
■ 名古屋市 保育園の紹介

名古屋市

（052） -

： ～ :

～

年

※令和4年4月1日現在

■運営の状況

【障害のある児童の受入】 【土曜日登園状況】

名（3歳児: 2 名 4歳児： 3 名 5歳児： 2 名） 名（ ％）

名（3歳児: 3 名 4歳児： 3 名 5歳児： 3 名） 名（ ％）

名（3歳児: 2 名 4歳児： 3 名 5歳児： 3 名） 名（ ％）

※各年度4月1日現在 ※公立園独自調査の結果

【保育時間別在園状況】

％） ％） （ ％） （ ％）

％） ％） （ ％） （ ％）

％） ％） （ ％） （ ％）

※公立園独自調査の結果
※この表の％は全体の在籍児童数に対する割合です。

1472 8 名 36 8 名

名 20

令和4年度 15 名（ 68 42 名(

21

令和3年度 19 名（ 76 48 名( 75 5 名

59 6 名 21 13 名令和2年度 19 名（ 66 36 名(

20 13

区　分
16時以降に在園する児童数 18時以降に在園する児童数

3歳未満児 3歳以上児 3歳未満児 3歳以上児

令和3年度 9 令和3年度 20 22

令和4年度 8 令和4年度 27 34

施設概要
築年数 構　造 延床面積 敷地面積

47 RC 552.71 ㎡ 1,253.37 ㎡

区　分 受入人数 区　分 登園児童数

令和2年度 7 令和2年度 17 19

※定員超過入所実施。入所児童数は、令和4年5月1日現在のもの。

年 間 平 均
定員充足率

元年度 2年度 3年度 3年平均

108.1 ％ 102.7 ％ 102.5 ％ 104.4 ％

入所児童数 2 9 11 16 22 20 80

定　　　　員 3 5 12 20 25 25 90

富田第三

受入年齢 6か月 就学前

区　分
定員及び入所児童数(人)

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

園写真
開設時間 7 30 19 30

所 在 地 中川区戸田明正一丁目405

電話番号 431 6615
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【職員配置】

名 名 名 名 名

時間 名 時間 名 時間 名 時間 名

時間 1名 時間 名 時間 名 時間 名
月曜日（4週に1回）のみ

時間 名

※令和4年5月1日現在

■位置図

【最寄り駅】

・ＪＲ関西本線　春田駅 徒歩 分 ( 約 m ）

・名古屋市営バス　戸田明正二 徒歩 分 ( 約 m ）

10 866

4 374

4 1

7 45分 3 1 4 2

うち1名は土曜日のみ

6 1

早　　朝 夕　　刻 障害児対応 保育補助 調理補助

2 1 2 3 6 2 3 1

パート職員

園　長
保育士 調理員

正規職員 会計年度任用職員 正規職員 会計年度任用職員

1 8 18 2 0

富田第三保育園
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令和 ４年度

保育園概要(抄) 

名古屋市富田第三保育園
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１ 保育理念

・入所する子どもの最善の利益を考慮し、家庭と連携をしながらその福祉を積極的に増

進する。

 ・家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら保護者に対する支援及び子育て家

庭に対する支援を行う。

２ 保育方針

・健全な心身の発達を図り、意欲的に活動できるようにする。

・情緒の安定を図り、人に対する愛情と信頼感や自主協調の態度を養う。

・身のまわりの環境を通して、豊かな感性を育てる。

３ 保育目標

・健康で意欲的な子ども

・友だちと仲良くあそぶ子ども

・感性豊かな子ども

４ 全体的な計画

（別添参照）

５ 園の特色

〈環境保育〉

近くにある富田公園は自然に恵まれており、園外保育に出かけ、子ども達は植物や

昆虫等自然を感じることが出来ます。

   また、園内の畑やプランターでいろいろな野菜を育てています。幼児クラスが水や

りや雑草抜きなどの世話をします。そして、取れた野菜を使って、カレーパーティーを

したり、年齢に合わせたクッキングを楽しみます。自分が育てた野菜を食べることはと

てもよい経験になっています。
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６ 特別保育事業

１）障害児保育

   子どもの育つ過程において、配慮が必要なお子さんでかつ集団保育が可能なお子さ

んが、健常児とともに交流する中で育ちあう関係を作ることにより、児の成長発達の

促進を図り、児に対する理解を深めます。

２）長時間保育

   午前7時30分から午後 7時 30分までの間で各家庭の実情に応じて保育を行います。

３）定員超過入所

   保育時間の長時間化の要請に対応するため、午後７時 30 分までお預かりします。

４）エリア支援保育所事業

待機児童対策のため、0 歳児・1 歳児・2 歳児・4 歳児・5 歳児は定員を超えて入所

しています。

５）世代間交流事業

   高齢者が子どもとふれあうことにより高齢者の生きがいを高めるとともに、子ども

が高齢者の豊富な人生経験を学び高齢者を敬い大切にする心を育てることを目的に、

高齢者施設を訪問したり行事を通して地域の高齢者と保育園児との交流事業を実施し

ます。

６）あそぼう会

   地域のお子さんやお母さんを保育園に招き定期的に“遊ぼう会”を開催しています。

保育園の園庭や遊戯室を使って遊んだり、育児相談では中川区の保健師にも協力をい

ただいたり、園児と一緒に遊んだりと様々な交流を図っています。

 ・

７）リフレッシュ預かり保育

子育て家庭の保護者の育児疲れの解消を図るため、一時的に保育所でお子さんをお

預かりすることにより保護者の方が新たな気持ちで育児に取り組めるように支援する

事業です。
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７ デイリープログラム（一日の流れ）

平 日 土曜日

時間 活 動 時間 活 動

７:３０

８:３０

 ９：００

 ９：２０

 ９：３０

１０：４５

１１：００

１１：３０

１２：００

１２：３０

１３：００

１４：２０

１４：３０

１４：４５

１５：３０

１６：３０

１８：３０

１９：３０

開門

保育開始登園・家の人と一緒に保育園に来ます。

早朝保育 

・０・１歳児、２～５歳児に分かれて室内自由

遊びをします。

クラス別保育

・年齢別クラスに分かれて、先生や友達と一緒

に戸外又は室内自由遊びをします。

おやつ（乳児）

片付け（幼児）

主活動  ・散歩、リズム、造形、音楽、集団

遊びなど年齢ごとに遊びます。

給食(０歳児)  ・調理室手づくりの給食を食

給食(１・２歳児）べます。離乳食、アレルギ－

給食(幼児）   食、宗教食などの配慮もしま

昼寝(乳児）   す。

昼寝(３歳児)・４歳児は 11 月頃まで、5 歳児は

昼寝(４歳児) ７・８月のみ昼寝します。

戸外又は室内自由遊び（５歳児）

片付け（５歳児）

目覚め（０～４歳児）

おやつ

降園 順次、家の人と帰ります。

・戸外又は室内自由遊びをします。

・乳児クラス、幼児クラスに分かれて遊び、

 徐々に合流していきます

延長保育

おやつ

保育終了・閉門

７:３０

 ８:３０

 ９:００

 ９:２０

１０:３０

１１:００

１２:００

１４:３０

１５:００

１５:３０

１８:３０

１９:３０

開門

保育開始登園

早朝保育

・室内自由遊びをしま

す。

異年齢交流保育

おやつ（乳児）

片付け（幼児）

主活動

給食（０・１歳児）

給食（２～５歳児）

降園  

昼寝       

・週末なので全員昼寝

をして体を休めま

す。

目覚め

おやつ

戸外又は室内遊び

延長保育

おやつ

保育終了・閉門
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８ クラス編成・職員配置・定員
  園長 矢野 治美                    令和 ４年５月１日現在

年齢 組 定員
園児数

担 任 氏 名
男 女 合計

５ りんご ２５ １１ ９ ２０
脇谷 咲歩

中村 靖子（保育補助）

４ れもん ２５ １０ １２ ２２
落合 沙久羅

坪井 光子（保育補助）

３ みかん ２０ ６ １０ １６

山田 明美

細川 秀美（保育補助）

二之宮 つや子（保育補助）

２ いちご
１２

（17） ４ ７ １１
小島 悦吏子・太田 智香

谷 美貴江（保育補助）

0・1 さくらんぼ ８

（14）
８ １ ９ 向中野 千恵・友清 直子

白木 初美 ・山田 義枝（保育補助）０ ２ ２

合計
９０

（101） ４７ ４３ ８０

※０歳児・１歳児・２歳児において（ ）内の人数で定員超過入所実施

フリー保育士    柴田 直子

     林 昇史

     金髙 由美子

業務士       金田 真由美  有賀 直美

会計年度(保育補助)  山本 智子  横井 郁江  吉田 弦美  大野 由美  佐藤 昌子
加藤みどり  二之宮つや子 

領木 富子  佐々木 寿和子  山本 玲央  有田 清香

調理補助 

園医       山田内科胃腸科医院   山田 英明

歯科医       やまぐち歯科      山口 和正

９ 保育時間別乳幼児数   
令和４年５月１日現在

曜日 平日 土曜日

早朝 夕刻 延長 早朝 夕刻 延長

８時 １６時 １８時 １９時 ８時 １６時 １８時 １９時

５歳児 ５ １７ ５ ０ ５ ４ ０ ０

４歳児 ６ １４ ３ ０ ３ ２ ０ ０

３歳児 ６ １１ ４ １ ２ ２ １ ０

２歳児 ３ ９ ４ ０ １ １ ３ ０

１歳児 ３ ５ １ １ ２ ２ １ ０

０歳児 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合計 ２３ ５７ １７ ２ １３ １１ ５ ０

※ ８、９は随時変動します。

時間

年齢
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１０ 勤務体制
 開設時間にあわせて、早出勤務や遅出勤務などの時差勤務体制や、嘱託職員の配置をして長時間の保

