
＜アトリオとねやまこども園＞ 

令和３年度事業報告 

 

一．園児定数 

〇１１０名定員（129 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二．職員数 ★総数 34 名（2021．4/1） 

★園 長 …1 名 

★主幹保育教諭 …1 名 

★ク ラ ス 担 任 …合計 15 名 

（0 歳児…2 名、1 歳児…4 名、2 歳児…4 名） 

（3 歳児…2 名、4 歳児…2 名、5 歳児…1名） 

★加 配 …2 名（3 歳児…1 名、5 歳児…1 名） 

★一 時 保 育 担 当 …2 名 

★フ リ ー …1 名 

★パ ー ト …4 名（朝…1 名、昼…2 名、夕 1 名） 

★看 護 師 …1名 

★事 務 …2 名 

★用    務 …1 名 

★管理栄養士 …1 名 

★栄 養 士 …1名 

★調 理 員 …2名 

・嘱 託 医 …4名（内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科） 

年 齢 クラス名 定 員 
園 児 数 

2021.４/1 2022.3/１ 

0 歳児 ひよこ組 6 4 6 名  

1 歳児 り す 組 18 19 20 名 

2 歳児 うさぎ組 20 24 24 名 

3 歳児 く ま 組 20 26 25 名 

4 歳児 ぞ う 組 23 26 25 名 

5 歳児 きりん組 23 27 25 名 

 合 計 110 名 126 名 125 名 



・薬  剤  師 …1名 

・第 3 者委員 …1名       苦情件数…0件 

 

三．全体的な計画について 

（１）一般保育事業 

ア．保育行事  

・入園式（4/1） 

・ふれあいフェスティバル（中止） 

・デイキャンプ（中止） 

→10/19キャンプ場に園外保育（保護者引率なし） 

・プールあそび（7/3～8/31 中止） 

・納涼祭（内容を変更して行う） 

→10/15「お祭りごっこ」として実施。 

クラスごとに完全入れ替え制にて 

園児のみ 給食は屋台メニュー  

・運動会（10/5 内容を変更して行う） 

→保護者の参加はなし。子どもと保育教諭で行う。 

保護者には当日撮影した DVD を１人１枚配布 

・おいも会（中止） 

・発表会（12/4 内容を変更して行う） 

→１家庭につき保護者１名。運動会の演舞も披露。 

・もちつき（中止） 

・クリスマス会（12/24 内容を変更して行う） 

→クラスごとで実施。 

・納めの会（12/28 内容を変更して行う） 

→クラスごとで実施。 

・初めの会（1/4 内容を変更して行う） 

→クラスごとで実施。 

・つくってあそぼう（内容を変更して行う） 

→ホールにて作品展。予定していた保護者の見学は中止。 

密にならないようにクラスごとに作品制作。 

・お別れパーティー（3/17 内容を変更して行う） 

→クラスごと年長児にプレゼントを渡しに行く。会食なし。給食はパーティーメニュー。 

・卒園式（3/19 内容を変更して行う） 

→30分で終了するよう簡素化。１家庭につき保護者２名まで。 

茶話会中止。式終了後卒園児親子に園庭を 30 分開放。  



・2 歳児運動あそび（7/21、8/18、10/27、11/17）…市補助金 40,000 円 

 

イ．月例保育行事 

・誕生会…誕生カード、ブレスレット、フラワーバルーンプレゼント 

（4/延期 5/延期 6/23、7/16、8/26、9/15、10/26、11/25、12/14、1/25、2/18、3/10） 

    

ウ．保護者会と共催 

・納涼祭（中止） 

→園の保育の一環としてお祭りごっこに内容を変更 

 

エ．給食 

・園内菜園 

→ピーマン、ミニトマト、なす、小松菜、大根、人参、きゅうり、じゃがいも、ゴーヤ、

さつまいも 

・展示食（降園時展示食周りが密になるため中止） 

→毎日インスタグラムに給食の画像配信 

・クッキング(中止) 

・アレルギー/献立ミーティング（毎月）…クラス担任、看護師、栄養士、主幹 

・弁当日（月１回、8 月無） 

・幼児組…１号認定給食費（280×月の献立数） 

   ２号認定主食費（月 1500 円）副食費（月 5500 円） 

・保護者試食会（中止） 

・魚の解体ショー（中止） 

     

