
 

 

 

 

平成 31 年度 事業計画 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人あけぼの会 
 

 



法人事業計画 

 

 日本が「一億活躍社会」を掲げました。我が国の構造的な問題である少子高齢化に真正

面から挑み、「夢をつぐむ子育て支援」の実現に向けた取り組みとして、２０１９年１０

月より幼児教育の無償化が決定され、３・４・５歳児の保育料が無償化となります。将来

を見据えたとき、国の経済的な安定につながるという点にとっては有益であるという考え

であります。方向性は好ましいととらえられるものの、多くの若年層の保護者が共働きを

することに拍車がかかりそうです。それに伴い２号認定児の増加によって待機児の増加が

予想されます。今後、法人として豊中市の計画、「２号認定定員確保に係る保育所整備」

に向けた施設整備に取り組みを模索していきたいと考えます。 

  

昨年度（３０年４月）より羽鷹池ひだまり保育園、中桜塚ひだまり保育園の運営が始ま

りました。それに伴い、約３０名の保育士を採用し法人内での大幅な人事異動を行いまし

た。その為、職員間の連携が上手くいかない事や、毎年の異動に戸惑う職員の様子も見受

けられました。また、その影響からか昨年度は今までで一番多くの退職者を出してしまう

結果となりました。整備事業の落ち着きと共に、異動等による職員の負担軽減に努め、福

利厚生を充実させる等、充実した保育を展開出来るモチベーションの向上を図っていきた

いと考えます。 

 

【法人理念】 

・個人の尊厳を旨として利用者に対して最善のサービスの提供に努める。 

・社会貢献を念頭に置いた地域福祉の拠点となる施設経営をめざす。 
 

【教育・保育理念】 

・生涯にわたる生きる力の基礎を培う。 
 

【教育・保育方針】 

・子どもの生活が豊かになるよう人的環境・物的環境（人・物・場）などが相互に関連し 

合える環境を構成する。 

・子ども自身が心情・意欲・態度が発揮できる環境を構成する。 

・豊かな生活体験の中で、感じたり、気付いたり、理解できたりする環境を構成する。 
 

【教育・保育目標】 

・生活を通して自分を発見できる素地を培う。 

・生活を通して思いやりが持てる心を育む。 

・生活を通して健康な心身を育む。 

 



【運営施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 
あけぼの
ひだまり 

東豊中 
ひだまり 

豊中 
ひだまり 

東泉丘 
ひだまり 

羽鷹池 
ひだまり 

中桜塚 
ひだまり 

定員 

0 歳児 6 3 6 12 9 3 

1 歳児 12 8 15 20 10 8 

2 歳児 12 8 18 24 12 9 

3 歳児         16   

4 歳児         16   

5 歳児         16   

計 30 19 39 56 79 20 

事業時間 7:00～19:00（内 18:00～19:00延長保育） 

職員数 

施設長 1 1 1 1 1 1 

主任 1   1 1 1 1 

副主任 1 1         

保育士 11 7 13 19 16 8 

栄養士 

(調理員) 
3 1 3 2 4 3 

看護師 1 1 1 1 1 1 

その他   1 1 1  

嘱託医 

内科 吉田 悟 川口 悟 森定 伸充 川口 悟 有瀧健太郎 北野 祥子 

歯科 松尾 二郎 諏訪 満子 室井 誠 諏訪 満子 松本 祥忠 松本 卓也 

眼科     三木 耕一  

耳鼻科     高橋 佳文  

第三者委員 
鈴木 康子 

寺田 由紀 

土屋 明代 

保下 芳子 

伴野多鶴子 

中野 義澄 

木原 育子 

山井真理子 

山崎 重信 

篠部 洋 

奥野 孝子 

秋山 京子 

敷地・ 
建物 

敷地 
面積 

348.51㎡ 661.14㎡ 184.53㎡ 528.93㎡ 399.74㎡ 329.75㎡ 

延床 
面積 

233.8 ㎡ 116.6 ㎡ 184.53㎡ 577.44㎡ 663.82㎡ 146.05㎡ 

構造 
鉄骨造耐
火 1階部

分 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ造 1 階部

分 

鉄骨造 2
階部分 

1 階鉄筋ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ造 2
階木造 2
階建 

鉄骨造 4
階建 

鉄骨造 1
階部分 

あけぼのひだまり保育園   

種 別：保育所  

施設長：奥田 壮記 

所在地：豊中市柴原町 2-14-1 

 