育に対応しています。

保育士等

名 称 勤 務 時 間 説 明

Ａ勤務

Ｂ勤務

Ｃ勤務

Ｄ勤務

Ｅ勤務

Ｆ勤務

Ｇ勤務

Ｈ勤務

午前  ７：３０～午後 ４：１５

午前  ８：００～午後 ４：４５

午前  ８：３０～午後 ５：１５

午前  ９：００～午後 ５：４５

午前  ９：３０～午後 ６：１５

午前  ８：３０～午後 ０：２０

午前  ８：３０～午後 ０：２５

午前 １０：４５～午後 ７：３０

 早出勤務

 早出勤務

 普通勤務

 遅出勤務

 遅出勤務

 土曜日又は土曜相当日

 土曜日又は土曜相当日

 延長保育勤務

園長   Ｃ勤務（土曜日は週休日）

業務士  Ｃ・Ｆ・Ｇ勤務

保育体制【平日】

 ７：３０                      １６：１５

Ａ勤務 保育士 １ 人

  ８：００                      １６：４５

Ｂ勤務 保育士 １ 人（前期はＡ勤務を行う）

   ８：３０                        １７：１５

Ｃ勤務 園長、保育士、業務士等

    ９：００                        １７：４５

 Ｄ勤務 保育士 １ 人

     ９：３０                         １８：１５

Ｅ勤務 保育士 １ 人

        １０：４５                          １９：３０

     Ｈ勤務 保育士 １ 人

 ７：３０     ９：３０     １５：３０ １８：３０

会計年度早朝保育補助職員１人         会計年度夕刻保育補助職員 １人

                   １５：３０         １７：３０

会計年度夕刻保育補助職員 １ 人

                     １６：００        １８：００

                        夕刻保育補助職員 １ 人

１７：３０        １９：３０

                             会計年度延長保育補助職員 １ 人

      ８：３０        １１：３０

         会計年度延長保育補助職員 1人
       ９：００         １３：００

         会計年度乳児保育補助 1人
       ９：００             １６：００（１５：４５）

           会計年度障害児対応職員３人

       ９：００             １６：００

           会計年度乳児枠拡大職員 1人

       ９：３０        １１：３０

           会計年度調理補助職員 1人
      ８：３０                １７：００

         会計年度月曜週休対応職員１人（１/４Ｗ）
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【土曜日】

７：３０                     １６：１５

           Ａ勤務 保育士 １人

   ８：３０                        １７：１５

             Ｃ勤務 保育士等 １人

      １０：４５                           １９：３０

                    Ｈ勤務 保育士 １人

   ８：３０              １２：２０（１２：２５）

         ＦまたはＧ勤務 業務士１人

       ９：００              １６：００

         会計年度土曜日基準職員１人（１/４Ｗ）
 ７：３０      ９：３０ 

会計年度早朝保育補助職員 １人                  

    ９：３０     １１：３０   １５：３０      １７：３０

      会計年度延長対応職員 １人     会計年度夕刻保育補助職員 １人

１４：３０              １９：３０

                        会計年度延長保育補助職員 １人       

    ９：００              １３：３０

         会計年度調理補助職員 1人
    ９：００          １２：００

         会計年度土曜調理職員 1人（１/８Ｗ）
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１１ 行事年間計画            

★印は、父母参加または一部父母参加

行事 懇談会 保健・安全活動
毎月

行う事
父母の会

４

月

・進級式

★入園式

（新入園児の保護者のみ）

◇避難訓練（地震）
・
誕
生
会

・
環
境
保
全
の
日
（
毎
月
８
日
、
８
日
が
休
日
の
場
合
は
直
近
の
平
日
）

・
そ
の
他

年
間
を
通
し
て
環
境
保
育
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
を
し
ま
す
。

総会

５

月

・弁当持ち散歩（幼児組）

・プラネタリウム見学（年長組のみ） 保
育
参
観

ク
ラ
ス
懇
談
会

◇避難訓練（地震）

・防犯伝達訓練

６

月
・どろんこ遊び

・歯科検診、歯磨き指導

◇避難訓練（地震・火災）

・SIDS訓練

７

月

・七夕まつり

・プール開き

★夏まつり（父母の会、保育園共催） 個
人
懇
談
会
は
年
一
回
予
定
し
て
い
ま
す
が
、

必
要
に
応
じ
て
随
時
行
い
ま
す
。

◇避難訓練（地震）

・溺れ事故対応訓練

夏まつり

８

月

・プール参観

・プール大会

◇避難訓練（地震）

・アレルギー事故訓練

９

月

・敬老会 ◇総合訓練

・転倒意識不明事故訓練

10 

月

★運動会（世代間交流事業）

・遠足

・個人懇談(～１１月) 

◇避難訓練（火災）

・転倒意識不明事故訓練

・防犯訓練

11 

月

・保育園児のつどい(年長児のみ) ◇避難訓練（地震・火災）

・ノロウイルス対応訓練

・消防訓練

〈保健関係〉 人形劇

・
身
体
測
定
（
全
園
児
）

12 

月

★年長組保育参観・クラス懇談会

・クリスマス会

保
育
参
観
と
ク
ラ
ス
懇
談
会

◇避難訓練（地震・火災

      早朝・夕刻）

・熱性けいれん対応訓練

演奏会

１

月

◇避難訓練（地震・火災）

・ノロウイルス対応訓練

２

月

・節分

・名古屋市保育まつり（年長組）

★保育参観・クラス懇談会

・お別れバス遠足(幼児組) 

◇避難訓練（火災）

３

月

・ひなまつり会

・お別れ会

★入学を祝う会

（年長組保護者のみ）

・新入園児健康診断

・在園児健康診断

・予防接種記録記入

◇避難訓練（地震・火災）

役員選出
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１２ 子育て支援年間計画

名称 遊 ぼ う 会

目的 ・地域の乳幼児の子どもを持つ保護者の育児支援をする。

日時 10:00～11:00（11:00～12:00水遊び） 毎回子育てについて育児相談

・身体測定実施

・保育士より

   「手遊び」

   「パネルシアター」

     などの紹介

・保育園行事に参加して入所園児と

触れ合う機会を持つ

5月 遊戯室 遊 び

6月 遊戯室 遊び

7月 水 遊 び

8月 水 遊 び

9月 おじゃまむしキャラバン

10月 運 動 会 ごっこ

11月 トミッチひろば

12月 クリスマス製作

1月 豆まきごっこ

2月 リズム遊びを楽しもう(２歳児参加) 