オ．保育業務内容 

・保育指導案立案 

→保育計画、年間、月、日、個人計画、支援計画等加配記録 

・行事計画 

→誕生会、園外保育届、お祭りごっこ、運動遊び、懇談会、お別れパーティー、卒園式 

・ヒヤリハット 

・事故報告書 

・会議記録 

→職員会議、乳幼児ミーティング・クラスミーティング、アレルギーミーティング、 

係のミーティング、主幹ミーティング、２園合同会議 

・園内清掃 

・クラス便り 



・個人ノート（乳児、一時、加配） 

 

オ．会議 

（１）職員会議（13：00～13：30、13ː30～14ː00） 

→4/30、6/25、7/27、8/30、9/27、10/26、11/25、1/28、2/25、3/26、 

・運動会について 9/13、9/14、9/16（9/16 のみ各クラス代表者） 

（２）園長・主幹会議 

→4/13・6/11・7/6・12/23・1/12、3/11 

 

カ．施設見学  

・入園希望 

・一時保育 

・採用受験希望 

 

キ．健康管理 

・園児対策…入園健康診断 （3/3）  

乳児組…内科検診（7/7、10/13、11/10、3/3） 

足型測定（年 1 回、年度末） 

幼児組…内科検診、（10/13、3/3） 

眼科検診（6/24） 

耳鼻科検診（11/9） 

視力測定 3 歳児（10/11）4 歳児（5/13）5 歳児（5/13） 

聴力検査 3 歳児（10/18）4 歳児（6/9）5 歳児（6/9） 

検尿（6/15、6/22） 

全 児…発育測定、爪、頭ジラミ調べ（毎月） 

歯科検診（6/29） 

午睡児チェック（毎日） 

 

・薬剤師 

水質検査（5/6） 

5 歳児手洗い指導（11/9） 

  照度検査（2/22）  

  空気環境検査（2/8） 

・職員対策 

検便（毎月） 

職員健康診断 



インフルエンザワクチン接種（11 月中） 

→園より補助金（1500 円） 

使い捨て不織布マスク、消毒用携帯ボトル配布 

 

ク．防災・防犯 

・防災訓練・避難訓練（火災、地震、警報、不審者） 

（4/23、5/26、6/15、7/15、8/30、9/14、10/21、11/9、12/27、1/10、2/25、3/16） 

・防災訓練給食幼児クラス 

→炊き出しはせず災害を想定して防災給食メニューを食べる（3/11） 

・防火設備点検…ニッショー（9/13）（3/15） 

・交通安全指導 

→交通安全教室 ビデオ視聴 

 

ケ．園外保育 

→10/19 バス遠足 5 歳児わくわくの郷  

 

コ．保護者対策 

・入園説明会 令和３年度（アトリオとねやまこども園 14 時～15 時）（3/3） 

・クラス懇談（中止） 

→クラスの様子を伝えるおたよりを配布  

・個人懇談 （12：00～18：30） 

0 歳児…2/2～2/4  1 歳児…1/11～1/14  2 歳児…（中止） 

3 歳児 1/17～1/21  4 歳児…1/24～1/28  5 歳児…1/31～2/4   

・園だより・給食だより・保健だより・クラスだより…配布 

・コロナ禍での保育について 

→国、府、市より連絡があるたびコドモン、掲示にてお知らせ 

・写真販売 

→リンクエイジ…クラス写真・修了写真 

・毎日の活動内容を各クラスのホワイトボードにてお知らせ 

→ポートフォリオ（遊びや生活、取り組みの様子を記録。毎日掲示） 

          

サ．環境取り組み 

・ゴミの分類、ペットボトル回収ボックス、インクジェット回収ボックス 

・レッツボランティア 

→刀根山４丁目公園清掃 ５歳児きりん組（12/14） 

         



（２）障害児保育事業 

3 歳児…1 名…加配 

5 歳児…1 名…加配 

支援計画作成 

              

（３）延長保育事業（延長保育一回、１時間 200 円） 

短時間  7:00～ 9:00  

     17:00～19:00  

 標準時間 18:00～19:00  

※時間外超過料金 19ː00 以降 10 分単位で超過毎に 500 円 

            

（４）一時預り事業 

ア．一般型 

   一日定員 5 名 （保育士 1 名）保育料 2200 円＋食事代 400 円（＋延長 200 円） 

   令和 3 年度新規登録…14 名  利用者数…延べ 48 人  

※緊急事態宣言中、まん延防止期間中及び園内感染者発生時、緊急一時利用以外

の受入れ中止。登録の面談も中止。 

イ．幼稚園型 

  1 号認定こどもが対象。 

  14 時以降 1 時間 200 円 

 

