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事 業 報 告 書 

令和２年３月３１日現在 

社会福祉法人 共育ちの会 

 

 

 

 

 

（１）役員状況 

理事長 山中 健司 67 
令和元年６月 18 日から令和２年度決算に関す

る定時評議員会の終結の時まで 
あかつき保育園園長 

理 事 木村 剛 75 同上 元名古屋市健康福祉局長 

理 事 白石 淑江 69 同上 愛知淑徳大学教授 

理 事 菱田 理 68 同上 児童養護施設 暁学園長 

理 事 坂口 伊久磨 55 同上 
認定 NPO 法人パンドラの会

S&J パンドラ所長 

理 事 佐々 美幸 62 同上 地域の福祉関係者 

理 事 山中 基子 66 同上 あかつき田幡保育園園長 

監 事 押村 厚子 68 同上 詩織保育園園長 

監 事 湯本 三平 70 同上 湯本三平税理士事務所代表 

 

（２）法人理事会等開催状況 

会議 開催日時 出席者／定足数      議  題 

理事会 令和元年 5 月 31 日 7／7 

①平成30年度決算資料の承認について 

 1）平成30年度事業報告(案)について 

 2）平成30年度決算(案)について 

 3）監査報告について 

②第３回定時評議員会（通算第５回）の招集について 

③新役員(理事・監事)候補の決定について 

④中沢委員異動辞任に伴う評議員選任解任委員の選出につい

て 

報告事項 

 1）〈理事長専決〉「日常の軽易な業務」の報告 

 2）理事長の職務執行状況の報告 

 3）社会福祉充実残額について 

 4）2019年度理事会日程について 

定時評議員会 令和元年6月18日 8／8 

①平成30年度計算書類及び財産目録の承認について 

②平成30年度事業報告の承認について 

③新役員(理事・監事)の承認について 

④社会福祉充実残額について 



 

（３）法人・施設監査報告 

理事会 令和元年6月21日 6／7 ①理事長の選定について 

理事会 令和元年9月27日 7／7 

①社会福祉法人共育ちの会 給与規定（保育園用）の改定につ

いて 

②あかつき保育園 あかつき三の丸保育園、あかつき田幡保育

園運営規定の改正について 

③あかつき保育園外装塗り替え工事の業者の選定、同工事請負

契約及びその財源について 

④あかつき保育園空調更新工事の業者の選定、同工事請負契約

及びその財源について 

⑤暁学園本館修繕工事の清算について 

⑥第１次補正予算について 

理事会 令和元年11月29日 7／7 

② 令和元年度第２回補正予算（案）について 

②通算第６回評議員会の開催について 

報告事項 

 理事長の職務執行状況の報告 

理事会 令和２年3月16日 7／7 

①令和元年度第３回補正予算（案）について 

②令和２年度事業計画（案）について 

③令和２年度予算（案）について 

④あかつき保育園長・暁学園長・あかつき田幡保育園長の継続

雇用について 

報告事項 

①令和元年度社会福祉施設指導監査(実地指導)について 

②保育料無償化の影響について 

監 査 実 施 主 体 実施年月日 改善に要する事項 

あかつき田幡 

施設監査 
名古屋市保育運営課 令和元年9月12日 

職員の健康診断は、必要な点検項目について実施すること。 

あかつき 

施設監査 
名古屋市保育運営課 令和元年9月24日 

なし 

あかつき三の

丸施設監査 
名古屋市保育運営課 令和元年10月16日 

職員の健康診断は、必要な点検項目について実施すること。 

暁学園 愛知県監査指導室 令和元年12月11日 

１．収納した現金が経理規程に定める期限までに預金へ入金 

してない事例がみられたため、改めること。 

２．附属明細書のうち、寄付金収益明細書（別紙３②）につ 

いて、寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、

利用者の家族、取引業者、その他とすること。 



 

（４）各施設事業報告 

 

①入所児童数の状況 

あかつき保育園 

入所率 97％ 

途中入所は 0歳児（産明け児含む）のみとなっている。予約事業以外の入所は 4人である。 

 

あかつき三の丸保育園 

入所率 85％ 

途中入所は 0歳児のみとなっている。 

 

あかつき田幡保育園 

入所率 99％ 

途中入所は 0歳児のみとなっている。 

 

   暁学園 

入所率  97.4％  

 

②公定価格及び運営費補給金（令和２年３月１日現在） 

保育園 年齢  公定価格 処遇改善Ⅰ 運営費補給金 

あかつき保育園 

0歳児  （分園） 
標準 235,840 38,250 

375,732 
短時間   

0歳児  （本園） 
標準 173,360 27,710  

短時間    

1・2歳児（分園） 
標準 161,400 25,500 

 
短時間   

1・2歳児（本園） 
標準 98,920 11,760 

28,860 
短時間 94,359 14,110 

3歳児  （分園） 
標準    

短時間    

3歳児  （本園） 
標準 39,000 6,129 

11,490 
短時間   

4歳以上児（分園） 
標準    

短時間    

4歳以上児（本園） 
標準 31,560 4,930 

9,008 
短時間 26,990 4,930 

あかつき三の丸 

特定教育・保育 

施設等指導監査

（実地指導） 

名古屋市保育運営課 令和元年10月16日 

なし 



あかつき三の丸保育園 

0歳児 
標準 211,000 32,000 

33,740 
短時間   

1・2歳児 
標準 136,570 29,520 

21,257 
短時間 119,840 20,000 

3歳児 
標準 76,660  11,680 

12,519 
短時間   

4歳以上児 
標準   

 
短時間   

あかつき田幡保育園 

0歳児 
標準 177,300 29,520 

42,400 
短時間   

1・2歳児 
標準 100,200 29,520 

23,224 
短時間 95,270 16,020 

3歳児 
標準 40,370 6,660 

9,801 
短時間 35,350 5,760 

4歳以上児 
標準 32,930 5,400 

7,884 
短時間 27,910 4,500 

 