・地域の 2か所のサロン等へ年３回ずつ、保育士派遣を行います。
・中川子育てネットワークの連絡会によるパッピーランドへ保育士派遣をおこない

ます。

１３ 世代間交流年間計画

月 内  容

６月 地域のデーサービスセンターを訪問し

ふれあい会実施（年長児）

9月 敬老会（園児の祖父母を招待して遊ぶ）

10月 運動会

（祖父母等と一緒に玉入れを楽しむ）

12月 地域のデーサービスセンターを訪問し

ふれあい会実施（年中児）
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１４ 職員研修計画

 目的  変化する情勢や多様化するニーズに応えていけるよう、職員の資質向上と専門性の向上が

一層求められる為、研修の一層の充実をはかっていきます。

＜年間計画＞

月 名古屋市研修 園内研修 その他研究会

４
研修テーマの決定

全体的な計画・年間計画立案

５

係長有資格者、嘱託（障害児基礎）

実践・統合保育研究

新規１

職場マネジメントリーダー１

専門（アレルギー）

保育用品・絵本等の教材研究

保育内容

研修報告

緊急時対応

６

人権保育、業務士、嘱託(衛生管理) 
実践・統合保育研究、

教育・保育施設職員１、

職場マネジメントリーダー２

保育内容

研修報告

保育士会

７

多文化共生、新規２

専門(保育内容・運動) 
実践･統合中間報告会

保育内容

研修報告

保育士会

東海北陸大会

８

実践・統合保育研究、嘱託（保育内容）

専門（保育内容）、障害児派遣打合

保育所リスクマネジメント

保育内容

運動会競技検討

愛知県視聴覚教育
特別研究会

９

嘱託（人権保育）、園長、

実践・統合保育研究、中堅前期１

専門（保育の見える化）

保育内容 研修報告

研修報告会（前期）

名幼研安全部研修

１０

実践・統合保育研究

人権保育（公開保育）、

嘱託（統合保育）

園内公開保育

保育内容 研修報告

保育士会

１１
実践・統合保育研究、専門（発達障害）

中堅後期、中堅前期２、新規３、次席

園内公開保育

保育内容 研修報告

１２

人権保育（公開保育）

実践・統合保育研究、専門（防災）

園内公開保育

保育内容 研修報告

公務員倫理

保育士会

１
専門（ソーシャルワーク）

実践統合報告会

研修報告会（後期） 保育士会
中部地区幼児教育
研究会

２ 教育・保育施設２ 愛知県研究発表会

３ 保育教材の点検補充

※その他  ・派遣研修  ・人事課研修   ・名古屋市保育士会研修 

・幼児教育支援室との合同研修
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１５ 園務分掌表

       ―保育関係      全体的な計画                  園長

                  年間指導計画・月案・週案・日誌・個別記録    担任

                  年間行事計画・避難訓練             園長

                  職員配置計画                  園長

                  広報・アルバム作成               担当

                  園児名簿・在籍、転出入出席簿          次席

                  行事   進級式・入園式・入園を祝う会     次席

                       誕生会                担任

                       園外保育               担当

                       季節の行事（七夕・夏まつり等）    担当

                       世代間交流              担任

                       運動会                次席

                  食育活動                  幼児担任

                  環境保育                  幼児担任

                  実習・体験学習・ボランティア        幼児担任

    ―             子育て支援                   次席

                  障害児保育                 幼児担任

 ―  職             世代間交流事業                 園長

       ―研修関係      職員研修計画・保育士会・園内研修・名幼研    園長

園  員             資料保管・記録                 園長

  ―― ―――保健・安全関係   園児の健康管理・身体測定            担任

    会           ――健康診断・歯科検診・謝金            園長

長              ――救急医療品等の管理               次席

    議           ――スポーツ振興センター関係            園長

 ―              ――遊具点検・事故防止・安全対策          担任

    ―           ――保健庶務・職員健康診断・検便          次席

                ――給食室点検・環境管理             業務士

       ―事務関係      庶務――――文書（収受関係・廃棄）       園長

                      ――メール関係             園長

                      ――服務・出勤簿・正規職員・臨時職員――園長

                      ――嘱託職員              園長

                      ――厚生会・互助会           園長

                ――経理――――請求書・前渡金・保育料       園長

                      ――延長保育・子育て支援・世代間交流  園長

                      ――給食関係             業務士

                      ――園外保育              担任

                ――管財――――備品・物品（被服・金券・事務用品） 園長

       ―渉外        園長会                     園長

                ――他機関（保健所・児童相談所・小学校）      園長

                ――園舎管理協力員                 園長

                ――地域（近隣・主任児童委員・民生委員）      園長

                ――父母の会                    園長

                ――名古屋市幼児教育研究会・保育士会        園長
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１６ 平面図

 《 １階  》

     《 ２ 階 》

                 ＊鉄筋コンクリート造り   ２階建て  ５１９．８９㎡

   ＊施設の概要        設立年月日 １９７５．５．１

２歳児

トイレ

事務室

５歳児 ４歳児 ３歳児

 ト

 イ

 レ

 給食室

玄
関

           テラス

プール

屋上     遊戯室

ト
イ
レ

テラス

  １歳児 ０歳児

調乳室

倉庫

    テラス
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令和 ４ 年度 保育の内容に関する全体的な計画                      富田第三保育園 NO.1 

事業の目的 なごや子ども条例の理念にのっとり、保育を必要とする乳児及び幼児の保育を行い、その健全な心身の発達を図る 

保育理念 
・入所する子どもの最善の利益を考慮し、家庭と連携をしながらその福祉を積極的に増進する。 

・家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら保護者に対する支援及び子育て家庭に対する支援を行う。 

保育方針 

・健全な心身の発達を図り意欲的に活動できるようにする

・情緒の安定を図り人に対する愛情と信頼や自主協調の態

度を養う 

・身の回りの環境を通して、豊かな感性を育てる

園の 

保育目標 

・健康で意欲的な子ども 

・友達と仲よく遊ぶ子ども 

・感性豊かな子ども 

保育時間 

２・３号認定／基本保育時間 標準認定 7：30～18：30  

短時間認定 8：30～16：30 

延長保育時間 18：30～19：30

主な行事 

進級式／入園式／保育参加（乳児クラス）／保育参観（幼児クラ

ス）／クラス懇談会／個人懇談／誕生会／遠足（春・秋・お別れ

遠足）／健康診断／歯科検診／プール開き／七夕会／夏祭り／ 

プール参観（幼児クラス）／祖父母参観（幼児クラス）／運動会

人形劇／クリスマス会／節分／ひなまつり／おわかれ会／ 

入学を祝う会（卒園式）          の行事はコロナ前

保育所保育に関す

る基本原則／役割

目標 

保育の方法／環境 
保育所の 

社会的責任 

養護に関する 

基本的事項 
保育の計画と評価 

幼児教育を行う施設として 

共有すべき事項 

児童福祉法に基づ

き、保育を必要とす

る子どもの保育を

行い、健全な心身の

発達を図る。保育に

関する専門性を有

する職員が、養護及

び教育を一体的に

行う。保護者支援及

び地域の子育て支

援等を行う。 

健康、安全で情緒の

安定した生活ができ

る環境を整え、一人

一人の発達過程に応

じ、乳幼児期にふさ

わしい体験が得られ

るように、生活や遊

びを通して総合的に

保育する。保護者を

理解し適切に援助す

る。 

人権に配慮する。子

どもの人格を尊重し

保育を行う。地域社

会との交流や連携を

図り、保育の内容を

適切に説明する。個

人情報を適切に取り

扱う。保護者の苦情

解決を図るよう努め

る。 

養護とは、子どもの

生命の保持及び情緒

の安定を図るために

保育士等が行う援助

や関わり。保育所に

おける保育は、養護

及び教育を一体的に

行う。養護に関する

ねらい及び内容を踏

まえた保育を展開す

る。 

保育の目標を達成するため、

方針や目標に基づき、子ども

の発達過程を踏まえた保育の

内容が組織的・計画的に構成

され総合的に展開されるよ

う、全体的な計画を作成する。

これに基づき指導計画、保健

計画、食育計画等を作成する。

保育士等の自己評価、保育所

の自己評価を行い、公表し保

育内容の改善を図る。 

生涯にわたる生きる力の基礎を培

うため、保育の目標を踏まえ、

「知識及び技能の基礎」「思考

力、判断力、表現力などの基礎」

「学びに向かう人間性等」といっ

た資質・能力の３本の柱を一体的

に育むよう努める。「幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿」は、

ねらい及び内容に基づく保育活動

全体を通して資質・能力が育まれ

ている子どもの小学校就学時の具

体的な姿であり、保育士等が指導

を行う際に考慮する。 

1
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NO.2 

小学校との連携 

（接続）

保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じて、創造的な

思考や主体的な生活態度などの基礎を培う。小学校教師との意見交換、研究の機会などを設け、子どもの姿を共有するなどし

て、保育所保育と小学校教育との円滑な接続に努める。 

① 幼保小懇談会への参加               ②5 歳児の小学校の見学及び交流授業への参加    

③ 運動会、学芸会、作品展などの見学         ④保育所児童保育要録を小学校へ送付 

（コロナウィルス感染症の流行中は①と④のみ） 

健康支援 

状態把握・増進・疾病対応

食育の推進 

(食育計画別紙) 

環境及び 

衛生管理に安全管理 

(保健年間計画別紙) 

災害への備え 

(避難訓練計画別紙) 
子育て支援 

職員の資質向上 

(研修計画別紙) 

