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子どもたちのために
たゆまぬ努力を

ている保育士や保育教諭に温かい励

もが登場する噺

落語には子ど

会員の皆様には︑日々︑新型コロ

先生が退任されました︒本当に感謝

の田中正清先生︑吹田市の菊池繁信

羽曳野市の齊藤和正先生︑泉佐野市

はじめ︑さまざまな研修をオンライ

ます︒また︑キャリアアップ研修を

保育園︑こども園をめざしてまいり

行いながら子どもたちの安心安全な

ことで︑これまで以上の予防対策を

西︑大阪では︑変異株の流行という

イルスで幕が開きました︒とくに関

どもです︒﹁初天神﹂に出てくる

ちょっとずる賢かったりする子

﹁真田小僧﹂に出てくるような

な子どもではなく︑﹁初天神﹂や

まじめで親孝行

登場するような

なのは人情話に

すが︑私が好き

はなし

ましのお言葉をいただき︑頑張るパ

が多くあるので

年度も新型コロナウ

ナウイルスの感染予防を講じながら

しております︒これからもお身体を

さて︑令和

ワーになったのではと思います︒

保育いただき︑この１年以上にわた

大切になさってご指導いただきます

森田 信司

るご努力に対して︑厚くお礼申しあ

子どもは︑縁日で﹁今日は何も

保育部会 部会長

げます︒

ン等での研修に変更しながら進めて

日︵火︶に開催しました﹁総

会﹂につきまして︑当初は参集とリ

人先生︑河南町の向井秋久先生です︒

泉市の橋本良孝先生︑堺市の篠崎直

新たに就任いただきますのが︑和

いへんな年になりそうですが︑会員

子どもの知恵を使ったおねだ

月

モートとの併用で考えておりました

の皆様のご理解とご協力をいただき
年

月には︑保育部会
1

70

る親︒現代の親子連れにも共通

言い︑父親を翻弄します︒

に︑なんか買ってくれ﹂などと

買ってくれって言わないご褒美

が︑大阪府の﹁緊急事態宣言﹂の延

これまでの役員ともども︑よろしく

て︑令和
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今年度も新型コロナウイルスでた

長を受け︑すべてリモートでの開催

りに︑さまざまな理屈で対応す
また式典では︑大阪府議会議長の

ますことをお願いいたします︒そし

直人

平和の園

橋本

良孝

池上わかばこども園

門谷

一希

明の守なかざき園

伊藤

裕子

国分保育園
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直樹

吉川

竜平

堺東保育園

志摩

拓郎

みどり幼児園

橘田

浩史

鳳西こども園

髙槻

良平

八木こども園

藤縄

貴司

ひねのこども園

神藤

𠮷伸

齊藤

和正

泉州

前田

堺

高屋保育学園

大野台こども園
南大阪

岡本あおい
四条保育園

70周年記念誌編集委員長

秋久

展朗

川添こども園

鵜沼

才織

稲荷学園

丹生

匡紀

柴田

弘子

ギンガ保育園

田中

達彦

あい桂こども園

古賀

壽

エンゼル保育園

吉田

学

やまゆりこども園

吉岡

敏洋

さんの横にある繁昌亭の寄席へ

早くコロナが落ち着き︑天神

いなぁ⁝とつくづく思います︒

忘れない︑そういう大人でいた

いると︑いつまでも子ども心を

すが︑制約の多い日常を送って

何事もやりすぎはいけないで

てくるんじゃなかった﹂︒

なら︑おとっつぁんなんか連れ

熱中してしまい⁝﹁こんなこと

もがねだった凧に父親のほうが

する姿があり︑微笑ましく面白

副部会長 篠崎

周 年 を 兼 ね た 新 年 互 礼 会 を 開 催 し︑

石川こども園

土井達也氏からメッセージを︑大阪

秋久

り︑書面評決と委任状により議決い

向井

いです︒この噺のオチは︑子ど

いずみっこ保育園

新たな保育部会の門出となる日を皆

旭ヶ丘学園

房正

府福祉部子ども室長の永尾光年氏か

慎吾

東口

ただきました︒役員としてご尽力い

武内

様と一緒に迎えたいと思います︒
ハッピーチルドレン保育園 竹田真喜子

河内

くずは光の子保育園
北大阪

喜成

中塚

北摂

得

久保保育所

こもれびのもり

副編集
委員長

向井
石川こども園

名
氏
施設名

編集
委員長

施設名

らはごあいさつをいただき︑頑張っ

（任期）令和３年度〜令和４年度

た だ き ま し た 堺 市 の 池 尾 弘 久 先 生︑

今年の総会では︑役員の改選があ

お願いいたします︒

参ります︒

ことをお願いいたします︒
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に変更させていただきました︒
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若江こども園
信司
氏