東豊中ひだまり保育園 

種 別：小規模保育事業 A 型 

施設長：竹中 さゆり 

所在地：豊中市東豊中町 5-4-5 

 

豊中ひだまり保育園 

種 別：保育所 

施設長：酒井 明菜 

所在地：豊中市岡上の町 2-1-8 2F 

東泉丘ひだまり保育園 

種 別：保育所 

施設長：堺 理絵 

所在地：豊中市東泉丘 2-12-18 

 

羽鷹池ひだまり保育園 

種 別：保育所 

施設長：小島 美恵 

所在地：豊中市少路 1-15-52 

 

中桜塚ひだまり保育園 

種 別：保育所 

施設長：岡本 優子 

所在地：豊中市中桜塚 4-11-17 



各施設事業計画 

【あけぼのひだまり保育園】 

１．重点的に取組む目標・計画 

・職員間の共同・共感・協力を基本にチームワークを構築する。 
・職員がひだまりの保育の考え方や取り組みをしっかり理解し、それぞれの役割に 
合わせて、保育の質の向上や保育観の統一を図る。(チーフ・サブチーフ等の役割の遂行) 

・報告・連絡・相談を意識し、情報共有に努める。 
・保育園に対する要望調査を行う。（第三者評価の受審） 

２．具体的な項目と取組方法 

項目 取組方法 

保育内容 

・育児担当制・環境による主体的な保育の促進を図る。 

・保育のねらいやカリキュラムの振り返りを行い、子ども一人ひとりが主体的に生活する

事が出来るように努める。 

・食育を通して子どもが生涯にわたって心身ともに健康で過ごすために「食を営む力」の

基礎を培う。 

・個人を尊重し、丁寧な言葉がけを行う。 

食に関する

事項 

・食材に触れる機会を多く設け、野菜をプランター栽培するなど、生活 

の中で自然に食への関心を持つことが出来る様な環境作りに努める。 

保護者との 

連携支援 

・懇談会・全体会等を通して、園の保育方針や、法人が大切にしているもの、保育の意図

について共有し、相互理解を図る。 

・保育参加を実施し、園生活を実際に見て知って頂く機会を設ける。 

・保護者とコミュニケーションを図り、子どもの成長を喜ぶ気持ちを共感することで、 

保護者の子育てへの意欲や自信を支援する。 

・見守りが必要な家庭は、適切な支援を行いつつ、社会資源へ的確に繋げるようにする。 

・行事アンケートより保護者の意見を拾い上げ、改善点などがある場合は迅速に対応を 

図る。 

・意見箱の設置や第三者評価の受審により、保護者からの要望を把握する。 

職員関係 

・全員参加型の園内研修を実施し、職員ひとりひとりの保育観の共有や意識統一を図り保

育の質の向上へと繋げる。また、外部研修で得た情報を報告書や報告会を通し、職員全

員で共有することで園全体のスキルアップを図る。 

・職員間の連携を強化する。 

・「トップダウン」ではなく「ボトムアップ」により全職員で物事に取り組んでいく。 

・キャリアパス制度を周知し、それぞれの専門的な知識と技術を磨き、研鑽を重ねていく

ことができるよう、研修参加を促していく。 

・チーフ・サブチーフの役割を遂行していく。 

地域支援 

・連携 

・地域連絡会、小学校区連絡会等へ積極的に参加し、地域との連携を図る。 

・社会福祉施設（保育園）としての社会貢献を行う。 

・スマイルサポーター在中の保育園として、地域へ開かれた形で相談窓口や仲介窓口にな

るように努める。 

・地域の０・１歳児対象の『ひだまり広場』を年 10回開催する。 

・１３中学校の授業にて、中学生と園児の交流を行う。 

・老人ホームかがやき（老人ホーム型施設）へ 2歳児が訪問し世代間交流を行う。 

・ボランティア・就業体験等を受け入れる。 

・地域合同の避難訓練に参加することで、地域と共に防災に備える事が出来る様、ネッ

トワークを確立していく。 

３．その他特記事項 
  ・各室フローリングメンテナンス 
  ・空調クリーニング 

 