・健康及び発育発達状態の

定期的、継続的な把握 

・年 2回の園医による内科

健診と年１回の歯科検

診 

・登園時及び保育中の状態

観察、また異常が認めら

れたときの適切な対応 

・年間保健指導計画 

（年齢別参照）  

・年 1回職員健康診断 

・毎月の検便（調理員） 

 年 2 回の検便（全職員）

５領域との相関性を構

築する。  

・安心・安全な調理の提

供  

・食育活動の実施   

・行事食の提供  

・菜園作りの実施  

・クッキングの実施 

・施設内外の設備、用具

等の清掃及び消毒

等、安全管理及び自

主点検  

・子ども及び職員の清

潔保持  

・感染予防対策指針の

作成と実施及び保護

者との情報共有  

・インフルエンザやコ

ロナなどの感染症対

応 

・年 1 回外部業者によ

る点検及び園庭整備

・警察署指導安全教室 

・避難訓練の実施 

・毎月 

（火災、地震、 

不審者対応） 

・被災時における対応

と備蓄 

・外部業者による消防

設備点検 

教育及び児童福祉とし

ての保育並びに子育て

支援の有機的な連携が

図られ、子どもの成長

に気付き、 

子育ての喜びが感じら

れるよう子育て支援に

努める。 

・行事への参加 

・園だより、クラスだ 

よりの発行 

・クラス懇談会、個人懇

談会の実施 

質の高い保育を展開す

るため、一人一人の職

員についての資質向上

及び職員全体の専門性

の向上を図るよう努め

る。保育所職員に求め

られる専門性を理解

し、保育の質の向上に

向けた組織的な取り組

みを行う。職場研修、外

部研修など体系的な研

修計画を作成し、結果

を活用する。 

地域への支援 

交流・連携 

① 子育て支援      「リフレッシュ預かり事業」の実施、「子育てサロン」等の子育て支援事業へ保育士を派遣 

② 世代間交流事業    近隣デイサービス施設への園児交流、「敬老会」（園児の祖父母との交流）の実施、運動会での交流

③ 次世代交流      小中学生の体験学習受け入れ、実習生の受け入れ 

④ 地域との連携・交流  近隣保育園とのドッジボール交流、学区担当保健師・主任児童委員との連携 

1
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NO.3 

養

護

年齢 乳児 
１歳児 

（満 1歳児より） 
2歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

生命の保持 

・一人一人の子どもの発育状態
を適切に把握し、家庭との連
携を丁寧にとる 

・一人一人の子どもの
状態に応じて、睡眠
など適切な休息を取
り入れ、快適に過ご
せるようにする 

・一人一人の子ども・
発育、発達状態を十
分につかみ、基本的
な生活習慣を身につ
けられるようにする

・基本的生活習慣を身
につけられるように
援助する 

・見守られながら、自
分で基本的生活習慣
を行えるようにする

・生活に必要な習慣が
身につき、自分から
行えるように見守る

情緒の安定 

・特定の保育士との関わりを基
本として安心して過ごせる環
境を整える 

・特定の保育士との信
頼関係が深まり、愛
着関係が育まれるよ
うに接する 

・落ち着いた雰囲気の
中で、自分でしよう
とする気持ちを大切
にしながら援助する

・保育士等に気持ちを
受け止めてもらい意
欲的に過ごせるよう
にする 

・多様な経験を通し、
自己肯定感を育み自
信が持てるようにす
る 

・保育士との信頼関係
の中で、主体的な活
動ができるようにす
る 

教

育

（乳児） 
3 つの視点 

乳児 ５領域 １歳児（満１歳より） ２歳児 ３歳児 ４歳児  ５歳児 

健やかに 
伸び伸びと育つ

・一人一人に適した
生活リズムの中で
生理的欲求が満た
され、自ら様々なも
のに関わろうとす
る 

健康 

・安心できる保育士と
の関係のもとで食
事・排泄など身の回
りのことを自分でし
ようとする気持ちが
芽生える 

・安心できる保育士の
見守りの中で生活に
必要な身の回りのこ
とを自分でしようと
する

・健康・安全に必要な
基本的生活習慣を身
につける 

・いろいろな運動遊び
を楽しむ

・健康・安全に必要な
基本的生活習慣を身
につける 

・体全体の協応運動を
楽しむ

・健康・安全な必要な
生活習慣や態度を身
につけ見通しを持っ
て行動しようとする 

・身体機能が高まり、
調整しながらいろい
ろな運動に取り組む

身近な人と 
気持ちが通じ合う 

・特定の大人との関
わりを深め、その
関わりを心地よい
ものと感じる 

・喃語や片言を優し
く受け止めてもら
い、保育士等との
やり取りを楽しむ 

人間 
関係

・安心できる保育士の
見守りの中で、身の
回りの大人や子ども
に関心を持ち、関わ
ろうとする 

・身の回りに様々な人
がいることを知り、
友達と関わってあそ
ぶ楽しさを味わう

・友達と分けあった
り、順番に使ったり
するなど、決まりを
守ることを覚え始め
る

・主張をぶつけ合った
り合意したりの経験
により、お互いの存
在が認められるよう
になる

・周りの人に対する親
しみを深め、集団の
中で自己主張した
り、他児の立場を考
えたりしながら行動
する

環境 

・保育士の見守りの中
で身近な環境に親し
み、好奇心や関心を
持つ 

・身近な環境に親し
み、保育士を仲立ち
として生活や遊びに
取り入れようとする

・身近な自然社会事象
に親しみ模倣したり
取り入れたりして遊
ぶことを楽しむ 

・身の回りの人々の生
活に親しみ、身近な
社会事象に関心を持
ちそれらを取り入れ
て遊ぼうとする 

・身近な事物を見たり
扱ったりする中で、
その性質や存在に興
味を持ったり、数・
量・形などに関心を
持つ 

言葉 

・保育士の話しかけ
や、やり取りの中で、
指差しや簡単な言葉
を使って自分の気持
ちを伝えようとする

・保育士を仲立ちとし
て、生活や遊びの中
で簡単な言葉のやり
取りを楽しむ

・生活に必要な言葉が
ある程度わかり、し
たいこと、して欲し
いことを言葉で表す

・人の話を聞いたり、
自分の経験したこと
や思っていることを
話したりして伝え合
う楽しさを味わう

・様々な機会や場で話
を聞いたり、話した
りして生活の中で適
切な言葉を使う 

・身近な文字に触れる
ことで言葉への興味
を広げる身近なものと関わり

感性が育つ 

・保育士の見守りの
中で身近なものに
興味を示し、自ら
触ってみたいとい
う意欲が高まる 

・自分の欲求や気づ
きを伝えようと
し、共感してもら
うことの心地よさ
を味わう 

表現 

・身近な人や物に自発
的に働きかけ、聞く・
見る・触るなどの感
触を楽しむ 

・興味のあることや経
験したことなどを生
活や遊びの中で保育
士とともに好きなよ
うに楽しむ 

・身の回りの大人の行
動や日常の体験から
イメージを持ち表現
あそびを楽しむ 

・友達とイメージを共
有しながら想像した
ことなどを様々な方
法で表現する 

・感じたことや思った
こと、想像したこと
などを様々な方法で
工夫して自由に表現
する 

1
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乳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

・安定した人間関係の中
でミルクを飲み離乳食を
食べて心地よい生活を送
る。
・色々な食品や調理形態
に慣れて離乳がすすみ、
楽しい雰囲気の中で食べ
させてもらう。

・楽しい雰囲気の中で自分
で食事をしようとし、好きな
食べ物が増える。
・色々な食品や調理形態に
慣れる

・楽しい雰囲気の中で自分
で食事をしようとし、好きな
食べ物が増える
・保育士を仲立ちとして、と
もだちと一緒に食べる楽しさ
を味わう

・楽しい雰囲気の中で友達
と一緒に食事をする
・食生活に必要な習慣を知
る
・献立や食品に興味や関
心を持ち、色々な食品が食
べられるようになる。

・楽しい雰囲気の中で友だ
ちと一緒に食事をする
・食生活に必要な習慣を身
につける
・食べ物と体の関係に関心
を持つ

・できるだけ多くの種類の食べ物
をとり、楽しんで食事や間食をと
るようにする
・体や健康について関心を持ち
健康な生活に必要な習慣や態
度を身につける

健
康

・よく遊びよく眠る
・食事の前後に手や口、
顔を清潔にすることの心
地よさを知る
・発達に応じて離乳が進
み乳児食へ移行していく

・よく遊び、よく眠り、食事を
楽しむ
・食事前後や汚れた時は顔
や手が清潔になる心地よさ
を感じる
・色々な種類の食品や調理
形態に慣れる
・よく噛んで食べようとする

・よく遊び、よく眠り、食事を
楽しむ
・食事の後、口の周りを保育
士の介助をしてもらいなが
ら、自分で拭き、きれいにす
る
・よく噛んで食べる

・食事の前に手洗いをし、
食後汚れたら自分で気づ
き清潔にしようとする
・食後のうがいをする（コロ
ナ前）
・色々な食べ物をすすんで
食べる

・食事の前に手洗いをし、
食後汚れたら、自分で気づ
き清潔にする

・嫌いなものでも少しずつ
食べようとする

・衛生と健康の関係について関
心をもつ

・好き嫌いなく何でも意欲的に食
べる

人
間
関
係
と

食
文
化

・授乳や食事をたべさせ
てくれる人に信頼感を持
つ
・手づかみでも自分で食
べようとする
・コップで飲むことになれ
る

・楽しい雰囲気の中で食事
をしようとする
・保育士の真似をして食前
食後のあいさつをする
・スプーン、フォーク等を使っ
て自分で食べようとする

・友達と楽しんで食事をとる
・言葉で「いただきます」等
のあいさつをする。
・自分のものと他児のものと
の区別がつく
・スプーン、フォークを正しく
もって食べようとする

・楽しい雰囲気の中で友達
と一緒に食事をする
・食生活に必要な準備や
片づけを知る
・箸を使って食べることに
関心を持つ
・行事食に興味を持つ

・楽しい雰囲気の中で友達
と一緒に食事をする
・食事の準備や後片づけを
自分でしようとする
・箸に慣れる
・季節の行事食を知る

楽しい雰囲気の中で友達と一緒
に食事をし、食事のマナーを身
につける
・食事の準備や後片づけを当番
活動を通じて自分たちで行う
・季節の行事や色々な伝統食の
由来を知る
・食材や食事の用意をしてくれる
人への感謝の気持ちを持つ