令和元年度 事務費保護単価及び一般生活費 

暁学園 

 

 

 

 

 

③職員体制 

あかつき保育園 

途中退職 なし 

令和 2年 3月 31日退職 保育士正職 4人 

［常勤職員］ 

園長 1名 主任保育士 1名  保育士 19名 保健師 2名 

栄養士 2名 事務員 1名 

［非常勤職員］ 

保育士 5名 調理員 1名 嘱託医 1名 嘱託歯科医 1名 

あかつき三の丸保育園 

途中退職 なし 

令和 2年 3月 31日退職 保育士正職 2人 

［常勤職員］ 

園長 1名  主任保育士 1名  保育士 6名 

栄養士 1名 調理員 1名 

［非常勤職員］ 

保育士 1名 嘱託医 1名 嘱託歯科医 1名 

 

保護単価 心理職加算 小計 民改費（22％） 合計 一般生活費 

285,030 19,220 304,250 69,977 374,227 50,760 



あかつき田幡保育園 

途中退職  １名 格付外職員有の為補充なし 

途中採用 保育士正職 2名 保育士臨職 1名 

令和 2年 3月 31日 保育士正職退職 

［常勤職員］ 

園長 1名 主任保育士 1名  保育士 13名 看護師 1名 

栄養士 2名 

［非常勤職員］ 

保育士 2名 嘱託医 1名 嘱託歯科医 1名 

暁学園 

途中退職なし 

［常勤職員］ 16名 

園長 1名 指導員・保育士 7名 栄養士 1名 調理員 4名 

事務員 1名 心理職員 1名 

家庭支援専門相談員１名 個別対応職員１名 

［非常勤職員］   

保育士１名 嘱託医 1名 

 

④職員会議等の状況 

［あかつき保育園］ 

開催年月日 内  容 

31 年 4 月 6 日 ・小さい人の様子 ・各クラスの様子 

元年 6 月 14 日 ・プロジェクトについて ・職員の目標 ・クラス連絡事項 

7 月 26 日 ・職員の目標・反省 ・キャンプについて ・夏まつりについて 

9 月 20 日 ・運動会 ・その他 ・園長主任より 

10 月 4 日 ・運動会打ち合わせ 

12 月 4 日 ・発表会 ・園長より 

2 年 1 月 10 日 ・行事の反省 ・職員の目標・反省 ・その他 

2 月 14 日 ・職員の目標反省 ・研修報告→次回 ・ヒヤリハット ・園長より 

3 月 13 日 ・職員の目標・反省 

毎週月曜日 幼児職員 プロジェクト話し合い 

毎週火曜日 責任者会議 

随時 ３園合同会議 

随時 ３園合同給食会議 

［あかつき三の丸］ 

開催年月日 内   容 

31 年 4 月 4 日 ・新年度役割分担・保育手順・危機管理について・避難訓練の内容 

・勤務体制・クラス運営・書類について 

元年 5 月 16 日 ・クラス懇談会・園遊会・保育の反省・歯科検診について 

・屋外・散歩の留意点、見直し 



6 月 20 日 ・七夕会について・水遊びについて・保育の見直し・各クラスから・保育の見直し 

7 月 25 日 ・夏の生活の確認・水遊びの様子・夕涼み会、運動会実行委員話し合いの内容 

・危機管理マニュアルの見直し・研修報告 

8 月 5 日 ・夕涼み会最終確認・夏の生活（水遊びの反省）・情報伝達訓練について 

・土曜日保育確認・ポートフォリオについて・研修報告 

9 月 25 日 ・運動会種目 ・監査について・.懇談会・遊具に使い方 

10 月 2 日 ・運動会最終確認・運営事項、重要事項の変更・就業規則の変更 

・事故リスクについて・入園申請の開始・研修報告 

10 日 ・各クラス個別指導計画 話し合い 

25 日 ・監査結果報告・運動会の反省・アレルギー対応・くわのみの会餅つき大会 

11 月 7 日 ・今後の行事の取り組み（クリスマス会・お正月遊び・節分・保育参加） 

・登園時の受け入れについて・研修報告・その他 

12 月 11 日 ・餅つき反省アンケート結果・クリスマス会・正月の壁面・卒園アルバム 

・クラス懇談会、保育参加の取り組み・個人懇談会を終えて 

1 月 22 日 ・節分・クラス懇談会、保育参加・お別れ会、卒園式の準備 

・内科検診・来年度新入園児状況・研修報告 

2 月 20 日 ・クラス懇談会確認・新入園児面談日・コロナウィルス感染について 

・卒園、進級にむけて 

3 月 23 日 ・卒園式最終確認・自己評価・新入園児の情報・コロナ対策 

・新年度のクラス担任とクラス運営について・その他 

毎週１回 責任者会議 

随時 ３園合同会議 

随時 ３園合同給食会議 

［あかつき田幡］ 

開催年月日 内   容 

31 年 4 月 

 

6 日 

 

・入園パーティー反省・保育手順・アレルギー児確認・基本的な確認事項・新年度係り 

・新入園児について・行事予定・保護者対応・危険個所・怪我の対応・その他 

元年 5 月 

 

29 日 

 

・懇談会について・夏の生活について・歯科検診について・夏まつりについて 

・書類の提出・各クラスが共通認識にしておきたい事・行事確認・その他 

6 月 

 