 

【東豊中ひだまり保育園】 

１．重点的に取組む目標・計画 

・保育課程や保育計画を基に、自園の環境を十分に理解しながら乳児保育についての 

考え方や取り組みを意識統一する。 

・キャリアアップ研修制度の情報収集と共に、個々の役割を明確にする。研修への参加 

を推進し、個々の学びから全体に反映させる努力を行う。 

・職員同士が手を取り合い、気持ちよく過ごす事ができる環境と人間関係作りを 

目指す。 

 

２．具体的な項目と取組方法 

項目 取組方法 

保育内容 

・保育課程・保育計画・ひだまり歌集を基に、ひだまりの保育

とは何かを園内研修や会議などで話し合い意識統一を図る。 

・子どもが主体となる保育や環境を目指し、行事や日々の保育 

 の見直し・改善に努める。 

食に関する事項 

・子どもの様子に合わせて、可能な限り月に 1 回程度、厨房と

連携しながら季節に合わせたクッキングや食育に取り組む。 

・プランターでの栽培や芋ほりを通して、季節を感じながら 

乳幼児なりに食に触れたり考えたりできる機会を作る。 

・絵本や図鑑の充実を図り、あそびを通して食を楽しむ。 

保護者との連携支援 

・各家庭に合わせて、ハンドブックや送迎時のやりとりを密に 

行い、家庭と園が共に育て心をひとつにして子どもを見守る 

関係を作っていく。 

・子育てに必要な情報を開示しながら、行事を通して無理なく

保護者同士が関係を深めていく事ができるような機会を  

作る。 

職員関係 

・年２回の人事評価（園長・副主任対応）を行う。その際職員 

 との面談を行い、互いに思いを伝え合う時間を作る。 

・研修や日々の保育の中で、一人ひとりが小さな気付きの視点

を持ち、互いに気兼ねなく意見交換が出来る人間関係作りに 

 取り組む。 

地域支援・連携 

・社会福祉施設としての社旗貢献を考える。 

・デイサービスの高齢者と子どもたちとの世代間交流を図る。 

・災害時の連携を踏まえて、近隣園（幼稚園、子ども園）や 

小学校等と少しずつ交流を持つ事が出来る様に取り組む。 

・0.1 歳児親子対象の地域支援「ひだまり広場」の認知拡大に 

努めると共に、地域の情報提供を行ったり、様々なあそびを 

計画したりして、地域の親子をサポートしていく。 

 

３．その他特記事項 

  ・玄関外の扉の調整→不具合があれば修理 

  ・一部壁のクロス修理 



 

【豊中ひだまり保育園】 

１．重点的に取組む目標・計画 

・３年間を見通した保育内容の再構築とあそびの環境の充実に向けて、各自が自覚を持

ちながらチームに於ける役割を担い、保育の質の向上に繋げる。 

・人的環境・物的環境共に乳幼児が生活する場としての充実を図り、園内研修を通して

意識を高める。 

 

２．具体的な項目と取組方法 

項目 取組方法 

保育内容 

・保育の柱とする日々の生活を中心に捉え、自然が感じられ、 

五感が養われるような環境を大切にする。 

・人権が大切に扱われる事ができる関わりを大切にする。 

食に関する事項 

・調理室と連携をとりながらの食育を充実させる。 

・乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助を行う 

ことができるよう、生活とあそびの中で、意欲を持って食に 

関わる体験を積み重ねる。 

保護者との連携支援 

・相互理解を深め、園の方針やひだまりとして大切にしている 

こと、保育内容の意図や子どもの育ちの発信を行う。 

・子どもの背景を取り巻く保護者や家庭環境への支援を徹底 

し、信頼関係を深めると共に連携支援を構築する。 

職員関係 

・入れ替わりが多い現状を踏まえ、その原因を探ると共に働き 

やすい現場、やりがいを持つ事ができる現場となるよう層の 

厚い体制を目指す。 

・子どもの成長の実感、保育の充実感や満足感を感じ、信頼関 

係の深まりで保育を学ぶ楽しさが得られるような育成を目指 

す。 

地域支援・連携 

・多くの人に利用してもらう為の広報の仕方を探る。 

・子育て家庭が求める支援をリサーチ、その内容に沿った工夫 

を図る。 

 