食
へ
の
興
味

・目の前の食べ物に興味
を持つ

・好きな食べ物が少しずつ
増える

・食品や食材の名前を知る
・畑に行って作物を見たりし
ながら興味を持つ

・献立や食品、食材に関心
を持つ
・野菜作りを通して収穫の
喜びや食べることの楽しさ
を知る

・献立や食品、食材に関心
を持つ
・調理する事に興味関心を
持つ
・野菜作りを通じて収穫の
喜びや食べることの楽しさ
を知る

・献立や食品に興味や関心を持
つ
・野菜作りを通してその生長を知
り、収穫を喜ぶ
・調理の楽しさを知り、食べもの
への関心や興味を持つ

食育計画 富田第三保育園

内
容

ね
ら
い

年齢

楽しく食べる体験を通して子どもの食べ物への関心を育み、食を営む力の基礎を育てる目標

1
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期 目標 保健行事 保健指導 留意点 保護者への指導 その他

・新しい環境に慣れる ・全園児検診 ・手洗いやトイレの使い方 ・進入園児の健康状態の把握 ・園の健康管理について ・新入園児の健康状態把握

・子どもの健康状態を ・虫歯予防について ・保護者からえた個々の情報を整理し、職員に 　（入園式、懇談会での説明） ・アレルギーの有無、留意点など

　把握する ・歯科検診 　周知する   (コロナウィルス感染症に対する 　全職員で確認

・子どもに応じた環境 ・歯科指導（５歳） ・事故防止、園内外の安全点検を行う 　園の対応についての説明） ・医療機関マップの整備

　を整える ＜職員＞ ・職員にけがや急病の際の処置、対応方法に ・予防接種の推奨 ・健康記録表、予防接種記録表、

・SIDS訓練 　ついて周知徹底する ・歯の健康と虫歯の治療 　歯科検診表など書類の管理

・防犯、伝達訓練　 ・感染症の早期発見に努め、予防策をとる ・水遊び管理日誌の整備

・紫外線対策、害虫対策を行う ・プール実施時の安全点検と残留

・暑いなか健康にすご ・水遊び、プール遊びについて ・食虫毒に注意する (手洗い、食事への注意） ・夏の健康について 　塩素濃度の測定

　せるように配慮する ・帽子の着用、午睡の大切さに ・保育室の環境整備を行う　（通風、換気など） ・水遊び、プール遊び時の健康 ・職員定期健康診断

・安全に気をつけ水遊び 　ついて ・水遊び、プール遊びの衛生、健康管理、事故 　観察と検温、健康チェック ・食物アレルギーの申請書等への対応

　を楽しむ ＜職員＞ 　に留意する 　カードの記入 ・感染症発生時の対応

・熱中症の予防 ・溺れ訓練 ・水分補給など夏の健康管理に留意する ・薬品や保健用品の管理

・食中毒の予防 ・誤食訓練 ・皮膚の弱い子など個々に応じて予防に努める ・身体計測

・プールの衛生管理 ・砂場の掘り起し

・戸外遊びを楽しみ、 ・視力測定 ・風邪予防のうがい、手洗い ・衣類の調節に留意し、厚着にならないよう気を ・体つくりについて ・新入園児健康診断の準備

丈夫な体作りに取り組む　（４歳） 　について 　つける ・薄着の推奨、衣服のめやす ・年間のまとめ反省

・季節の変わり目に適応 ・全園児検診 ・体について ・運動による怪我に留意し、個々の体調管理を行う ・インフルエンザ予防接種の推奨

　できるよう配慮する 　（１０月） ＜職員＞ ・室内の温度、湿度、換気に気をつけ、適切な環境 　 （手指消毒・対物消毒）

・散歩先不審者訓練 　を保つ （職員・園児の体温確認）

・誤嚥訓練 （食事の際のパーテーション）

・インフルエンザ予防接種の推奨 （マスクの保管）

・インフルエンザや風邪の・新入園児 ・手洗い、(うがい)の確認と再指導 ・インフルエンザ、胃腸風邪など冬の感染症の早期 ・やけどなど予防、事故対応 （行事の際の感染症対策）

　予防 　健康診断 ・大きくなったことを伝える 　発見、予防対策を行う ・インフルエンザ、胃腸風邪に

・成長を確かめ、喜びを ・室内の温度、湿度、換気に気をつけ、適切な環境 　ついて

　共有する ＜職員＞ 　を保つ ・予防接種状況の記入

・嘔吐訓練 ・個々の発育の再確認と問題があれば保護者と

　面談し、職員に周知する

保健年間計画 富田第三保育園

(Ⅱ期)
７
・
８
・
９
月

(Ⅳ期)
1
・
２
・
３
月

(Ⅲ期)
10
・
１１
・
１２
月

(Ⅰ期)
４
・
５
・
６
月

年間目標
・健康な心と体を育てる
・保健的で安全な環境のもとで快適に生活できるようにする（コロナウィルス感染症の対策も含む）
・健康に過ごせるよう生活リズムを整える

2
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名古屋市富田第三保育園における 

保育料以外の保護者の主な費用負担 

区分 内容等 金額等 

3歳以上児主食費 主食（米飯及びパン）の提供費用 月額 ６７０円

3歳以上児副食費 おかずの提供費用 月額 ４，５００円

入
園
時
購
入

物
品
代

帽子代 
保育に必要な帽子の購入費用 

（２歳児以上） 
９００円

手提げ 袋

代

保育に必要なナイロンバックの購入

費用（２歳児以上）

各自で用意もしくは

５５０円

Ｔシャツ代 保育に必要なＴシャツの購入費用
各自で用意もしくは

６００円程度

写真代 希望者に販売 

【園撮影】 

1枚 60 円

【業者撮影】 

1枚 100～550円

連絡ノート 

（おたより帳） 

【0歳児】 

おたより帳・毎日の健康記録 

【1歳児以上】 

1冊目(透明カバー含む) 

2冊目以降 

園にて用意

園にて用意

各自で用意

行事参加費用 

遠足など、行事に参加する上で必要な

交通費などの費用 

※行事ごとにかかる金額は異なる。 

実費徴収

上履き 3歳児以上から使用 各自で用意

災害共済掛金 
（独）日本スポーツ振興センター災害

共済給付制度にかかる利用者負担 
０～２６０円

父母の会会費 父母の会が決定 月額 ３５０円

21



ループ 

新年度持ち物表 
令和4年度 富田第三保育園 

さくらんぼ組（０・１歳児クラス） 

毎日持ってくるもの 

おたより帳

口ふきタオル・・・３枚 

エプロン・・・３枚 

手ふきタオル（ループ付）・・・１枚 

 ・使用を開始するときに、担任から声を掛けます 

手さげ袋 

・ナイロン製など、洗える素材のものをご用意下さい 

  ※希望の方は園で注文できます 

衣類の着替え 

 ・上下３組（下着・くつしたを含む）

 ・つなぎ・スカート・ロンパース・フード付きのものは避

けて下さい 

紙パンツ・・・５枚以上 

 ・テープ（お尻）側に記名して下さい 

・朝はいてくる紙パンツにも記名して下さい 

お尻ふき 

・衣類かご等に入れておき、無くなったら補充して下さい 

お尻しきタオル 

 ・ハンドタオル大 

・表に大きく「おしり」と記入して下さい 

帽子（ゴム付き） 

・お子さんが自分でフックに掛けやすいよう、ループひも

を付けて下さい 

ループ 

すべての持ち物に必ず名前を書いてください！ 

ゴムを通す 

なまえ 

テープ側 

おしり 

（※裏面もご覧ください） 
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週明けに持ってきて、週末持ち帰るもの 

布団 

 ・しき布団 

 ・かけ布団（薄手のもの） 

その他 

上着（季節に応じて） 

 ・フック等に掛けやすいようループひもを付けて下さい 

 ・フード付きのものは避けて下さい 

 ・厚すぎず、動きやすいものをご用意下さい 

※ヘアゴムについて 

・ 髪の毛が長いお子さんは、ゴムでまとめるようにして下さい。 

・ プラスチックの飾りのついたゴム、細いゴム（ちぎれやすいもの）は避けて下さい。 

（プラスチックによるケガや、ちぎれたゴムの誤飲を避けるため） 

提出物 

・新品の雑巾３枚・・・市販のものでも可、記名は不要です 

なまえ 
※カバーを付けて下さい 

※本体にも記名して下さい 

ループ 
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ループ 

新年度持ち物表 
令和4年度 富田第三保育園 

いちご組（２歳児クラス） 

毎日持ってくるもの 

おたより帳

口ふきタオル・・・３枚 

エプロン・・・３枚 

手ふきタオル（ループ付）・・・2枚 

 ・室内とトイレで使用します 

手さげ袋 

・ナイロン製など、洗える素材のもの、 

ロッカーに収まる大きさのものをご用意下さい 

  ※希望の方は園で注文できます 

衣類の着替え 

 ・上下３組（下着・くつしたを含む） 

 ・つなぎ・スカート・ロンパース・フード付きのものは避

けて下さい 

紙パンツ・・・５枚以上 

 ・テープ（お尻）側に記名して下さい 

・朝はいてくる紙パンツにも記名して下さい 

お尻ふき 

・衣類かご等に入れておき、無くなったら補充して下さい 

お尻しきタオル 

 ・ハンドタオル大 

・表に大きく「おしり」と記入して下さい 

カラー帽子（赤色） 

・お子さんが自分でフックに掛けやすいよう、ループひも

を付けて下さい 

  ※園で注文して頂きます 

ループ 

すべての持ち物に必ず名前を書いてください！ 

ゴムを通す 

なまえ 

テープ側 

おしり

（※裏面もご覧ください） 
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週明けに持ってきて、週末持ち帰るもの 