27 日 

 

・七夕会について・プール開きについて・夏の生活について・夏まつり進行状況 

・夕刻保育時間に起こった怪我について・その他 

7 月 26 日 ・夏祭り準備・夏祭り延期の場合の予定と変更点の確認、台風養生 

8 月 21 日 ・夏祭り反省・運動会について・監査について・お泊り保育について・その他 

9 月 27 日 ・運動会道具打ち合わせ・運動会について 

・秋の遠足について・その他 

10 月 30 日 ・運動会の反省・クリスマス会について・保育方針について 

・職員検診について・行動指標について・その他 

11 月 29 日 ・クリスマス会について・共通認識の確認・子どもについて・インフルについて 

12 月 25 日 ・今後の予定・クリスマス会・もちつき・クリスマスパーティー・その他 

2 年 1 月 23 日 ・プロジェクトの進行状況・今後の予定について・クリスマス会反省 

・お餅つき反省 



2 月 13 日 ・プロジェクト準備 

3 月 18 日 ・卒園式について・移行について・新入園児の慣れ保育について 

毎週１回 責任者会議 

随時 ３園合同会議 

随時 ３園合同給食会議 

 

［暁学園］ 

開催年月日 内   容 

31 年 4 月 19 日 ケース検討会議 

研修 被措置児童等虐待について 

懲戒権に係る権限の濫用禁止について 

元年 5 月 13 日 ケース検討会議 

研修 自立支援計画 

家族図の書き方 家族をアセスメントするする 

 生活の枠の確認 

6 月 18 日 ケース検討会議 

研修 知多児童相談センター支援会議 

   研修報告（新任職員研修会、児童分析臨床研究会） 

7 月 17 日 ケース検討会議 

研修 境界のワークについて 

研修報告（児童福祉関係職員基礎研修） 

9 月 12 日 ケース検討会技 

研修 防災について学ぶ 

横須賀地区 津波・土砂災害区域、避難所の確認 

防災倉庫の確認 

暁学園避難経路の確認 

10 月 18 日 ケース検討会議 

研修 境界のワークのまとめ 

11 月 25 日 ケース検討会議 

研修 死角について考えよう 

   研修報告（尾張施設長会視察研修及び情報交換会） 

12 月 17 日 

 

ケース検討会議 

研修 研修報告（児童福祉施設心理職自主研修会、子ども支援部会研修会、遊戯療

法学会、児童福祉施設長研修会、被措置児童等虐待防止研修） 

２年 1 月 15 日 ケース検討会議 

研修 生活のまとめと子どもの声を聞くこと 

   研修報告（日本子ども虐待防止学会） 

2 月 

 

13 日 

 

ケース検討会議 

研修 不登校、ゲーム、学力、本人たちの想いは（不登校新聞記事から） 

3 月 1３日 ケース検討会議 

研修 体罰等によらない子育てのために（厚生労働省体罰等によらない子育ての推

進に関する検討会） 

   研修報告（FSW 研修会） 

１日２回  職員引継ぎ会議 



⑤年間行事実施状況 

保育所 

１．毎月の定例行事 

・誕生会   ・避難訓練   ・身体測定   ・お弁当の日(あかつき田幡除く) 

２．その他の行事 

［あかつき］ 

保護者参加の行事 園児のみの行事 健康管理・安全活動 

入園・進級式 

親子遠足（3,4,5歳児親子） 

保育参加（1,2歳児） 

保育参観（3,4歳児） 

保育参観（5歳児）・キャンプ説明会 

夏まつり 

0歳児（ひだまり）懇談会 

運動会 

ＣＡＰ大人のセミナー 

発表会 

雪あそび（年長親子） 

3,4,5歳児懇談会 

作品展 

0,1,2歳児懇談会 

卒園式 

こどもの日 

科学館見学（5歳児） 

七夕まつり 

プールあそび 

サマーキャンプ（5歳児） 

お月見 

遠足（3,4,5歳児） 

ＣＡＰこどもワークショップ（5歳児） 

クリスマス会 

もちつき  

正月あそび 

豆まき 

保育まつり（5歳児） 

お別れパーティー 

ＳＩＤＳ訓練 

伝達・不審者対策訓練 

歯科検診（全員） 

歯磨き指導(3,4,5歳児） 

身体検査（全員 園医内科検診） 

南海トラフ大地震総合避難訓練 

職員研修 

手洗い指導（3,4,5歳児） 

 

歯磨き指導（2歳児） 

 

身体検査（園医内科検診） 

    ※保育参加は、保護者の方に参加してもらうが、保育参観は、見ていただくだけのものです。 

 

［あかつき三の丸］ 

保護者参加の行事 園児のみの行事 健康管理・安全活動 

入園・進級式 

クラス懇談会・園遊会 

夕涼み会 

運動会 

個人懇談会 

 

 

卒園式(3 歳児親子) 

子どもの日 

七夕まつり 

水遊び 

ハロウィーン 

おにぎり遠足 

クリスマス会 

節分 

お別れ会 

ＳＩＤＳ訓練 

歯科検診 

避難訓練・地震訓練 

伝達・不審者対策訓練 

身体検査（園医内科検診） 

南海トラフ大地震総合避難訓練 

身体検査（園医内科検診） 

 

［あかつき田幡］ 

保護者参加の行事 園児のみの行事 健康管理・安全活動 

入園式・進級式 

保育参加(0,1,2,3 歳児) 

 

保育参加(4,5 歳児) 

夏まつり 

運動会 

こどもの日 

おじゃま虫キャラバン 

遠足（4,5 歳児 お弁当の日） 

交流保育(幼児部) 