（５）地域活動事業  

・園庭開放…月曜～金曜 10ː00～12ː00 

・プールあそび（中止） 

・ミニうんどうかい（中止） 

・ベビーマッサージ（中止） 

・よちよち交流（１歳児中止） 

・ぴよぴよ交流（０歳児中止） 

・離乳食を作ろう（中止） 

・おいも会（中止） 

・もちつき（中止） 

・すくすくおはなしタイム 

→（7/13…子ども 7 名大人 7 名）…職員 2 名派遣 

   （2/8…中止） 

・こんにちは赤ちゃん（中止） 

・ひよこちゃん 



→9/22、10/13 2/9（中止）、3/9（中止） 

・誕生会（毎月） 

・スマイルサポーター…相談員３名在籍 

・アトリオマルシェ…新型コロナウイルス感染症拡大防止の為開催なし 

  

（６）校区内交流  

・刀根山地区会議（中止） 

・幼小保連絡会（中止） 

・刀根山地区運動会（中止） 

・小学校交流会（中止） 

・13 中地区地域教育協議会（16：30～17：30） 

→（9/27）園長 

・地域福祉ネットワーク会議（13：00～16：00） 

→（7/29、12/7）zoom 会議…主幹 

・刀根山地区納涼祭（中止） 

・刀根山公民館まつり 

→（12/4）子どもの作品展示 

・とねやまキャンドルナイト 

→（12/18）子どもの作品展示 

・ちびっこ先生になろう（中止） 

 

（７）ボランティア体験促進事業 

・中学生職場体験（中止）  

・刀根山高校生家庭科保育体験（中止）  

・大阪成蹊高校（中止） 

 

（８）実習受入 

・大阪医療看護専門学校（合計 30 名） 

→6/21（5 名）、6/22（5 名）、6/23（5 名）、6/28（5 名）、7/8（5 名）、7/9（5 名） 

・大阪成蹊短期大学（合計 12 名） 

→8/16～8/27（3 名）、2/21～3/4（3 名）、3/8～3/19（6 名） 

・大阪総合保育大学（合計 4 名） 

→6/7～6/18（2 名）、2/7～2/21（2 名） 

・梅花女子大学（合計 3 名） 

→8/23～9/4（2 名）、2/14～2/26（1 名） 

・箕面学園福祉専門学校（合計 1 名） 



→2/28～3/11（1 名） 

・相愛大学（合計 1 名） 

→2/17～3/3（1 名） 

・大阪青山大学（合計 1 名） 

→2/3～2/14（1 名） 

 

四．研修 

・豊中市民間保育園連合会 保育士研修会 

・外部研修会参加 

・園内研修 

 →人 権 研 12 月 4 日～12 月 24 日 ＷＥＢ視聴 

  「支えること、支えられるということ」～地域共生社会について～ 

  講師 村木 厚子氏（元厚生労働省 事務次官・津田塾大学 総合政策学部客員教授） 

・みなみおかとの公開保育 

 →7/19、7/21、7/26、10/13、1/26 

・運動指導「ザ・チャレンジ」9：30～11：30 講師：関西キッズスポーツ 

→毎月 2 回 

 

五．施設設備改善 

・ピアノ調律 

・樹木剪定 

・害虫駆除 

→葉刈、清掃、雑草抜き、ホール天井防虫駆除消毒 

・保育材料購入 

→絵本 玩具類、食器、マット、おもちゃ棚、オーディオ機器 

・感染症対策備品購入 

→使い捨てマスク、手指消毒液、iPad,トランシーバー、パソコン、ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ 

・床メンテナンス 

・網戸補修 

 

六．他機関へ協力 

・子ども家庭相談室 

→園児見守り 

・豊中警察 

→捜査協力 監視カメラ確認 5/31、6/1、2/24 

・豊中第 13 中学校 



→「届けよう服のチカラプロジェクト」 

   →「花いっぱいプロジェクト」 

 

七．コロナ対策 

・5 月 13 日～緊急事態宣言による母体保護のため妊娠中の職員自宅待機 

・幼児クラス園児マスク着用 

・厨房内のウイルスの持ち込みを防ぐため 

・厨房職員は園内の人との接触を最小限にするため職員室を通らず直接厨房に入る 

・給食室に入る職員を限定する 

・２歳児～５歳児クラス食事のテーブルにフェイスガード設置 

・テーブルの間隔をあけるため、幼児二部制で給食を食べる  

・職員は子どもと同じ空間で食事をとらない 

・職員ひとりひとり消毒液を携帯 

・コドモンにて園内感染状況のお知らせを配信 

 