布団 

 ・しき布団 

 ・かけ布団（薄手のもの） 

その他 

上着（季節に応じて） 

 ・フック等に掛けやすいようループひもを付けて下さい 

 ・フード付きのものは避けて下さい 

 ・厚すぎず、動きやすいものをご用意下さい 

※ヘアゴムについて 

・ 髪の毛が長いお子さんは、ゴムでまとめるようにして下さい。 

・ プラスチックの飾りのついたゴム、細いゴム（ちぎれやすいもの）は避けて下さい。 

（プラスチックによるケガや、ちぎれたゴムの誤飲を避けるため） 

提出物 

・新品の雑巾３枚・・・市販のものでも可、記名は不要です 

なまえ 
※カバーを付けて下さい 

※本体にも記名して下さい 

ループ 
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新年度持ち物表 
令和4年度 富田第三保育園 

みかん組（３歳児クラス） 

毎日持ってくるもの 

おたより帳

マスク 

 ・予備をチャック付き袋に入れて、衣類かごに用意して下

さい 

手ふきタオル（ループ付）・・・2枚 

 ・室内とトイレで使用します 

手さげ袋 

  ※希望の方は園で注文できます 

カラー帽子（オレンジ色） 

  ※園で注文して頂きます 

園に置いておくもの 

衣類の着替え 

 ・個人用衣類かごに、常時２組以上（下着・靴下を含む） 

  スカート・フード付きのものは避けて下さい 

週明けに持ってきて、週末持ち帰るもの 

上靴・上靴袋 

 ・上靴は前部とかかと、２か所に記名して下さい 

布団 

 ・しき布団 

 ・かけ布団（薄手のもの） 

その他 

上着（季節に応じて） 

 ・フック等に掛けやすいようループを付けて下さい 

 ・フード付きのものは避けて下さい 

 ・厚すぎず、動きやすいものをご用意下さい 

※ヘアゴムについて 

・ 髪の毛が長いお子さんは、ゴムでまとめるようにして下さい。 

・ プラスチックの飾りのついたゴム、細いゴム（ちぎれやすいもの）は避けて下さい。 

（プラスチックによるケガや、ちぎれたゴムの誤飲を避けるため） 

提出物 

・新品の雑巾３枚・・・市販のものでも可、記名は不要です

ループ 

すべての持ち物に必ず名前を書いてください！ 

なまえ 

※カバーを付けて下さい 

※本体にも記名して下さい 

ループ 
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新年度持ち物表 
令和4年度 富田第三保育園 

れもん組（４歳児クラス） 

毎日持ってくるもの 

おたより帳

マスク 

 ・予備をチャック付き袋に入れて、衣類かごに用意して下

さい 

コップ、コップを入れる袋

 ・子どもが出し入れしやすい袋をご用意下さい 

手ふきタオル（ループ付）・・・2枚 

 ・室内とトイレで使用します 

手さげ袋 

  ※希望の方は園で注文できます 

カラー帽子（黄色） 

  ※園で注文して頂きます 

園に置いておくもの 

衣類の着替え 

 ・個人用衣類かごに、常時２組以上（下着・靴下を含む） 

  スカート・フード付きのものは避けて下さい 

週明けに持ってきて、週末持ち帰るもの 

上靴・上靴袋 

 ・上靴は前部とかかと、２か所に記名して下さい 

その他 

上着（季節に応じて） 

 ・フック等に掛けやすいようループを付けて下さい 

 ・フード付きのものは避けて下さい 

 ・厚すぎず、動きやすいものをご用意下さい 

※ヘアゴムについて 

・ 髪の毛が長いお子さんは、ゴムでまとめるようにして下さい。 

・ プラスチックの飾りのついたゴム、細いゴム（ちぎれやすいもの）は避けて下さい。 

（プラスチックによるケガや、ちぎれたゴムの誤飲を避けるため） 

提出物 

・新品の雑巾３枚・・・市販のものでも可、記名は不要です

ループ 

すべての持ち物に必ず名前を書いてください！ 

ループ 
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新年度持ち物表 
令和4年度 富田第三保育園 

りんご組（５歳児クラス） 

毎日持ってくるもの 

おたより帳

マスク 

 ・予備をチャック付き袋に入れて、衣類かごに用意して下

さい 

コップ、コップを入れる袋

 ・子どもが出し入れしやすい袋をご用意下さい 

ハンカチ（ティッシュは不要） 

 ・ズボンのポケットや移動ポケットに入る大きさのものに

して下さい 

手さげ袋 

  ※希望の方は園で注文できます 

カラー帽子（黄緑色） 

  ※園で注文して頂きます 

園に置いておくもの 

衣類の着替え 

 ・個人用衣類かごに、常時２組以上（下着・靴下を含む） 

  スカート・フード付きのものは避けて下さい 

週明けに持ってきて、週末持ち帰るもの 

上靴・上靴袋 

 ・上靴は前部とかかと、２か所に記名して下さい 

その他 

上着（季節に応じて） 

 ・フック等に掛けやすいようループを付けて下さい 

 ・フード付きのものは避けて下さい 

 ・厚すぎず、動きやすいものをご用意下さい 

※ヘアゴムについて 

・ 髪の毛が長いお子さんは、ゴムでまとめるようにして下さい。 

・ プラスチックの飾りのついたゴム、細いゴム（ちぎれやすいもの）は避けて下さい。 

（プラスチックによるケガや、ちぎれたゴムの誤飲を避けるため） 

提出物 

・新品の雑巾３枚・・・市販のものでも可、記名は不要です

なま
なま

すべての持ち物に必ず名前を書いてください！ 

ループ 
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４歳児 

友だちと一緒に運動あそびや

様々な動きを経験して楽しもう 

1歳児 

保育者と一緒に走ったり、

跳んだり、くぐったりして 

身体を動かしてみよう 

保育目標 

このような子どもに育ってほしい 

※ 健康で意欲的な子ども 

※ 友だちと仲良くあそぶ子ども 

※ 感性豊かな子ども 

今年度の努力目標 

様々な活動を通して、しなやかに動ける身体づくりをしていきます 

  保育者や友だちと一緒に、戸外

あそびや運動あそびなどを通して

たくさん身体を動かそう 

３歳児 
５歳児 

仲間と一緒に目標をもって

運動あそびに挑戦しよう

・リズム運動や園外保育に出かけ、丈夫な足腰を作ります。

・野菜などの栽培に取り組み、食育活動に取り組みます。

このような姿が見られるように、保育園時代にこそ必要な体験ができるよう努力します。 

そして、以下のことにも取り組みます。

令和 4年度 

富田第三保育園グランドデザイン 

2歳児

保育者と一緒にあそびを通して

いろいろな動きをやってみよう 

0 歳児 

保育者との触れ合いあそびや

ハイハイなどを通して身体を動

かすことの心地よさを感じよう
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　富田第三保育園の保護者の皆様には、「保護者要望集約アンケート」にご協力いただき、

ありがとうございました。今回、皆様にご回答いただいたアンケートを集約しましたの

で、その結果についてご報告いたします。

１　調査対象

　　富田第三保育園に通う子どもの保護者全員

２　調査期間

　　令和4年4月7日（木）～令和4年4月22日（金）

３　回収率

　　配布数：63世帯、回収数：43世帯、回収率：68.3%

４　アンケート結果の概要（別紙１）

　　アンケートの中の分類（保育内容、給食･おやつ、行事、保護者の費用負担、

　環境・施設整備、その他）ごとに、要望の多かった項目から順に記載した。

５　アンケート集計結果の詳細

　　・アンケート集計結果の一覧（別紙２）

　　・アンケートでの自由意見（別紙３）

富田第三保育園の移管に関する保護者要望集約アンケート調査結果

富田第三保育園　準備会
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○保育内容

・外遊びや運動遊びをたくさんしてほしい

・夏季のプールを続けてほしい

・子どもの危険な行為に対して、ダメであることをきちんと伝えてほしい

・今までどおり散歩をしてほしい（外に出る回数を減らさないでほしい）

・いろいろな経験ができる機会をつくってほしい

・リズム遊びや楽器に触れる機会を続けてほしい

・どの職員も子どもの名前を覚えて、一人ひとりの子どもの個性を理解していてほしい

・野菜作りや、そこで収穫した野菜の調理を通した食育を続けてほしい

・園の雰囲気を引継いでほしい   

・自然や季節に触れ合える保育をしてほしい

・日常の保育や保護者が参加しない行事の様子を写真に撮って見せてほしい

・迎えの際にこれまでのように職員から保育の様子を伝えてもらいたい

・トイレに行く練習を続けてほしい

○給食・おやつ

・安全な手作り給食やおやつを続けてほしい

・栄養のバランスがとれた給食にしてほしい

・９０％以上の項目が２項目、８０％以上の項目が１１項目とこれまで富田第三保育園
　が築いてきた保育内容をそのまま引継いでほしいという意見が多かった。
・新たに取り入れる項目についてはあまり要望はないものの、3歳児クラス以降も、1か
　月に1度は園での子どもの様子をおたより帳に記載してほしい（67.4％）といった意見
　もあった。