科学館見学（5 歳児） 

地域交流（北区給食会 5 歳児） 

七夕会 

プール大会（3,4,5 歳児） 

ＳＩＤＳ訓練 

伝達・不審者対策訓練 

歯科検診 

歯磨き指導（3,4,5 歳児） 

身体検査（全員 園医内科検診） 

 

 



ＣＡＰ大人のセミナー(5歳児保護者) 

 

クリスマス会 

（3,4,5 歳児保護者・劇あそび

発表） 

餅つき（園児祖父母） 

3,4,5 歳児懇談会 

作品展 

0,1,2 歳児懇談会 

卒園式 (5 歳児親子、3,4 歳児) 

お泊り保育 

お月見 

人形劇（区主催） 

交流保育(3,4,5 歳児) 

遠足(3,4,5 歳児 お弁当の日) 

ＣＡＰこどものワークショップ 

（5 歳児） 

豆まき 

保育まつり（5 歳児） 

お別れ遠足 

お別れパーティー 

 

 

 

歯磨き指導（2 歳児） 

 

 

身体検査（園医内科検診） 

 

児童養護施設 

［暁学園］ 

１．毎月の定例行事 

   誕生日リクエスト     理髪奉仕（ボランティア）     避難訓練 

２．その他の行事 

学校関係 地域・PTA 関係 暁学園行事 

中・高入学式 

小・中授業参観 

小・中家庭訪問 

小中・暁交流会 

小・学校公開日 

中 3・修学旅行 

中 2・沖縄体験学習 

小中・個人懇談会 

小 5・林間学校 

高・修学旅行 

中・進路説明会 

小・運動会 

横中祭 

中・職場体験学習 

小・千人コンサート 

小・校外学習 

中・合唱コンクール 

小・書初め大会 

中 2・立志式 

中・校外学習 

愛知県大府特別支援学校高等部入

試 

小中・卒業式 

中 2・進路説明会 

高・卒業式 

愛知県大府特別支援学校高等部入

学説明会 

小・PTA 委員会 

小・PTA 立哨当番 

コミュニティ運動会 

東海シティマラソン 

PTA 研修会 

PTA 新旧顔合わせ 

新 PTA 全体会 

 

園内お花見 

野球観戦招待 

焼肉招待 

トヨフジ海運コンサート招待 

映画招待 

JCI ボランティア 

園内児童健康診断 

新日鉄ボランティア 

大相撲招待 

手芸教室 

全体会 

CAP プログラム 

観劇招待 

USJ 招待 

フットサル観戦招待 

サッカー観戦招待 

芋ほり招待 

ミュージカル招待 

ウォーキング大会招待 

インフルエンザ予防接種 

望年会 

餅つき 

お出かけ企画 

出発を祝う会 

 