３．その他特記事項 

・昨年度受講した第三者評価を丁寧に検証し、足りない部分の補強と更なる保育の充 

実に向け、職員が参画しながら意識を持って取り組む体制を構築する。 

 

 



 

【東泉丘ひだまり保育園】 

１．重点的に取組む目標・計画 

・法人が大切にしている「子どもを中心とした保育」のさらなる推進。 

・職員間のチームワークづくり。 

・チーフ・サブチーフの役割の理解と遂行。 

 

２．具体的な項目と取組方法 

項目 取組方法 

保育内容 

・乳児施設ならではの温かい雰囲気を大切にしながら子どもの 

気持ちに寄り添った保育を展開する。 

・子ども自ら主体的に遊べる環境を構成する。 

食に関する事項 

・季節の食材を取り入れ、薄味・和食を中心とした献立を作成 

する。 

・クッキング保育や菜園活動を行う。（プチトマトやキュウリな 

ど） 

保護者との連携支援 

・日々保護者との会話や対応を重視し、子育て感の共有を行 

う。 

・支援の必要な保護者と定期的に面談を行い、支援内容や長期 

計画の共有を図る。（2019 年度 2 歳児に 1 名在籍） 

職員関係 

・チーフを中心としたクラス運営と後輩育成を行う。 

・年次関係なく保育向上のための意見が言い合える職場環境を 

 つくる。 

地域支援・連携 

・毎月第 4 火曜日に開催している子育て支援事業「ひだまり広 

場」の開催や、永寿園とよなかで開催されている子育てサロ 

ン事業「モモちゃん」に年間 2 回の運営協力を行う。 

・スマイルサポーター在中の保育園として、在園する保護者や 

地域に向けて相談窓口となるよう努める。 

・社会福祉施設としての社会貢献を行う。 

 

３．その他特記事項 

・2号認定受け入れに伴う園舎の増築を目標に豊中市の計画、「2号認定定員確保に係る 

保育所整備」へ応募する。それに伴い近隣住民への交渉及び、豊中市に対し、隣地 

（豊中市所有）の賃借交渉を行う。 

 

 



 

【羽鷹池ひだまり保育園】 

１．重点的に取組む目標・計画 

・ひだまりの方針や乳児担当制を取り入れた保育についての考え方や取り組みを 

 再度見直し、年齢に合わせた保育の質の向上や保育観の統一を図る。 

・専門リーダー・職務分別リーダーの役割を明文化し、キャリアアップ研修参加の 

 基盤を作る。 

・職員間のコミュニケーション力を高め、互いの思いを共感したり、協力したりし合え
る職場環境を整える。 

 

２．具体的な項目と取組方法 

項目 取組方法 

保育内容 

・乳児クラスはひだまりの育児担当制を構築し、環境を整え 
 子どもが主体となる保育の促進を図る。 
・幼児クラスは縦割り保育の中で育つ子どもの成長や見落とし 
 面を振り返り、子どもが主体的に生活する環境の見直しを 
 図る。 
・年長児の午睡中の活動を年間を通して計画的に組み立てる。 

食に関する事項 

・ひだまりオリジナル献立の中で偏りがないかを見直すと共
に、厨房職員の積極的な参加により、子どもの嗜好や残量に
よる検証を重ね、子どもの食の改善に努める。 

・国産の素材、季節の食材を取り入れる。安全な食事の提供に
必要な研修に参加し、常に新しい情報を獲得する。 

・年齢に合わせた食育に取り組む。 

保護者との連携支援 

・送迎時の声掛け、ハンドブックや連絡帳、懇談会等を通して 
保護者の思いや悩みをキャッチし、思いに共感したり、園の
方針や保育の意図を共有したりして相互理解を図る。 