八．神童福祉会（法人本部） 

（１）理事会 

→（5/31）15：30～16：30 Zoom 会議  

（2/28）15：30～16：30  Zoom 会議  

（6/16）16：00～16：30  Zoom 会議 

（２）評議員会 

→（6/16）15：00～16：00 Zoom 会議 

（３）アトリオ会議（理事長、園長、事務長） 

→（5/18、8/6 9/22 12/17 2/2）  

（４）職員採用に関する事項 

・動静調査 9/7～9/10…職員面談 9/23～9/28 

・就職フェア 

 →ベルサンテ 4/11（日）グランフロント 

→豊中こども財団 5/23（日）→7/3（土）に変更 グランフロント 

7/11（日） 豊中市文化芸術センター 

・採用試験（日程…受験者数）合計 16 名受験 

 （4/13…0 名）、（4/21…1 名）、（4/25…0 名）、（6/6…2 名）、（6/10…0 名）、（7/4…0 名） 

（7/25…4 名）、（9/5…4 名）、（10/3…0 名）、（10/31…2 名）、（11/21…0 名）、 

（1/12…1 名）、（1/24…0名）、（2/7…1名）、（2/13…1名） 

・新採用者 

 と ね や ま：正規職員…7 名、非常勤職員…1 名 



 みなみおか：正規職員…2 名、非常勤職員…3 名 

・退職者 

 と ね や ま：正規職員…3 名、非常勤職員…3 名 

 みなみおか：正規職員…3 名、非常勤職員…2 名 

・育児休業中の職員 

 と ね や ま：5 名 

 みなみおか：1 名 

（５）監査  

・外部会計監査（公認会計士） 

 →5/20、5/21、12/13 

・豊中市監査 

→1/19 に半日監査実施 

 と ね や ま：10：00～12：00 

 みなみおか：14：00～17：00 

（６）その他 

・理事長講話 

→7/9、12/9 

・Ｒ４とねやま担任及び園長就任発表 10；00～3/26 

新旧懇親会 3/26 アトリオホール 

14：00～14：30 クラス担任紹介・退職者挨拶（花束、記念菓子） 

        14：30～15：30 理事長講話（神童福祉会の成り立ち） 

        15：30～16：30 進級クラス準備等 

以上 

 

  

  



〈アトリオとねやまこども園〉 

令和４年度事業計画 

 

１．園児数 

（１）認可定員…110名 

（２）利用定員…110名 

【内訳】 

年 齢 クラス名 （認可・利用） 

定 員 

弾力化の上限

（受入可能人数） 

弾力化運用

（R4.2.1 現在） 

予定園児 

（一次内定時） 

0 歳児 ひよこ ６ ６ ６ ６ 

1 歳児 りす １８ ２０ ２０ ２０ 

2 歳児 うさぎ ２０ ２４ ２４ ２３ 

 1 号 2 号  1 号 2 号 

3 歳児 くま １ １９ ２６ ２６ ０ ２６ 

4 歳児 ぞう １ ２２ ２８（※） ２５ １ ２５ 

5 歳児 きりん １ ２２ ２８（※） ２６ ０ ２５ 

合計  １１０ １３２ １２７ １２６ 

※ 面積基準上はぞう 29 名、きりん 30 名まで受け入れ可能だが、その場合全体園児数が弾

力化上限の 120％（132 名）を超える。現在の定員数による上限は上記のとおり。 

 

 

  



２．職員数 

（１）必要配置数と実際の配置 

【公定価格上の必要配置数】           【加算対応の必要配置数（常勤換算）】 

 

項 目 人数 

（常勤換算） 

年齢別配置基準 

（内主幹保育教諭） 

１３（２） 

★主幹代替 ２ 

（うち 1 は非常勤可） 

園長 １ 

標準対応 １ 

調理員 ２ 

 

★非常勤可。 

 

（２）保育教諭 

ア．クラス配置（幼児は複数担任制） 

クラス名 人数 

（必置数） 

備考 合計 

ひよこ ２  ２ 

りす ４  ４ 

うさぎ ４ 加配…１ ５ 

くま ２ 加配…２ ４ 

ぞう １ 加配…１ ２ 

きりん １ 複担…１ ２ 

 