⑥研修参加状況 

［あかつき］ 

日にち 主催  研修内容 場 所 参加者 

5 月 22 日(水) 名古屋市保健所  給食施設講習会 西保健センター 赤波江 

23 日(木) 名古屋市     専門職として保育現場で働く意義 芸術創造センター 木村 

24 日(金) 愛知こどものとも社  おもちゃと遊びのキーワード 熱田文化劇ホール 山本 

30 日(木) 名古屋市     地域子育て支援拠点事業研修会 北区役所会議室 千絵 

30 日(木) 西区民生子ども  イライラしない子育てセミナー 西区役所会議室 千絵 

30 日(木) 名古屋市     保育所での食物アレルギー、アレルギー対応 鯱城ホール 山本 

6 月 1 日(土) 名私保育士会   マジックと音楽と絵本の世界 ウィルあいち 内山・高山 

5 日(水) 名古屋市     乳幼児の食と健康・食育グループ研究報告 港文化小劇場 横井 

8 日(土) 名古屋市保育士会 ロケットくれよんコンサート 鯱城ホール 加藤 

9 日(日) 
アレルギー支援ネットワーク アレルギー大学初級講座 食物アレルギーの

臨床、ヒヤリハット事例から学ぶ安全管理と緊急時対応 
名古屋工業大学 赤波江 

15 日(土) 愛知県保育士会 保育の中の子どもの声 名古屋文理大学 井上 

18 日(火) 名古屋市    非認知能力を伸ばす今後の保育を考える 中区役所ホール 河野 

22 日(土) 名私保育士会  運動会研修～みんなでハッピーモリモリダンス 椙山女学園大学 内山 

25 日(火) 名保連    アレルギー対応メニュー＆Caをとって強いからだをつくろう 東邦ガス厨房オイシス 横井 

7 月 3 日(水) 名古屋市   主任・リーダー研修 瑞穂文化小劇場 井上 

3 日(水) 全国保育士会 人権保育ガイダンス職場のリーダーに求められる役割 瑞穂文化小劇場 井上 

4 日(木) 名古屋市   子どもと楽しむ運動遊びー理論編― 鯱城ホール 河合 

7 日(日) 
アレルギー支援ネットワーク  食物アレルギーの臨床、アレルギー児の受入れ、

集団生活の食事、気管支喘息花粉症ダニアレルゲン 
名古屋工業大学 横井 

11 日(木) 
守山保育園  産休あけ育休あけ保育所等入所予約事業に係る看護、 

保健職研修会 

名古屋市守山保育園 

エリア支援保育所 
中島 

17 日(水) 愛知淑徳大学長久手キャンパス  広い空間を探求する子どもたち 愛知淑徳大学長久手 山中・河合 

20 日(土) 名私保育士会  発達について 乳幼児期の発達の魅力をとらえた保育・療育 ウィルあいち大会議室 内山・河合 

26 日(金) 名保連    励まし合える仲間づくり～グループワークを中心に～ 大津橋会館 木村 

31 日(水) 北部療育センター  就学に向けて 北部療育センター 柴田 

8 月 5 日(月) 
全国保育園保健師看護師連絡会  2019年度子どもの健康と安全セミナー 

日頃から備え子どもの命と心を守る保育保健 

なかのゼロ小ホール

(東京中野区） 
中島 

17 日(土) アレルギー支援ネットワーク  コンタミネーションを防止する調理手順 国際調理師専門学校 赤波江 

29 日(木) 
保育リスクマネジメント研修  保育施設における事故・リスクマネジメン

ト・事故によるトラブルと責任・ヒヤリハット分析 
鯱城ホール 後藤 

9 月 14 日(土) アレルギー支援ネットワーク  アレルギー大学中級レベル実習講座 国際調理師専門学校 横井 

14 日(土) 名古屋保育士会  心の育ちと対話する保育実践 鯱城ホール 堀内 

17 日(火) 愛知県栄養士会 保育所等における栄養管理と献立作成 西生涯学習センター 横井 

18 日(水) 
愛知こどものとも社 教育・保育を２１世紀型バージョンにするリーダーの

役割 
ウインク愛知 内山・山中 

10 月 2 日(水) 名古屋市    食と健康講習会 中区役所ホール 横井 

4 日(金) 女性労働協会 ファミリーサポートセンター事業に求められる安心安全な活動 アートホテル大阪ベイタワー 岡田 



8-10 日  名古屋市    応急手当普及員講習 応急手当研修センター 中島 

17 日(木) 名古屋市    発育発達に応じた離乳食 北生涯学習センター 赤波江 

11 月 8 日(金) 名古屋市    保育現場に基づいた子どもの肌の健康 瑞穂文化小劇場 櫻井 

14 日(木) 上名古屋エリア支援  歯科保健研修会 西区役所 中島 

15 日(金) 名古屋市    給食に活かせるレモンの力～減塩の工夫など 西保健センター 赤波江 

19 日(火) 名古屋市    中堅Ⅱ 名古屋市公会堂 井上 

20 日(水) 西区保育連合会 同和問題（部落問題） 西区役所 上川・木村 

20 日(水) 名古屋北部療育講演会 合理的配慮 北部療育センター 内山・山中 

21 日(木) 愛知県栄養士会 大量調理で手早く調理するコツ、失敗しないコツ みなとアクルスエネルギーセンター 赤波江 

25 日(月) 
愛知こどものとも社 教育・保育を２１世紀型バージョンにするリーダーの

役割 
ウインク愛知 内山・山中 

30 日(土) 名私保育士会  乳幼児期の発達の魅力をとらえた保育・療育 ウィルあいち 後藤 

12 月 7 日(土) 名私保育士会  ケロポンズ エブリデイあそぼう！ケロポンズセミナー ウィルあいち 内山・井上 

1 月 16 日(木) 愛知県栄養士会 保育所等におけるアレルギー対応食 北生涯学習センター 横井 

23 日(木) 上名古屋エリア支援 西区幼稚園・保育所等歯科講習会 西区役所 中島 

29 日(水) 名保連 アレルギー対応メニュー野菜をおいしく食べよう＆簡単手作りおやつ 東邦ガス厨房オイシス 赤波江 

31 日(金) 名古屋市    名古屋市児童虐待防止研修会 DVと子ども虐待 イーブルなごや 藤野 

2 月 5 日(水) 障害児保育等四者懇談会  合理的配慮について・意見交換 北部地域療育センター 加藤 

6 日(木) 名古屋市    非認知能力を伸ばす今後の保育を考える 鯱城ホール 河合 

28 日(木) 上名古屋エリア支援  西区保育所研修交流会 簡単楽しい手作りおもちゃ 上名古屋保育園 渡辺・金津 

＜園内研修＞ 

   ●保育士の資質向上の為の３園合同会議 

   ●３園合同幼児部交流保育…４か月に１度、子どもの交流＆保育実技の学び合い 

幼 児 6月 21日 11月 1日 3月 コロナの為中止 

●白石先生による３園合同ドキュメンテーション研修  3月 22日（日） 

●３園合同給食会議…半年に１度、アレルギー対応や調理工夫＆衛生管理について 

●法人合同看護師会議…半年に１度、検診についての確認、各園の疾患のある子の対応工夫について 

●職員全員による研修…基本的心肺蘇生法の実技とＡＥＤの使用法、異物除去法、シナリオ訓練 

 