名

森田
役職名

部会長

行くことが何よりも楽しみで

す︒

︵編集委員Ｍ・Ｙ︶

１

部会長
あいさつ
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保育部会新役員名簿（敬称略）

向井 秋久
編集人

森田 信司
発行人

大阪府社会福祉協議会・保育部会（大阪府保育協議会）

就任のごあいさつ

うえでの材料となる資料の

作成をめざします︒昨年度

森田部会長をはじめ大阪

ざいます︒

就任しました永尾光年でご

に保育施設を対象としてお

ンター﹂
の対象を拡大し新た

高齢者施設等
﹁スマホ検査セ

保育を提供いただけるよう

皆様が少しでも安心して

症がより一層深刻化し︑保

新型コロナウイルス感染

動に取り組んでいます︒

研修会の実施や会の周知活

や保育士の資質向上を図る

ともに︑法人・施設の運営

あげ︑調査研究を進めると

必要な情報をいち早く取り

所・認定こども園の運営に

会情勢の変化に伴う保育

調査研究委員会では︑社

育・保育の無償化に加え︑新

保育制度改革および幼児教

社会福祉法人制度改革・

後ICT化を進めるうえで

メリット等調査研究し︑今

境整備など︑メリット・デ

ども園等の現状や必要な環

ループでは保育所・認定こ

で活用されています︒当グ

症対策などさまざまな場面

雇用形態の更なる多様化と

か ら 全 事 業 所 導 入 と な り︑

一労働同一賃金が︑今年度

再発防止に関する検討会に

また︑国の﹁重大事故の

に努めます︒

究し︑情報提供や啓発活動

設へ及ぼす影響等を調査研

ナウイルス等の感染症が施

前となりました︒新型コロ

での人材確保と定着につな

方策を模索し︑各会員施設

育人材確保に関する新たな

近年の状況を踏まえて保

︻人材確保研究グループ︼

処遇やより良い施設運営に

を行い︑各園にあった適切な

︻給与体系研究グループ︼

情報の掲載を行います︒

イルスに関する情報収集と

調査研究委員会 事業計画

府社会福祉協議会保育部会
ります︒皆様には︑是非この

育施設での感染防止策の対

型コロナウイルス・少子高

採用や雇用の留意事項の増

がるよう情報発信に努めま

年度

の皆様には︑日頃から本府
仕組みも活用しながら引続

応に追われるなか︑感染防

齢化社会が及ぼす影響や自

加も見込まれます︒

す︒既存の就職フェアや養

令和

児童福祉行政の推進に格別
保育を支えていただきます

き感染の予防に努め︑
大阪の

止の観点から非接触に対応

然災害など︑さまざまな社

当グループ内での意見交

に引き続き︑新型コロナウ

のご協力を賜り厚く御礼申
ようお願い申しあげます︒

したICT化なども進んで

会情勢において︑会員の保

換と多様な事例から労務上

お聞かせいただいた貴重なご

意見は、今後の記事に活かし

てまいります。

のうえ、６月中旬から順次発
プレゼントは厳正なる抽選

送いたします。

みつとし

しあげます︒
大阪府といたしまして

います︒

育所・認定こども園が円滑

子ども室長

未曽有の厳しい状況が一
は︑皆様のご意見を十分お

今年度から新たにICT

な法人・施設運営ができる

誠にありがとうございました。

なが お

年以上も続くコロナ禍のも
聞きし︑国や市町村と連携

化検討研究グループを立ち

成校への発信など従来の取

大阪府福祉部

と︑身体的距離の確保など
しながら保育施策をはじめ

あげ︑今後も子育てに係る

り組みだけでなく︑ITや

ンケート」にご協力いただき

永尾 光年 氏

三密を回避することが大変
とする子ども施策の推進に

のリスクマネジメントにつ

SNS等を活用した新しい

令和３年４月号で案内しま

提供・発信を行います︒

の検討材料となるよう情報

リスクマネジメントに関し

関する議論﹂等も参考にし︑

どをチェックできるシステ

また︑施設の運営状況な

つながる情報発信をします︒
︻制度研究グループ︼

ムの作成と調査研究を行い

人材確保のあり方について

ます︒

意点を整理し情報発信に努

も調査研究を行います︒

昨年度から一部導入の同

︻労務管理グループ︼

ても調査研究を行います︒

内外問わず幅広く情報収集

職員の処遇について業界

難しい環境下において︑感

努めてまいります︒保育部

一助となりえる調査活動を

いて調査研究を行うととも

した「保育おおさか読者ア

敬意を表します︒

染防止に細心の注意を払い

さまざまな課題に特化した

に︑今後も雇用に関する留

令和３年４月１日付けで

ながら︑子どもの最善の利

会の皆様には︑より一層の

国および地方版こども子

行い︑情報提供に努めます︒

読者アンケート
回答のお礼

大阪府福祉部子ども室長に

益を第一に考え︑その健や

小委員会を編成し︑スピー

育て会議や各分野での議論

めます︒

動態や補助金状態を知るこ

各市町村の子どもの人口

ていきます︒

した調査研究活動を実施し

激しい変化にも迅速に対応

年も保育をとりまく環境の

調査研究委員会では︑本

とで︑自園をとりまく状況

プ︼

︻資料集編纂・電子化グルー

を踏まえ︑グループ内での
相互の意見交換を通じて整

を把握し︑現状と今後の変

理し情報発信を行います︒

施 設 運 営 を 行 う う え で︑

︻ 子 ど もの 安 全 研 究 グ ルー

新型コロナウイルスなど感

プ︼
近年︑保育施設における

グループ︼
ICT化が進んでおり︑保

化を予測︑施設運営を行う

︵調査研究委員Ｙ・Ｍ︶

染症への対策は今や当たり

新

育士の業務負担軽減や感染

︻ICT化検討研究

活動を紹介します︒

以下に調査研究委員会の

ます︒

ド感を大切に活動していき

3

ご支援ご協力を賜りますよ

たします。

うお願い申しあげます︒
引き続き、保育おおさかを

かな育ちと保護者の子育て

ご愛読賜りますようお願いい

を支える保育の実践に深く

保育おおさか
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児童自立支援施設 「修徳学院」
（柏原市）