（別紙１）

　　　　　　　　　　アンケート結果の概要

・安全な手作り給食やおやつを続けてほしい（86.0％）、栄養のバランスがとれた給
　食にしてほしい（86.0％）という意見が多かった。
・新たに取り入れる項目については、子どもが目で見て楽しくなるようなイベント食を
　提供してほしい（67.4％）、給食やおやつのメニューを充実させてほしい（53.5％）
という意見は5割を超えたが、ご飯食の回数を増やしてほしい　※（現在は週3日程

　度）（18.6％）という意見は少なかった。
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○行事

・季節を感じる行事をしてほしい（七夕・夏まつり・クリスマス・節分など）

○保護者の費用負担

・かばんや帽子など今ある持ち物はそのまま使えるようにしてほしい

・園で貸してもらえる物（クレパスなど）は個人購入とせず、引き続き貸してほしい

○環境・施設整備

・耐震や災害対策をした園舎にしてほしい

・駐車場を設けてほしい

・子どもが安全で楽しく過ごせる園舎にしてほしい

○その他

・写真（遠足、行事など）の販売を続けてほしい

・保育士に話しかけやすく、気軽に相談しやすい雰囲気にしてほしい

・災害時などの連絡メールを続けてほしい

・卒園制作、アルバムを続けてほしい

・おむつの園での処分を続けてほしい　

・避難訓練、不審者対応など定期的に行ってほしい

・季節を感じる行事をしてほしい（七夕・夏まつり・クリスマス・節分など)
（100.0％）という意見が多かった。

・新たに取り入れる項目として、バザーを開催してほしい（7.0％）、劇や楽器の発表に
　ついて、今よりも難しい内容のものを経験させてほしい（2.3％）という意見は少なか
　った。

・かばんや帽子など今ある持ち物はそのまま使えるようにしてほしい（88.4％），園で
　貸してもらえる物（クレパスなど）は個人購入とせず、引き続き貸してほしい
（81.4％）など、現状維持を望む声が多かった。

・新たに取り入れる項目についてはいずれも要望が少なく、特に、希望制で、布団やタ
　オルのレンタル（有料）をしてほしい（7.0％）という意見は少なかった。

・耐震や災害対策をした園舎にしてほしい（86.0％）、駐車場を設けてほしい
（81.4％）、子どもが安全で楽しく過ごせる園舎にしてほしい（81.4％）という意見

　が多かった。
・新たに取り入れる項目については、園庭を広くしてほしい（55.8％）という意見は5割
　を超えたが、園内が道路側から見えないようにしてほしい（16.3％）、授乳室を設置
　してほしい（9.3％）という意見は少なかった。

・写真（遠足、行事など）の販売を続けてほしい（90.7％）、保育士に話しかけやす
　く、気軽に相談しやすい雰囲気にしてほしい（88.4％）、災害時などの連絡メールを
　続けてほしい（88.4％）という意見が多かった。
・新たに取り入れる項目については、不審者対応の訓練を行ってほしい（72.1％）SIDS
　訓練やAEDの使い方、誤食、溺水などの安全衛生の訓練を定期的に行ってほし
　い（60.5％）という意見が比較的多かった。
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注：※がついている項目は移管を機に現状からの変更、新たな実施を希望する意見です。

分類 ○合計 ○の割合

1 35 81.4%

2 19 44.2%

3 36 83.7%

4 34 79.1%

5 38 88.4%

6 29 67.4%

7 27 62.8%

8 28 65.1%

9 7 16.3%

10 14 32.6%

11 37 86.0%

12 39 90.7%

13 24 55.8%

14 10 23.3%

15 8 18.6%

16 36 83.7%

17 31 72.1%

18 35 81.4%

19 29 67.4%

20 26 60.5%

21 37 86.0%

22 31 72.1%

23 19 44.2%

24 29 67.4%

25 33 76.7%

園の雰囲気を引継いでほしい   

　主な具体例

１

保

育

内

容

一人一人の子どもに合わせた柔軟な対応をしてほしい(発達・アレルギーなど)

お泊り保育はやってほしくない

おたより帳（連絡帳）はアプリへ電子化せずに紙のものを続けてほしい

各クラスに掲示している毎日の保育の記録を続けてほしい

今までどおり散歩をしてほしい（外に出る回数を減らさないでほしい）

外遊びや運動遊びをたくさんしてほしい

縦割り保育の回数を増やしてほしい　※

リズムあそびの時のように、裸足で過ごす時間を作ってほしい　※

お泊り保育をやってほしい　※

・のびのび　・アットホーム　・明るく元気

富田第三保育園の移管に関する保護者要望集約アンケート集計結果

配布数：63世帯　回収数：43世帯

（参考）父母の会が協力している事項

事　項

なつまつり

☆移管後の父母の会の関わり方や費用負担については、引継ぐ法人と話し合いで決めていきます。

状　況

出　店

父母の会負担

（別紙２）

野菜作りや、そこで収穫した野菜の調理を通した食育を続けてほしい

収穫した野菜を使ったクッキングを続けてほしい

自然や季節に触れ合える保育をしてほしい

生き物や植物を育ててほしい

動物と触れあう機会を作ってほしい

いろいろな経験ができる機会をつくってほしい

3歳児クラス以降も、1か月に1度は園での子どもの様子をおたより帳に記載してほしい　※

　主な具体例

・クッキング　・散歩　・芋ほり

おたより帳（連絡帳）を続けてほしい

子どもの危険な行為に対して、ダメであることをきちんと伝えてほしい

発達支援を必要とする園児のサポートを引き続き行ってほしい

項　　　　目

一日の流れが変わらないよう引継いでほしい

異年齢交流をしてほしい

富田第一保育園、富田第二保育園とのドッチボール交流（　りんご　組が参加）を続けてほし
い

昔ながらの保育園のよさを残して欲しい

どの職員も子どもの名前を覚えて、一人ひとりの子どもの個性を理解していてほしい

なつまつりの景品・クリスマスプレゼント・人形劇・積み木であそぼう・卒園ア
ルバム本体・進級プレゼント・卒園プレゼント
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分類 ○合計 ○の割合

26 35 81.4%

27 32 74.4%

28 26 60.5%

29 35 81.4%

30 29 67.4%

31 11 25.6%

32 4 9.3%

33 39 90.7%

34 33 76.7%

35 33 76.7%

36 35 81.4%

37 37 86.0%

38 15 34.9%

39 26 60.5%

40 27 62.8%

41 33 76.7%

42 22 51.2%

43 6 14.0%

44 12 27.9%

45 25 58.1%

46 17 39.5%

47 5 11.6%

48 23 53.5%

1 37 86.0%

2 14 32.6%

3 27 62.8%

4 37 86.0%

5 29 67.4%

6 8 18.6%

7 25 58.1%

8 15 34.9%

9 24 55.8%

10 26 60.5%

11 28 65.1%

12 23 53.5%

13 29 67.4%

14 15 34.9%

15 18 41.9%

16 10 23.3%

17 21 48.8%

どろんこあそびを続けてほしい

夏季（6月中旬から9月）のシャワーを続けてほしい

日常の保育や保護者が参加しない行事の様子を写真に撮って見せてほしい

項　　　　目

トイレに行く練習を続けてほしい

慣れ親しんだ絵本や玩具など、使える物は新園に引継いでほしい

年長児のおそろいのＴシャツを作らないでほしい

幼稚園のような内容は希望しない

リズム遊びや楽器に触れる機会を続けてほしい

おもちゃは既製のものだけでなく、保育士が考えた手作りのものも使用してほしい

年長児の当番活動を続けてほしい

テレビ任せの保育をしないでほしい

ひらがなの読み書きが遊びの中で自然に覚えられる環境にしてほしい

習い事や学習のような保育は希望しない

習い事や学習のような保育を希望する　※

ひらがなの読み書きを教えてほしい　※

別料金はなしで、保育や遊びの中に、英会話や体操教室などを取り入れてほしい　※

希望制で、有料の習い事（書道、英会話、スイミングなど）をしてほしい　※

１

保

育

内

容

現状の保育を引継ぎつつ、創意工夫を図り、質の向上に努めてほしい　※

地産地消に配慮するとともに、安全な給食にしてほしい

クラス懇談の場で日常の様子を写真やビデオに撮って見せてほしい

登園・降園の際、これまでどおり準備は保護者が保育室に入ってできるようにしてほしい

迎えの際にこれまでのように職員から保育の様子を伝えてもらいたい

年長児のおそろいのＴシャツを作ってほしい

夏季のプールを続けてほしい

弁当は遠足のときのみにしてほしい

食物アレルギーで弁当を持っていくことがないようにしてほしい

お盆や年末年始の期間について、弁当ではなく給食を提供してほしい

アレルギー対応も今まで通り引継いでほしい

いろいろな食材をいろいろな調理法で提供してほしい

給食のレシピを教えてほしい

ご飯食の回数を増やしてほしい　※（現在は週3日程度）

安全な手作り給食やおやつを続けてほしい

おやつにスナック菓子を出すのはなるべくやめてほしい

栄養のバランスがとれた給食にしてほしい

旬の食材を使うなど、季節に合った給食にしてほしい

２

給
食
・
お
や
つ

給食やおやつのメニューを充実させてほしい　※

子どもが目で見て楽しくなるようなイベント食を提供してほしい　※

食べられないもの、嫌いなものを無理やり食べさせないでほしい

食べることができないものに関しては代替のものを用意するなど工夫してほしい

給食の前に食べ物の大切さや食品の栄養の話をして食に対しての興味を持たせてほしい
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分類 ○合計 ○の割合