［あかつき三の丸］ 

日時 研修名及び研修内容 場所 参加者 

5 月 14 日(火) 名古屋市  障害児保育の基礎 東文化小劇場 塩谷 

18 日(土) あいち合研 わらべうた遊びと交流 とうえい保育園 竹谷 

21 日(月) 名古屋市  保育現場に求めるリーダーシップマネジメント 名古屋市芸術創造センター 大野 

23 日(木) 名古屋市  新規採用者研修 名古屋市芸術創造センター 廣瀬 

30 日(木) 名古屋市  専門研修 保育所でのアレルギー対応 鯱城ホール 山田 

6 月 1 日(土) 名私保育士会 マジックと音楽と絵本の世界 ウイルホール 水野 

5 日(水) 名古屋市  救命講習 小児 昭和消防署 山田 

8 日(土) 名古屋市保育士会 ロケットくれよんコンサート 鯱城ホール 山田 

12 日(水) 名古屋市  普通救命講習 昭和消防署 廣瀬 

15 日(土) 愛知県保育士会 保育の中の子どもの声 名古屋文理大学 竹谷 



18 日(火) 名古屋市  非認知能力を伸ばす今後の保育を考える 中区役所ホール 廣瀬 

22 日(土) 名私保育士会 運動会研修～みんなでハッピーモリモリダンス 椙山女学園大学 宮田 

7 月 1 日(月) 社会福祉協議会 保育園・幼稚園での防災防犯対策講座 名古屋市総合社会福祉会館 武笠 

3 日(水) 名古屋市  主任・リーダー研修 瑞穂文化小劇場 辻 

4 日(木) 名古屋市  子どもと楽しむ運動遊びー理論編― 鯱城ホール 竹谷 

11 日(木) 名保連   障害児認定申請書類作成のポイント 大津橋会館 辻 

17 日(水) 愛知淑徳大学  広い空間を探求する子どもたち 愛知淑徳大学長久手 廣,山 

18 日(木) 可児市国際交流協会  多文化共生社会について 名古屋市芸術創造センター 山田 

20 日(土) 名私保育士会 発達について 乳幼児期の発達の魅力をとらえ

た保育・療育 

ウィルあいち大会議室 山田 

8 月 27 日(火) 名保連   子どもの権利擁護のための子育て支援 大津橋会館 武笠 

29 日(木) 名古屋市  保育リスクマネジメント研修 保育施設における

事故・事故によるトラブルと責任・ヒヤリハット分析 

鯱城ホール 水野 

9 月 9 日(月) 愛知県医師会 救急医療推進大会 愛知県医師会館 水野 

11 日(火) 名古屋市  幼児期特別なニーズがある子どもの「できる」を支

援 

瑞穂文化小劇場 塩谷 

13 日(金) 中区エリア 発達が気になる子どもへの配慮と支援 名古屋市中央療育センター 水野 

13 日(金) 名古屋市  中堅前期 新しい保育指針の理解と指導計画立案 名古屋市芸術創造センター 宮田 

14 日(土) 名古屋保育士会 心の育ちと対話する保育実践 鯱城ホール 廣瀬 

   18 日（水） 愛知こどものとも社 教育・保育を２１世紀バージョンにするり

ーだーの役割 

ウインク愛知 武笠 

26 日(木) 名古屋市  保育の見える化について 鯱城ホール 辻 

10 月 26 日(土) 名私保   これからの保育者の求められる課題 鯱城ホール 辻 

30 日(水) 名古屋市  保育に生かせる実技絵本の読み聞かせ 新教育館 竹谷 

11 月 15 日(金) 中区   教育・保育施設における感染症の対応について お東幼稚園ホール 廣瀬 

20 日(水) 名古屋市  中堅後期 保育所等に係る最近の話題から 名古屋市公会堂 竹谷 

27 日(水) 中保健センター 気になりませんか？歯並び・かみ合わせ 西別院幼稚園 宮田 

28 日(木) 県社協    保育の質を高める職員組織の在り方 アイリス愛知 武笠 

30 日(土) 名私保育士会 乳幼児期の発達の魅力をとらえた保育・療育 ウィルあいち 廣瀬 

12 月 21 日(土) 名古屋市  今保育所に求められる保育の質とは 鯱城ホール 竹谷 

1 月 11 日(土) 名古屋市  乳幼児の発達を育む目と心 鯱城ホール 山田 

16 日(木) 中区エリア なるほど ザ・歯科保健 名古屋市中保育園 辻 

＜園内研修＞ 

●保育士の資質向上の為の３園合同会議 

   ●３園合同幼児部交流保育…４か月に１度、子どもの交流＆保育実技の学び合い 

幼 児 6月 21日 11月 1日 3月 コロナの為中止 

   ●白石先生による３園合同ドキュメンテーション研修  3月 22日（日） 

●ポートフォリオ会議  月 2回（クラスごと） 

●３園合同給食会議…半年に１度、アレルギー対応や調理工夫＆衛生管理について 

   ●法人合同看護師会議…半年に１度、検診についての確認、各園の疾患のある子の対応工夫について 

   ●職員全員による研修…基本方針 保育手順の見直しプロジェクト活動について 

 



 

［あかつき田幡］ 

月 日 研修名及び内容 場 所 参加者 

5 月 15 日(火) 名古屋市  統合保育研究 北区役所講堂 永井 

21 日(金) 

 

名古屋市  保育現場に求められるリーダーシップマネ 

ント 
芸術創造センター 永井 

23 日(木) 北保健センター 食中毒予防 北保健センター 黒岩 

23 日(木) 名古屋市  新規採用者研修 芸術創造センター 松井 

24 日(金) 愛知こどものとも社 おもちゃと遊びのキーワード  熱田文化小劇場 尚、川、加 

30 日(木) 名古屋市  保育所での食物アレルギー、アレルギー対応 鯱城ホール 松井 

6 月 1 日(土) 名私保育士会 マジックと音楽と絵本の世界 ウィルあいち 松井 

１日(土) YMCA  発達障がいの子どもにとっての気持ちのコントロール 名古屋 YMCA 牧、加 

2 日(日) つぼみの会 幼児期の自閉症基礎講座 高齢者就業支援センター 希 

4 日(火) 名古屋市  人権保育 中区土木事務所 尚子 

7 日(金) 名古屋市  統合保育研究 北区役所講堂 永井 

8 日(土) 名古屋市保育士会  ロケットくれよんコンサート 鯱城ホール 川地 

17 日(月) 合同研究  わらべうた  守山区役所講堂  川、尚 

18 日(火) 名古屋市  非認知能力を伸ばす今後の保育を考える 中区役所ホール 鈴木 

19 日(水) 名古屋市  乳幼児期の食と健康 港文化小劇場 黒岩 

21 日(金) チャイルド社 本当の生きる力って何だろう？ 熱田文化小劇場 永、希、牧 

22 日(土) YMCA   発達障がいの子どもにとっての聞く、話す、伝える 名古屋 YMCA 希、牧 

25日(火) 