の理由により﹁生活指導を要する﹂子どもたちに対し
年に﹁感化院﹂という名称で設置

て︑心身の健全な育成を図り︑自立のための支援をす
る施設です︒明治

ルー

され︑その後﹁教護院﹂そして現在の﹁児童自立支援
施設﹂へと改称されてきました︒
入所は︑子ども家庭センターと家庭裁判所の
トで決定されます︒

年に︑同名

色・監督をした社会派ドラ
マとして昭和
化もされたようです︒

﹃みかえりの塔﹄として映画

ために一生懸命頑張ってい

乗り越えながら︑立ち直る

施設サポートは中学卒業

また︑休日にはグループ

る姿をまずはご家族の方が

献立リクエストを受け付け

ごとに買い物やレジャー活

見て理解していただきたい︒

までですが︑里親的な関わ

動などで外出経験にも取り

また︑このような現実やサ

ており︑アニメ﹁ワンピー

組まれているとのこと︒中

ポートの施設があることを︑

り で も あ り︑ そ の 取 り 組

学校卒業と共に公立高校へ

みから見える施設の想い

進学する子どもが多いとの

多くの方に知っていただき

ス﹂に出てくる大きな肉を

ことですが︑卒業証書は元

たい﹂ということです︒

つくったというエピソード

の在籍小中学校か桜坂小中

は﹁子どもたちが悲しみを

学校のどちらかを選ぶこと

まず︑お訪ねしたときに

もお聞きしました︒

寮での生活は︑就学はも

ができる配慮もされていま

門戸が開放されていたこと

◆施設の取り組み

ちろんですが︑職員と野菜

す︒ ス ポ ー ツ 活 動 に も 頑

や︑訪問者に対しての礼儀

ち自身に関わる問題等につ

の修得をめざし︑子どもた

体力・学力の向上︑自立心

に必要な人格の形成︑基礎

健全な社会生活を営むため

指導などを大きな柱として︑

生活指導︑作業指導︑学習

を育てたり︑清掃活動をし

張っておられ︑大阪中学校

しています︒

人︑教員 人︒ たり︑四季を感じられるよ

駅伝大会での優勝経験もあ

学院には︑指導員︑調理

いて指導をしています︒
などの職員
人の計

人︑女子

る﹁讃母の式典﹂というも

◆子どもたちの生活

う工夫がされていて︑母の

正しさにも驚きました︒
年生から中学 年生

また︑子どもたちが幼少

h
t
i
W

自己実現力の発揮へ日々

のもあるそうです︒

︻取材後記︼

人︒学年別では︑ 日に保護者を招いて開催す

るそうです︒

入所児童は︑男子
小学

までの児童︵取材当時︶が

の生活のなかでの院内研修

がら懸命に頑張っていると

期から辛い経験をしていて︑
クラスに分かれて男女別

子どもと共に
﹁生活をする﹂

いう︑その現実に胸が熱く

◆施設の想い
の教室で授業を受けていま

や︑意見箱の設置︑アンケー

なりました︒

責任﹂をもって携わってお

設﹂であることに﹁誇りと

しての﹁子どもを育てる施

の集団・村のような社会と

が家庭として︑全体が一つ

母が親・保護者として︑寮

置いておられます︒寮長・寮

成長﹂が進むことに重きを

︵河内ブロック編集委員︶

いと心に誓いました︒

に寄り添い責任を果たした

真摯に子どもたちの気もち

葉をいただき︑これからも

しょう！﹂と前向きなお言

たちを見守り支えていきま

童福祉施設として︑子ども

取材の最後に﹁お互い児

