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要性が改めて認識されましたが︑保育士不足は未だ解消されておらず︑人材の確保や定着が課

まく状況を把握し︑現状と今後

や補助金状態から︑自園をとり

各市町村の子どもの人口動態

資料集編纂・電子化
グループ

調査研究委員会 事業計画

新たに人材確保研究グループ立ちあげ
令和２年度

調査研究委員会では︑社会情勢の変化に伴う保育所・認定こども園の運営に必要な情報の調
査研究や︑法人・施設の運営︑保育士の資質向上を図る研修会や会の周知活動に取り組んでい
ます︒

題となっています︒そこでこのたび︑新たに人材確保研究グループを立ちあげました︒今後も

今年に入って新型コロナウイルス感染症の影響から︑保育施設や最前線で働く保育士等の重

子育てに係るさまざまな課題に特化した小委員会を設置し︑スピード感を大切に活動していき

の変化を予測︑施設運営を行う

また︑社会福祉法人制度改革・

情報を整理︑提供していきます︒

上するように︑情報提供や啓発

子どもたちの安全安心がより向

関する検討会﹂の議論を注視し︑

項の追加を予定しています︒

新型コロナウイルスに関する事

が一部導入され︑来年度には全

今年度から同一労働同一賃金

しています︒

用するうえでの留意事項も増加

形態が多様化する中︑職員を雇

短時間労働︑時短勤務と雇用

労務管理グループ

るようなソフトやグラフ等の資

の適正状況などをチェックでき

報を発信します︒また︑施設運営

より良い施設運営につながる情

園の状況に合った適切な処遇や

各方面から情報収集を行い︑各

保育士等職員の処遇について

給与体系研究グループ

今年度は昨年度の資料に加え︑
保育制度改革および幼児教育・

活動を行います︒

を目指します︒

うえでの材料となる資料の作成

ます︒以下に調査研究委員会の活動を紹介します︒

新

人材確保研究
グループ

保育の無償化に加え︑新型コロ

子どもの安全研究
グループ

ての事業所が対象となり本格的

今年度も保育をとりまく激し

料作成と調査研究を行います︒

ナ ウ イ ル ス が 及 ぼ す 影 響 な ど︑

新型コロナウイルスなど感染

に運用されることを踏まえ︑職

今般の保育士不足をどう解消

症への対策は︑危機管理上重大

務分掌等の作成を目指します︒

円滑な法人・施設運営の一助と

な課題であります︒法人・施設

今後も雇用に関する留意点を

していくか︑保育士の確保と定

運営に及ぼす影響など︑さまざ

整理し︑法令遵守の呼びかけと

なりえる調査活動とその情報提

まな視点から調査研究し︑情報

調査研究に努めます︒

着化について調査研究します︒

会員の保育所・認定こども園

発信に努めます︒昨年に引き続

参考に人材確保の新たな方向性
を模索し︑潜在保育士等の確保
につながるよう情報提供および
啓発活動に努めます︒

制度研究グループ

供に努めます︒

に確実な情報提供をし︑国およ

き国の﹁重大事故の再発防止に

他業種の広報・情報発信力を

び地方版の子ども・子育て会議

︵調査研究委員Ｙ・Ｍ︶

実施していきます︒

い変化に迅速に対応した活動を
と各分野での議論を追いながら
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大阪府社会福祉協議会・保育部会（大阪府保育協議会）

ブロックだより
北摂ブロック
８月23日
８月
９月
11月
11月23日
３月

就職フェア
職員納涼研修
役員会
バレーボール説明会
年末研修会・懇親会
職員バレーボール大会
職員研修会
スマイルサポーターフォ
ローアップ研修

北大阪ブロック
11月初旬 役 員 会、ス マ イ ル サ ポ ー
ターフォローアップ研修
12月初旬 役員会、年末理事長園長研
修会
１月下旬 役員会、職員研修会

河内ブロック
※（東）は東大阪市、（八）は八尾市の事業

８月

【研修】ハートフルコミュ
ニケーション（東）
８月６日 市長との意見交換会（八）
９月
【研修】労務管理について
（東）
10月
【研修】絵本の読み聞かせ
（東）