 

名古屋市  アレルギー対応メニュー＆Caを摂って強い体 

作ろう 

東邦ガス厨房オイシス 佐伯 

26日(水) 名古屋市  統合保育研究 北区役所講堂 永井 

7月6日(土) YMCA    大切な３つの感覚を育てるわらべうた遊び 名古屋YMCA 希、牧 

20日(土) 

 

名私保育士会   乳幼児期の発達を魅力的にとらえた保育、

療育 

ウィルあいち 永,鈴,希,

川,牧 

21日(日) つぼみの会 自閉症疑似体験 高齢者就業支援センター 希 

24日(水) 名古屋市  統合保育研究 北区役所講堂 永井 

8月22(木) 名古屋市  統合保育研究 北区役所講堂 15 永井 

29日(木) 
名古屋市  保育施設における事故・リスクマネジメント・事

故によるトラブルと責任・ヒヤリハット分析 

鯱城ホール 松井 

9月11日(水) 名古屋市  療育 瑞穂文化小劇場 仁・牧 

11日(水) 名古屋市  統合保育研究 北区役所講堂 永井 

13日(金) 名古屋市  中堅研修 芸術創造センター 牧野 

14日(土) 名古屋市  心の育ちと対話する保育 鯱城ホール 尚子 

18日(水) 愛知こどものとも社 リーダー研修 ウインクあいち 仁禮 



26日(木) 名古屋市  保育の見える化 鯱城ホール 鈴木 

10月18日(金) 名古屋市  統合保育研究 北区役所講堂 永井 

23日(水) 名古屋市  産休、育休復帰者研修 北区役所講堂 森本 

10月20～25日 全私保連  カウンセリングマインド初級 三重県 久保田 

11月8日(金) 名古屋市  保育現場に基づいた子どもの肌の健康 瑞穂文化小劇場 手塚 

12日(火) 名幼研   小学校との連携  飯田小学校 鈴木 

14日(木) 名古屋市  発達障害 教育センター講堂 希 

19日(火) 名古屋市  中堅Ⅱ研修 名古屋市公会堂 森本 

20日(水) 北部療育講演会  合理的配慮 北部療育センター 仁禮・希 

30日(土) 名私保育士会 乳幼児期の発達の魅力をとらえた保育・療育 
ウインク愛知 田,鈴,希,

川,牧,松 

12月7日(土) 名私保育士会  エブリデイあそぼう！ケロポンズセミナー ウィルあいち 鈴木 

10日(火) 名古屋市  人権研修 公開保育 上飯田東保育園 尚子 

16日(月) 名古屋市  統合保育 中土木事務所 永井 

21日(土) 名古屋市  今保育所に求められる保育の質とは 鯱城ホール 仁禮 

1月8日(水) 名古屋市  統合保育 北区役所講堂 永井 

11日(土) 

 
名古屋市  乳幼児期の発達をはぐくむ目と心 

鯱城ホール 田,鈴,希,

松,森,川 

16日(木) 

 

名古屋市  ソーシャルワークの視点で考える子育て支援・保

護者支援 

鯱城ホール 田中 

22日(水) 名古屋市  統合保育 緑文化小劇場 永井 

23日(木) 北エリア  歯科保健研修会 北保育園 田・手 

2月6日(木) 名古屋市  非認知能力を伸ばす今後の保育を考える 鯱城ホール 田中 

16日(日) つぼみの会 事例検討 発達障害センター 希 

19日(水) 

 

北部療育  講演やグループ検討を通して発達支援への理 

を深める 

北部療育センター 田中 

＜園内研修＞ 

   ●保育士の資質向上の為の３園合同会議 

  ●３園合同幼児部交流保育…４か月に１度、子どもの交流&保育実技の学び合い 

幼 児 6月 21日 11月 1日 3月 コロナの為中止 

   ●白石先生による３園合同ドキュメンテーション研修  3月 22日（日） 

●３園合同給食会議…半年に１度、アレルギー対応や調理工夫＆衛生管理について 

   ●法人合同看護師会議…半年に１度、検診についての確認、各園の疾患のある子の対応工夫について 

   ●職員全員による研修…防災訓練、保育方針、危機管理 

 

 

 

 