今も自分自身と向きあいな
か寮あり︑資

﹁汗をかく﹂﹁子どもの心に

の精神で
す︒寮舎は

トによる課題解消活動も進

られます︒

職 員 は︑
格をもった寮長︑寮母とと

逃げ出そうとした子どもが︑
男子

なっている
﹁みかえりの塔﹂

寮入りを告げる鐘の音を聞

寄り添う﹂﹁無理なく安定と

は︑
大阪平野の南東部︑
奈良

き︑思いとどまったことか

めておられます︒月に一度︑

県との境に位置し︑近隣に

ら建立されたとのことです︒
実話を基に︑

子ども家庭センター

もに家庭的な寮生活を過ご

は古墳群が散在する緑豊か

の熊野隆治氏と小説家豊島

男子寮

があるのですが︑学院から

な環境にあり︑その敷地は

その他にも数々の学院内

柏原市立桜坂小・中学校も

与志雄氏作の小説﹃みかえ

代目学院長

設置されているという︑大

女子

女子寮

保育の

〜子どもの権利を守るために

﹁児童自立支援施設﹂とは非行や家庭環境︑その他

児童虐待について考える

敷地内には︑シンボルと

60

● シリーズ ●
りの塔﹄を︑清水宏氏が脚

観察寮

◆修徳学 院

案内いただいた 左から藤村健司
企画調査課長、宮﨑浩院長

所
退

所
入

今回ご紹介する修徳学院

16

11

子ども家庭
センター
子ども家庭
センター

万坪︑施設内には

24

3

社会資源を知る③
2

58

91

第６回
3

広大で

5

家庭裁判所

33

阪府立の児童自立支援施設
です︒

3

31

11

入所から退所まで

まど

4

堺

南大阪

泉州

岸和田市

の 花 こ ど も 園 は︑﹃ 優 し
たくま

さ﹄と﹃明るさ﹄と﹃逞

ます︒そして大きく逞しく

たちに自信をもたせてくれ

ない散歩にまで制限の入った

ないでしょうか︒保育に欠かせ

短くて長いＧＷだったのでは

さまざまな経験が子ども

成長して小学校へ進んでい

れぞれの発達状況をしっか

もちを大切に受け止め︑そ

湯に取り入れたのが千利休︒参

参道といいますが︑これを茶の

に入るまでに心を清める空間を

大きな寺や神社にある︑浄域

しゅんみょう

春︑自分なりに心安らぐ散歩道

ます の

けるようにと考えていま

を見つけようと禅僧の桝野俊明

りと把握し︑心身ともに健

さんの本を読みました︒

やかに発育・成長されるこ

道にあたるのが庭の露地という

一人ひとりの子どもの気

す︒

とを願いながら︑日々の保育に

ことです︒

飛び石を並べた露地は︑心を

励んでおられます︒

露わにするためのもの︑飛び石

あら

また︑地域貢献事業として旭

散歩道

泉州ブロック

町フェスティバルに参加し出店

のお手伝いや着ぐるみ・バルー

ンアートなどで貢献していま

す︒子育て支援事業では︑旭町

を踏んでゆっくり歩を進めなが

会館で親子教室﹃スマイル﹄を

開催し︑毎週火曜日は園庭開放

ら︑客は心にたまったほこりを

払い落し︑
露わな裸の心になる︒

あら

を実施しています︒

育児に不安やストレスを抱え

石を跨ぐ毎に心が清らかになる

また

ている方︑こども園への入園を考

普段︑見過ごしてしまってい

た風景︑何気なく聞き流してい
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河内