令和２年度８月以降の各ブロックによる研修等の事業計画です。
10月20日
11月

１月
２月
３月

河内ブロック研修（八尾主
催）
（八）
障がい児研修会（東）
【研修】感染症対策につい
て（東）
保育士研修（八）
【研修】ひらがな指導（東）
ボウリング大会（東）
スマイルサポーターフォ
ローアップ研修（東）
【研修】
テーブルマナー
（東）

南大阪ブロック
10月21日
11月
12月
１月
２月
３月

職員研修・園長研修
主任主幹研修
運動遊び研修
年末意見交換会
新任フォロー研修
スマイルサポーターフォ
ローアップ研修
卒業記念サッカー大会
令和３年度新任研修

堺ブロック
11月
１月

全体会
全体会
各区園長会
２月、３月

大募集！あなたの園の元気を待ってます！
保育おおさか編集委員長

齊藤 和正

保育おおさかでは、会員施設の皆様に日々の園の取り組み
や行事などのようすから、クスッと笑える出来事などに焦点
をあて、
「子どもたちや園の職員の先生方の元気な姿を広く届
け、新型コロナウイルスの暗いニュースを明るく吹き飛ばそ
う」を掲げ、皆様の取り組みについて写真やコメントなど寄
稿形式でご紹介させていただく「ひろば」を掲載します。
第１弾は、
「夏の行事から気づいた、自慢の元気な１枚」
（写
真説明のコメントなど15字から20字以内）について、投稿を
お待ちしております。次の写真募集フォーム、
もしくは事務局
メールアドレスから、①会員ID、②施設（園）名、③送信者
氏名、④写真データ、⑤コメント（15字から20字以内）をお
送りください。募集期間は８月18日
（火）
までとなります。
※紙面構成の関係上、お寄せいただきました投稿全てを掲載
することが難しい場合がございます。予めご了承願います。
例
▼写真募集
フォーム

こちらを
クリック
▼携帯からは

とったどー！！！
2

願いが叶いますように

９月、12月、

８月５日

堺女子短期大学での出張就
職フェア
８月17日 幼稚園団体との意見交換会
９月12日 幼 稚 園 団 体 と の 合 同就職
フェア
10月７日 プール学院短期大学、桃山
学院教育大学での出張就職
フェア
その他
若手園長によるプロジェク
トの実施
プロジェクトＢ 堺市との
補助金検討
プロジェクトＤ 研修
プロジェクトＩ 就職フェ
アの実施

泉州ブロック
11月
12月
１月

保育士研修会
ス マ イ ル サ ポ ー タ ーフォ
ローアップ研修
泉州民間保育協議会 新年
互礼会

※ 掲 載 し て い る 日 程、
予定等はすべて予定
であり、今後変更又
は中止となる場合が
ございます。

「乳幼児期に育みたい！未来に向かう力」
のご紹介！
大阪府教育委員会が作成した
「子ど
もの『未来に向かう力』を育むリーフ
レット」を紹介いたします。
「未来に向かう力」とは、目標に向
かってがんばる力、自分の気もちをコ
ントロールする力、人と関わる力など、
「自分やまわりの人たちと折り合いをつ
ける力」のことで、非認知能力や社会
情動的スキルなどとも呼ばれています。
乳幼児期に「未来に向かう力」が育 ▲乳幼児期に育みたい！
まれると、それを土台として、小学
未来に向かう力
（大阪府教育委員会
生のころにはさらに大きく育まれて
令和２年３月作成）
いきます。難しい問題に挑戦したり、
友だちと協力したり、困ったときに人を頼ったりする力につ
ながるので乳幼児期から育むことが大切です。子どもがいざ
というときに頼れるところ（心の安全基地）が「未来に向か
う力」の土台となり、これは日々の日常生活での大人たちと
の関わりの中で育まれます。
乳幼児期の子育てに大切な大人の関わり方のポイントにつ
いて、わかりやすく説明が書かれており、会員施設の皆様、
保護者の皆様にぜひご活用いただきたく存じます。
リーフレットの詳細は、大阪府教育庁市町村教育室地域教
育振興課ホームページ（こちらをクリック）から閲覧、ＰＤ
Ｆデータでダウンロードいただけます。
※本リーフレットの送付には、ご対応致しかねますので予め
ご了承いただきますよう、お願いします。