・保育参加で園の生活を見て頂き昼食を食べた後、個人懇談を
行う。保育参加不可の方には個別に個人懇談を実施する。 

・個別に支援が必要な保護者とは定期的な面談を行い、支援 
 内容や計画の共有をする。(2019 年度 2 名対象) 

職員関係 

・年２回の人事評価（ 園長・主任対応 ）。 
・園内研修はチーフが中心で参加型の研修を行い、発言しやす
い環境を作り保育観や悩みを共有し意識統一を図る。 

・相談しやすい職場環境を整える。 

地域支援・連携 

・社会福祉法人としての社会貢献 
・子どもの居場所づくり地域福祉モデル事業「子ども食堂」 
の開始。 

・ひだまり広場（第３水曜日）の受け入れ人数拡大。 
・赤ちゃん駅（随時）の環境整備。（授乳室） 
・スマイルサポーターによる育児相談ポスターの整備。 
・見学時・一時保育利用児の育児相談受け入れ。 
 (育児不安・発達が気になる子ども多数の為) 
・近隣保育園との交流。 

 

３．その他特記事項 

  ・屋上園庭遊具整備 

  ・バイク・自転車置場整備(職員) 

  ・厨房換気扇横柵改修 



 

【中桜塚ひだまり保育園】 

１．重点的に取組む目標・計画 

・子どもの生活の安定を図ること・育児不安を抱えている保護者へのサポートを必要に
応じて支援する。 

・保育内容の充実と環境構成を整えることに特化し、各職員が学びの場へ足を運び自園
の保育の実際と振り返りや意識統一を図る。 

・保育の資質向上を目的とした園内研修や自己研鑽を推奨し、専門知識を向上させる。 

 

２．具体的な項目と取組方法 

項目 取組方法 

保育内容 

・開園２年目は、１２名の新入園児を迎え、約半数の子どもが入れ
替わって新年度を迎える。一人ひとりの子どもの成育歴・心身の
発達・活動の実態に即した保育を行い、情緒の安定を図る。 

・各クラスの打ち合わせにおいて、保育の計画を相談すると共に、
その経過観察と必要に応じて調整・計画の再構築を行う。 

・日々の保育は子どもの発達過程を見通し、生活の連続性・季節の
変化等に考慮し、外部や園内研修からの学びを実践する。 

食に関する事項 

・旬の食材を取り入れ、薄味・和食を中心とした献立を栄養士が作
成し調理する。 

・低年齢児ならではの食育活動を保育の中に計画・実施し、 
子どもたちの食べることへの興味・関心を広げていく。 

・各年齢に沿った食器や食事の配慮を行うと共に、アレルギー児へ
の対応を全職員間で周知・徹底を行い、保護者との情報共有も同
時に行う。 

保護者との 

連携支援 

・日常における連携支援では、送迎時のやりとりやハンドブックを
通して情報共有に努め、保護者との信頼関係を築いていく。 

・子育てと仕事の両立における保護者の悩み事に耳を傾け、クラス
懇談会や保育参加等の行事を通して、子どもの育ちを振り返る場
として保育士の専門性を最大限に発揮する。 

職員関係 

・新たな職員体制となる中、保育士・看護師・栄養士・パート職員
など、それぞれのポジションに求められる役割を自覚し、更なる
専門知識の向上に努める。 

・職員の経験年数は異なるが、法人が大切にしている保育園の在り
方を全職員で再確認し、目的意識を共有する。 

・チーフ・サブチーフの各役割の遂行 

地域支援・連携 

・月１回の地域支援プログラムを通して、地域の子育て家庭の現状
を把握すると共に、互いの交流を図る場として保育園の役割を十
分に活かす。 

・スマイルサポーターが常駐する保育園であることを地域へ発信す
る中で、育児相談を随時実施し相談内容によって、他の専門機関
との連携や協力体制を構築する。 

・年に数回開催される地域ネットワーク会議に参加し、保育園以外
の施設や民生委員の方との意見交換を行い、地域の関係機関との
情報共有を再認識する。 

 

３．その他特記事項際 

 ・１歳児クラスと２歳児クラスの保育室の間に、仕切りを設置する。 
 ・ピロティとスロープの境界部分に門扉を取り付ける。 
 ・園内数か所の修繕 


