物体験
十五夜ススキとお団子を飾る
ハロウィン
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩（紅葉）
大池公園
金沢自然動物園
鶏舎・畑
季節のおやつ体に良いおやつ作り

公園へ行く・散歩
大池公園
市電博物館
ドライブ体験
鶏舎・畑
クリスマス
クリスマスツリーを飾る
季節のおやつ体に良いおやつ作り

（８）家庭連絡

平成29年1月 2月 3月
お餅つき体験（新年会）
お供え飾り
大池公園
ドライブ体験
鶏舎・畑
お買い物体験
季節のおやつ体に良いおやつ作り

立春の豆まき体験
公園へ行く・散歩
ドライブ体験
鶏舎・畑
季節のおやつ体に良いおやつ作り

ひな祭り雛人形を飾る
公園へ行く・散歩
大池公園
ズーラシア
鶏舎・畑
季節のおやつ体に良いおやつ作り



１　放課後等デイサービスの運営

２　理念 　　　・子供一人ひとりが様々な活動を通して可能性を伸ばしていく場を提供します。

　　　・安全に配慮し、子供たちが安心して自分らしくいられる場所をつくります。

　　　・子供の心と気持ちを大切にし、仲間との温かい関わりを広げ共に成長できる施設を目指します。

３　運営方針

　　　・地域や行政との連携を図り提供サービスの充実を図る。　

　　　・個別の支援計画に基づき、ご家族と協調して子供の支援を行う。　　

　　　・年齢や障がいに応じた生活支援・活動支援を行い、ご家族の負担を軽減するため様々なニーズを　

 　　　確認しながら計画的なサービスを提供する。

（１）職員数 　　　　４名　（　管理者１名・指導員３名　）

（２）利用者数（定員10名）

事業名 月 火 水 木 金 土
放課後等デイ

サービス 10 10 12 10 12 10

(現在） 0 2 5 2 3 0

（３）サービス提供時間

　　 放課後等デイサービス

平日　　　　　　　　　　　　 午後　１時　　～　　午後　５時

土曜日　　　　 午前１０時　　～　　午後　４時

　　　・各学校及びご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱へ入れる。

　　　・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。

平成28年3月24日

平成２８年度　おれんじ中田北　放課後等デイサービス　事業計画書

４　支援内容

（４）平日プログラム



　　　・各学校及びご家庭より来所・靴を脱ぎ自分の靴箱へ入れる。

　　　・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、プール等へ外出）。

　　　・昼食…各自、自宅からお弁当、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、プール等へ外出）。

　　　・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。

　　　・個別の連絡帳

　　　・お便り

　　　・送迎時に伝達

５　資金計画

別紙、予算書のとおり

６　その他

管理者、職員が一体となりご家族や地域との密接な連携および情報の共有化を図ることにより利用者の

増加に努め、収支の安定化を目指していく。

公園へ行く・散歩（お花見）
天王森公園
お買い物体験

鯉のぼりを上げる
公園へ行く・散歩
しらゆり公園
お買い物体験

公園へ行く・散歩
天王森公園
お買い物体験

（６）放課後等デイサービス予定年間行事

（５）土曜プログラム

平成28年4月 5月 6月

7月 8月 9月
公園へ行く・散歩
大池天王森公園
しらゆり公園プール
七夕短冊を飾る

しらゆり公園プール
公園へ行く・散歩
辻堂海浜公園

屋内プール体験（引地台公園）
公園へ行く・散歩
天王森公園

10月 11月 12月
公園へ行く・散歩
しらゆり公園
お買い物体験
十五夜ススキとお団子を飾る
ハロウィンパーティー

公園へ行く・散歩（紅葉）
天王森公園・飯田牧場
お買い物体験

公園へ行く・散歩
天王森公園
お買い物体験
クリスマス会
クリスマスツリーを飾る

（８）家庭連絡

平成28年1月 2月 3月
お餅つき体験（新年会）
お供え飾り
公園へ行く・散歩
天王森公園
お買い物体験

立春の豆まき
公園へ行く・散歩
天王森公園
お買い物体験

ひな祭り雛人形を飾る
公園へ行く・散歩
天王森公園
お買い物体験



1　共同生活援助　障害者グループホーム　レオ運営

2　理念

イ、健康福祉局への相談・助言等、他機関との連携を図る。

世話人６名・生活支援員３名

Ｈ28.4月 Ｈ28.5月 Ｈ28.6月～

8 9 10

1 1 1

　相談支援

➀食事の提供

②生活等に関する相談・支援

③余暇活動・日中活動の支援

④健康管理

⑤家事　その他　預かり金管理　就労　学習に関する　

入居者数

契約数

（2）入居者数（定員10名）

（3）サービス提供時間・内容

サービス時間 365日　24時間

平成28年3月24日

・１人ひとりが『自分らしさ』を伸ばしていく生活の場

・優しさを感じられる生活の場になるよう利用者の意思及び人格

　を尊重して日常生活の援助を適切かつ効果的に実施する。

　　個別支援計画書を作成、個々に計画に支援目標をたてる。

　　居宅に近い環境の中で、個別支援計画に基づくサービス提供

平成28年度　共同生活援助　障害者グループホーム　レオ運営費　事業計画

10名（管理者1名・サービス管理責任者1名）

３　運営方針

ロ、年に2回、ご家族と面談を行い保護者様と支援の方向性を確認し

ハ、利用者の自立と社会経済の活動の観点から、出来る限り

　　と利用状況の把握を適切に行う。

サービス内容 障がい者自立支援法対象となるサービス

4　支援計画

（１）職員数

月



・起床・朝食・洗濯・掃除・自由時間・昼食の買い物・昼食・自由時間

お誕生日会 お誕生日会 お誕生日会

お花見 鯉のぼりを見に行く 紫陽花祭り

外食 お菓子作り お菓子作り

お菓子作り

お誕生日会 お誕生日会 お誕生日会

七夕飾り 夏まつり 町内祭りに行く

お菓子作り お菓子作り お菓子作り

お誕生日会 お誕生日会 お誕生日会

ハロウィーンパーティー外食 クリスマス会

お菓子作り お菓子作り お菓子作り

お誕生日会 お誕生日会 お誕生日会

お餅付き 節分 攣るし雛を見に行く

お菓子作り お菓子作り

お菓子作り

（７）家庭連絡

・突発的な事が起きた時のみ、管理者が電話をする

（８）作業所連絡

・連絡ノートがある人は、ノートに記入

・電話連絡

５　資金計画

別紙、予算書のとおり

1月 2月 3月

かるた取り、書初め

７月 8月 9月

10月 11月 12月

  夕食・入浴・洗濯・自由時間・消灯

（６）共同生活援助年間行事予定

平成28年4月 ５月 ６月

（4）平日入者の1日の流れ

・各自日中活動・帰宅（各自）・帰宅（各自）・自由時間

・夕食・入浴・洗濯・自由時間・消灯

（5）休日入者の1日の流れ

　自由時間は、入居者、世話人とでトランプ、1日の出来事を話す

・起床・朝食・作業所へ出勤（各自）・各自日中活動・昼食（各自）