個人懇談とし︑希望者のみや

あげるような工夫もされてい

分散での実施となっています︒ る園もありました︒

％と多くの園で未定とい

努め︑また行事を運営するう

ては︑より慎重に感染予防に

園の行事を開催するにあたっ

今 回 の ア ン ケ ー ト の 結 果︑

うことで︑実施の場合におい

えでは大変工夫されることが

参観について

や縮小︑また来場者の縮小を

ても時間の短縮︑来場者の縮

施設に回答

の期間に実施︒

小といった回答が多くあるな

プールについて

考えておられるようです︒

果をお知らせします︒

・１％の園が実施しない

た回答もありました︒

今後の保育の行事を行うう

わかりました︒

お

ということですが︑水あそび

調査の項目としては︑
プー

えで参考にしていただければ

運動会︑

幸いです︒また本調査にご協

泊り保育︑

発表会について

か︑ウェブを使用するといっ

いただきましたので︑その結

新型コロナウイルス感染症に伴う
今後の保育や行事について
︶が各地で猛

新型コロナウイルス感染症
︱

威を振るう中︑多くの施設や

︵COVID
利用者が社会的制約を余儀な
くされました︒

実施する︑未定が大半をし

力いただいた皆様方には︑こ

は実施すると回答されている

の場をおかりし心よりお礼を

園も多くありました︒

め︑
実施の場合においても︑
演

申しあげます︒

参

懇談︑

観︑

技の変更や縮小︑また来場者

夏祭りについて

の縮小では来場者の入れ替え

発表会︑ お誕生日会︑

予防策を講じたうえで保育を
の８項目の実施について調査

・４％と多くの園で実施

を考えておられるようです︒

︵調査研究委員Ｋ・Ｋ︶

しないということです︒実施
で園児のみで開催されるとい

・４％の園で実施すると

お誕生日会について

する場合においても多くの園

夏祭り︑

進めるために︑保育のカタチ
お泊り保育について

いたしました︒
実施しないが

を改めて考え直さなければな
りません︒また厚生労働省か

数を超え︑実施する場合の方

・６％と半

らは﹁新しい生活様式﹂の実
践例が示されたものの︑保育

う回答でした︒

回答され︑クラス別に開催さ

法として内容の変更・縮小が

懇談について

多くみられました︒

93.3％

施 設 で は﹁
﹃３つの密﹄の回

内容の変更・縮小・その他

避﹂は難しい状態にあり︑さ

1.3％

れる園が多く︑中には保護者

実施しない

実施する︑実施しない︑未

▼携帯からは

今後私たち施設においても︑ ル︑

41

74

発表会について

こちらを
クリック

6.7％

運動会について

-2 実施する場合の方法

まざまな状況を想定した対応

97％

の参加は無しにして︑そのよ

内容の変更・縮小・その他

定にわかれ︑実施する場合に

3％

・６％の園が実施される

通常通り

が必要と考えます︒そのこと

-2 実施する場合の方法

うすの動画をユーチューブに

52.6％

おいてもクラス懇談ではなく

実施する

から︑行事の中止・延期など︑ ようですが︑演技競技の変更

5.1％

第２波︑第３波に備えるため

未定

84

お泊り保育について

▼アンケートの
詳細はwebで
ご覧ください

通常通り

に今回アンケート調査を行い

57.7％
41％

テーマは﹁新型コロナウイ

実施する

未定

ました︒

10

42.3％
実施しない

ルス感染症に伴う今後の保育
や行事について﹂
とし︑
調査対
象者は保育部会常任委員会・
日︵金︶

調査研究委員会︑令和２年７
月７日︵火︶〜 ７月
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