［暁学園］ 

研修月日 受講研修名 場 所 参加者 

5 月 9 日 ～ 10日 
愛知県児童福祉施設長会 

新任職員研修会 
三谷温泉 海陽閣 野見山 

5 月 15 日   愛知県児童福祉施設心理職員自主研修会 あいさんテラス 吉田 

5 月 18 日 ～ 19日 日本遊戯療法学会第 25 回大会 学習院大学 吉田 

6 月 1 日     第 22 回児童分析臨床研究会 
大日本住友製薬株式会

社 
福田 

6 月 14 日   子ども支援部会・食育部会研修会 愛知県社会福祉会館 
前田 

銅城 

6 月 26 日   児童福祉関係職員基礎研修 愛知県社会福祉会館 福田 

7 月 9 日   
愛知県児童福祉施設長会 

第２回子ども支援部会研修会 
ウィルあいち 

菱田 

吉田 

9 月 13 日   
愛知県児童福祉施設長会 

第 3 回子ども支援部会研修会 
ウィルあいち 

菱田 

野見山 

10 月 7 日 ～ 8 日 児童福祉施設長研修会 
アートホテル 

大阪ベイタワー 
水谷 

10月 25日   尾張施設長会視察研修及び情報交換会 愛知学園 柳瀬 

12 月 9 日   被措置児童等虐待防止研修会 愛知県三の丸庁舎 水谷 

12月 18日 ～ 19日 児童福祉施設長研修会 全社協・灘尾ホール 菱田 

12月 21日 ～ 22日 
日本子ども虐待防止学会 

第 25 回学術集会ひょうご大会 
神戸国際会議場 明神 

1 月 24 日   愛知県児童福祉施設心理職員自主研修会 
名古屋文化 

キンダーホルト 
吉田 

1 月 30 日 ～ 31日 FSW 研修会 
TOC 有明 

コンベンションホール 
近藤 

2 月 13 日   
愛知県児童福祉施設 

食育部会研修会 

東部交流センター 

むらさきかん 
石崎 

2 月 17 日   性の問題を考える会 児童福祉施設大和荘 
吉田 

銅城 

 

⑦設備・備品等の充実内容 

［あかつき保育園］ 

   エアープールを購入 

   カラーコピー機を購入 

［あかつき三の丸保育園］ 

カラーコピー複合機を購入 



［あかつき田幡保育園］ 

     カラーコピー複合機を購入 

［暁学園］ 

業務用パソコンを２台購入 

本館居室用エアコンを２台更新 

飛翔館給湯器を１台 

 

⑧建物等修理・修繕実施内容 

［あかつき保育園］ 

外壁塗替えを実施 

   園庭遊具等修繕工事（アコーディオンゲート・時計設置等）を実施 

   空調更新工事を実施 

   ブロック塀等整備工事を実施 

   ストックヤード及び物置設置工事を実施 

   塩ビ屋根張替え工事を実施 

   樹木伐採・処分工事を実施 

   タープ用ポール設置工事を実施 

［あかつき三の丸保育園］ 

      特になし 

［あかつき田幡保育園］ 

   特になし 

［暁学園］ 

   本館外壁塗装及び屋上防水修繕工事を実施した。 

 

⑨その他  

   ＊第三者評価実施 暁学園  

＊令和元年度苦情解決相談活動報告 

苦情相談 ０件 

 

令和元年度 一時保育事業報告 

［あかつき］ 

月 緊急 非定型 リフレッシュ 延人数 月 緊急 非定型 リフレッシュ 延人数 

4月 0 18 1 19 10月 0 60 2 62 

5月 0 61 1 62 11月 0 58 2 60 

6月 30 70 2 102 12月 8 54 0 62 

7月 9 75 0 84 1月 14 57 2 73 

8月 0 48 1 49 2月 2 59 0 61 

9月 0 62 7 69 3月 0 8 0  8 

※緊急はできるだけ受け入れ、緊急枠を確保した上でリフレッシュ等の受け入れをした。 

※出産による緊急保育が２人と母親の入院１人が重なったため６月の利用実績が多い。 

 

    



令和元年度 休日保育 

［あかつき］ 

 保育園 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

人数 自園 1 １ 1 １ 0 １ 

他園 ２    ８ １１ ５ ９ ６ 

    ※利用者は固定的である。０歳児などが申し込まれると３人では対応が困難である。 

 

 

令和元年度 延長保育 

［あかつき］   （判定時刻 18：31） 

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

54 63 80 59 51 79 102 79 78 61 67 84 

 

［あかつき田幡］  （判定時刻 19：01） 

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

28 15 24 45 16 24 32 34 23 22 8 24 

 

［あかつき三の丸］ （判定時刻 18：31） 

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

18 13 19 19 13 8 12 15 18 17 13 19 

 

 

令和元年度 産休明け・育休明け入所予約事業 

［あかつき］ 

入所予定年月日 男 女 

H31.4.1 2 0 

R1.7.1 2 1 

R1.9.1 0 1 

 

［あかつき田幡］ 

入所予定年月日 男 女 

H31.4.1 3 2 

R1.5.1 1 0 

※６月までに予約が埋まってしまうため、産休明けの人が全く利用できない。予約枠を取るなどの対策が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度 子育て支援センター あかつき 

 各事業参加者人数 

保育園  大人 小人 

 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進（さくらんぼルーム） 

年間 215日開催 

776 

3.6 

907 

4.21 

 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１～２回） 146 160 

 地域支援活動 62 53 

  電話 面談 

 子育て等に関する相談援助 1 173 

 

もこもこ  大人 小人 

 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 3726 4061 

 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 185 183 

※３月はコロナウィルス感染拡大防止のため中止 

地域子育て支援活動の内容 

〇サークル支援     びわキッズ  ちっちゃいものクラブ 

〇地域支援活動     清水学区子育てサロンへ出張（3回） 

〇西区子育て支援会議  毎月１回 

     ※もこもこの運営は、西区子育て支援会議が行っている。 

㊟令和元年度は３月コロナウィルス感染拡大防止の為、子育て支援事業は休止。電話での相談事業のみ。 

 

［あかつき田幡］ 

 保育園 地域参加 

５月 パネルシアター  

６月 保育園の食事を食べてみよう 清水子育て広場に職員が出し物参加 

７月 夏祭りに参加しよう 独居老人の給食会に年長児が出し物参加 

８月 巡遊(お獅子のお宿)  

９月 ペープサート  

10 月 運動会に参加しよう 北区子育て広場 

11 月 製作をしよう 清水子育て広場に職員が出し物参加 

12 月 看護師のはなし  

１月 製作をしよう(節分) 清水子育て広場に職員が出し物参加 

北区支援会議  年２回 