1 43 100.0%

2 33 76.7%

3 24 55.8%

4 26 60.5%

5 3 7.0%

6 19 44.2%

7 22 51.2%

8 14 32.6%

9 16 37.2%

10 25 58.1%

11 1 2.3%

12 10 23.3%

13 20 46.5%

14 21 48.8%

15 21 48.8%

16 32 74.4%

1 32 74.4%

2 38 88.4%

3 27 62.8%

4 22 51.2%

5 35 81.4%

6 15 34.9%

7 3 7.0%

8 16 37.2%

9 28 65.1%

10 21 48.8%

11 11 25.6%

1 24 55.8%

2 13 30.2%

3 6 14.0%

4 26 60.5%

5 37 86.0%

6 7 16.3%

7 30 69.8%

8 31 72.1%

9 22 51.2%

10 18 41.9%

11 35 81.4%

５

環
境
・
施
設
整
備

３

行

事

季節を感じる行事をしてほしい（七夕・夏まつり・クリスマス・節分など）

異年齢の子どもとの行事を続けてほしい

地域の方との交流を続けてほしい（遊ぼう会、敬老会など）

行事は今までと同じくらいにしてほしい

誕生児の保護者参観を引継いでほしい

華やかな制作発表やお遊戯会ではなく、子どもたちの気持ちを大切にした行事にしてほしい

なつまつりに前年度の卒園児を招待してほしい

なつまつりに年長児の開幕太鼓を続けてほしい

なつまつりに園児の盆踊りを続けてほしい

劇や楽器の発表について、今よりも難しい内容のものを経験させてほしい　※

バザーを開催してほしい　※

いちご動物園を、毎年呼んでほしい　※

保護者参加の行事や保育参観は土曜日に行ってほしい　※

保護者参加の行事や保育参観は平日でよい

希望制で、布団やタオルのレンタル（有料）をしてほしい　※

布団を持参するのではなく、簡易ベッド等を園で用意して欲しい　※

入園・進級用の準備品をカタログ形式で注文できるようにもしてほしい　※

４

保
護
者
の
費
用
負
担

築山をつくってほしい

日当たりをよく考えた園舎にしてほしい

耐震や災害対策をした園舎にしてほしい

テラスに雨よけの屋根やひさしをつけてほしい

たくさん木があり、カマキリやカミキリムシを見つける事ができるような環境にしてほしい

園内が道路側から見えないようにしてほしい　※

持ち物が変わる場合でも、きょうだいが使っていたものをそのまま使えるようにしてほしい

（絵の具などを使うときのために）スモックがあるとよい　※

項　　　　目

なつまつりの父母の会（保護者）の分担は、今までどおりくじ引きのおもちゃを発注する程度
にしてほしい

園児のみの行事の内容や様子がどんなであったか保護者にも分かるよう、速報などを続けてほ
しい

全ての費用負担について現状と同じにしてほしい（増やさないでほしい）

かばんや帽子など今ある持ち物はそのまま使えるようにしてほしい

制服や指定かばんはやめてほしい

園で貸してもらえる物（クレパスなど）は個人購入とせず、引き続き貸してほしい

イベント（人形劇、遠足など）や教材にかかる費用で、納得がいくものは負担してもよい

費用負担が増える場合は、保護者と協議をしてほしい

駐輪場を設けてほしい

駐車場を設けてほしい

乳児用の園庭があるとよい　※

子どもたちが環境の変化に驚かないようにしてほしい

園庭を広くしてほしい　※
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分類 ○合計 ○の割合

12 4 9.3%

13 23 53.5%

14 21 48.8%

15 10 23.3%

16 15 34.9%

17 14 32.6%

18 23 53.5%

19 30 69.8%

20 19 44.2%

21 35 81.4%

22 23 53.5%

23 12 27.9%

24 13 30.2%

25 21 48.8%

26 28 65.1%

27 16 37.2%

28 22 51.2%

29 28 65.1%

30 17 39.5%

1 24 55.8%

2 29 67.4%

3 38 88.4%

4 22 51.2%

5 16 37.2%

6 33 76.7%

7 39 90.7%

8 22 51.2%

9 20 46.5%

10 36 83.7%

11 7 16.3%

12 20 46.5%

13 36 83.7%

14 38 88.4%

15 36 83.7%

16 26 60.5%

17 31 72.1%

18 7 16.3%

19 14 32.6%

20 14 32.6%

～ ご協力ありがとうございました ～　　

５

環
境
・
施
設
整
備

父母会をなくしてほしい　※

SIDS訓練やAEDの使い方、誤食、溺水などの安全衛生の訓練を定期的に行ってほしい　※

不審者対応の訓練を行ってほしい　※

夏休み期間や年度末・年始などに短縮保育や休園を要請しないでほしい　※

各自が作るアルバムはやめてほしい

職員の写真の掲示を続けてほしい

ブランコや総合遊具などの園庭の遊具を増やしてほしい　※

温水の出るシャワーを設置してほしい　※

乳児保育室前の廊下の寒さ対策をしてほしい　※

富田第三保育園の名前が残るようにしてほしい

ブランコは危険なので設置しないでほしい

床暖房にしてほしい　※

職員や保護者の設備（大人用トイレ、待合所など）を充実させてほしい　※

授乳室を設置してほしい　※

幅広い年齢層の保育士に子どもたちを見てほしい

屋内にも手洗い場を設置してほしい　※

会計年度任用職員(パート職員)が継続して働ける環境を整備してほしい　※

今ある園庭遊具（のぼり棒、鉄棒、すべり台、雲梯、ジャングルジム、砂場）は引継いでほしい

空気清浄機を設置してほしい

階段の手すり、乳児が安全に過ごせる滑り止め、床材に配慮してほしい

乳児の出入り（靴箱）と幼児の出入りがぶつからないような配置にしてほしい

幼児クラスは各クラスからそのまま外に出入りできるようにしてほしい

６

そ

の

他

保護者同士が交流を持てる場を提供してほしい

写真（遠足、行事など）の販売を続けてほしい

卒園制作、アルバムを続けてほしい

今までの卒園児の卒業記念を引き継いでほしい

おむつの園での処分を続けてほしい

災害時などの連絡メールを続けてほしい

避難訓練、不審者対応など定期的に行ってほしい

保育士に話しかけやすく、気軽に相談しやすい雰囲気にしてほしい

棚や道具の角を丸くし、転んでぶつけてもけががしにくいようにしてほしい

クラス別のトイレ、手洗い場を設置してほしい　※

駐車、駐輪場はあったほうがよいが、園庭や部屋の広さを優先してほしい

クラス集合写真など写真販売を増やしてほしい　※

項　　　　目

インターネットでの写真販売をしてほしい　※

定期的にアンケートを行うなどして保護者の意見を取り入れ、改善に努めてほしい

保育室にエアコンを設置してほしい

子どもが安全で楽しく過ごせる園舎にしてほしい

トイレは和式と洋式の両方があるとよい
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(別紙3)

アンケートでの自由意見(原文まま)

保 育 内 容
・登園の時にベビーカーや抱っこ紐を帰る時まで預かってほしい（置き場所など）雨の
　日など仕事にそのまま行くときなど荷物になるから置き場所などがあると助かる。

・歯科検診とフッ素を２か月に１回くらいやってほしい

そ　の　他

・今の富田第三保育園の雰囲気や保育は昔ながらの公立保育園の良さがあると思うの
　で、この雰囲気を引きついで欲しいです。

給食・おやつ

・保ゴ者と園児が、一緒に給食を食べる機会を誕生会の時に作ってほしい。

環境・施設整備
・服部公園などの外に置いてはいけないなら、３，４台停めれるだけでも作ったほうが
　よい。

・車で通勤される先生方の為に少し遠くても今のバローの駐車場をそのまま使えるよう
　になるといいなと思います。

・父母会は公立保育園父母の会なので、なくなるのでは？なくなったとしても、新しく
　父母会のようなものができますよね・・・？

・今の富田第三保育園の昔ながらの保育が好きです。新しく変わっても夕刻パートの先
　生や朝のパートの先生は、年配でいろいろな意味でほっこり安心できます。引き継い
　でというより、そのまま続けてほしい。

・以前利用していた園では父母会はなく、行事のプレゼント等も園で用意して頂いてい
　ました。移管をきっかけに父母会をなくしてほしいです。父母会も、参加する人しな
　い人がいて、負担がありました。

・希望するパート職員はそのまま新しい園でも働いてほしいです。引継があるとはい
　え、一気にほとんどの先生がかわると子どもたちも慣れるのに時間がかかる気がし
　ます。

・先生たちが全員かわってしまうと子どもたちもとまどうと思うので、会計年度任用職
　員の先生方には全員新しい園で働いていただきたいです。
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