こ

しさ﹄に満ちた保育を創造して
います︒岸和田市春木旭町に建
つ︑この花こども園︒南海本線
春木駅から徒歩 分とアクセス
が良く︑近隣には自然豊かな岸

歳

和田市中央公園と︑恵まれた環
境にあります︒
歳児から音楽・歌唱︑

児から体育・ＥＣＣ・ダンス・絵
画・スイミングに取り組んでい

という発想です︒

親子で楽しいひと時

た言葉︒今︑思いを新たに︑考

﹁今日もまた︑この道を行く︑

を過 ごし︑心のリフ

昨日と違う︑
自分に会うために﹂

える時間を与えてもらったよう

をもち︑安心して子

小学校時代の恩師の言葉です︒

な気がしています︒

育てができるように

で育児に自信と喜び

応援していきたいと

︵五風会Ｓ・Ｔ︶

︵編集委員Ｔ・Ｆ︶

考えておられます︒

レッシュを 行 うこと

ども園の保育教諭と

え悩んでいる方などが︑この花こ

運動会でのマーチング

ます︒全て専門講師による指導
を受けることで︑専
門的知識を身に着け
ながら感受性を育て
は組立体操やマーチ

ています︒運動会で
ング︒生活発表会は
岸和田市立文化会館
︵マドカホール︶で合
奏・歌唱・ダンス等
を発表しています︒

幼保連携型認定こども園

北大阪

会福祉法人上島会の
小倉保育園は平成

枚方市
す︒子どもたちの成長段階にあ
わせて﹃ふれる﹄
﹃野菜を洗う﹄
たちでつくった！﹂という達成

﹃ちぎる﹄等々を取り入れ﹁自分
感を味わいながら︑食とふれあ
う 機 会 と さ れ て い ま す︒ ま た︑
近くの農家で育てられたお米や
野菜を給食に提供いただき︑

歳児は田植えの体験︑稲刈り見
学をします︒
最近では︑子どもたちの体力
が落ちていることを危惧されて
ンシップ︵ふれあい

はな

北摂

社
年に民営化され︑大規模修
人から120人

繕と保育室の増築をおこな
い︑定員
周 り は 閑 静 な 住 宅 街 で︑

となりました︒
すぐ近くに小倉小学校や市
内で一番大きな中央図書
館︑
自然豊かな公園があり︑
子どもを育てる環境が整ってい
ます︒ほとんどの卒園児が入学
する小学校も︑散歩の途中に校
庭のようすを見ることができま
す︒そうすることで︑自然と小
学校への期待感も育まれている
そうです︒
他にも図書館へ絵本を借りに
行ったり︑
子どもたちが
﹃むしゃ
むしゃの森﹄と呼んでいる公園
へ行ってどんぐりや落ち葉など
の自然物と︑存分にふれあった
りする場所もあります︒

ぐら

おり︑今年はリズム運動やスキ
遊び︶を積極的に保
育中に取り入れられ
ています︒リトミッ
クの研修をすぐに行
う等︑子どもたちの
成長に非常に熱心に
取り組まれている保
育園でした︒

この花こども園

4

保育園

︵編集委員Ｔ・Ｔ︶

さまざまな経験が
子どもたちの財産に
5

自分たちでつくる
達成感だいじに

野菜の成長を感じる園庭

612

をたずねて

3

小倉保育園

お

25

また︑食育に力を入れておら
れ︑栄養士と保育士
が連携して︑さまざ
まな活動を保育へ取
り入れています︒そ
の中から少し紹介す
ると︑園庭で栽培し
た大根やじゃがいも
を使用し︑全園児で
夏にはカレー︑冬に
は大根汁を作りま

保育園 ・
認定こども園
5
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