イ．フリー 

・朝パート（７：００～１０：００/週５）・昼パート（９:００～１３:００/週４） 

 ・昼パート（９:００～１３:００/週１）・長パート（８:３０～１６:３０/週２～3） 

・長パート（９:００～１７:００/週２～3 ・夕パート（１５:００～１９:００/週５） 

・夕パート（１３:００～１９:００/週５）・派遣職員（９：００～１８：００/週５） 

・派遣職員（１４：００～１８：００/週５） 

 

ウ．育児休業中…２（２０２３年４月１日復職予定） 

項 目 人数 

（常勤換算） 

★加配 4 

★学級編成 １ 

★チーム １．５ 

★療育支援 ０．１ 

★一時（一

般） 

１ 

★高齢者活

用 

０．７ 

★地域 ０．７ 

★アレルギ

ー 

０．５ 

★延長 ０．５ 

★一時（幼） ０．５ 



エ．常勤、非常勤、派遣職員の割合（保育教諭） 

 

※ 常勤１８名、非常勤 6 名、派遣職員 2 名 

※ 園長、主幹保育教諭、育児休業中は除く。 

 

（３）保育教諭以外の職員 

・看護師…1名 

・管理栄養士…1名 

・栄養士…２名（うち 1 名は育児休業中） 

（育児休暇中の正規職員は 2023 年４月１日復職予定） 

・調理師…１名（非常勤） 

・調理補助…２名（非常勤） 

・事務…２名（うち 1 名非常勤） 

・用務…１名（非常勤） 

・学校医（内科、眼科、歯科、耳鼻咽喉科…各１名） 

・学校薬剤師…１名 

 

（４）目標 

・昨年度に引き続き主幹保育教諭の擁立。 

・加算分の保育教諭（非常勤）の増員又は正規職員を雇用できるだけの歳入の確保。 

 

 

 

常勤

69%

非常勤（パート、

有期雇用）

23%

派遣職員

8%

常勤、非常勤、派遣職員の割合（保育教諭）

常勤 非常勤（パート、有期雇用） 派遣職員



３．保育事業について（※新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、適宜柔軟な対応をとる。） 

（１）一般保育事業 

 ア．保育事業 

  入園式、ふれあいフェスティバル、幼児組遠足（市補助）、園外保育、うんどう会、生

活発表会、つくってあそぼう（保育参観）、社会見学（５歳児）、卒園式 

 

イ．月例保育行事 

 誕生会、ザ・チャレンジ（幼児組運動遊び） 

 

ウ．保護者会との共催行事 

 デイキャンプ（５歳児）、納涼祭（全児）、卒園茶話会（５歳児） 

  

 エ．給食 

（ア）保護者試食会（年 2 回）、展示食、クッキング、弁当日 

（イ）1 号認定子ども（給食費＝280 円×月の献立食数） 

    2 号認定子ども（主食費：1,500 円、副食費：5,500 円） 

 （ウ）園内菜園 

【育てて食べる野菜】 

〇プランター 

・なす（5 月頃植え付け、7 月～10 月頃収穫） 

・ミニトマト（5 月頃植え付け、7 月～9 月頃収穫） 

・おくら（6 月頃植え付け、7 月～10 月頃収穫） 

・ゴーヤ（7 月頃植え付け、8 月頃収穫） 

・人参（7 月頃種まき、10 月頃収穫） 

・大根（8 月頃種まき、10 月～11 月頃収穫） 

〇アトリオ畑 

・じゃがいも（２～３月頃植え付け、5～6 月頃収穫） 

・さつまいも（6 月頃植え付け、10 月～11 月頃収穫） 

【園庭の恵みを収穫する果実】 

・柿（8 月～9 月頃収穫） 

・キウイ（11 月頃収穫） 

・はっさく（12 月頃収穫、2 月頃実食） 

・金柑（2 月頃収穫） 

  



 オ．保育業務内容 

 （ア）記録 

  保育指導案、ヒヤリハット、事故報告書、園外保育届、加配記録、行事案、ポートフォ

リオ、個人ノート（乳児、一時、加配） 

 （イ）会議 

  アレルギーMT、給食献立委員会、職員会議、研修報告会、幼児 MT、乳児 MT、代表

MT、メンターMT 

 （ウ）全般 

  園内清掃（園周りを含む）、園内消毒（おもちゃを含む）、備品整理 

 （エ）健康管理 

  〇園児対策 

   全児対象：内科検診、発育測定、爪チェック、頭ジラミ調べ、午睡確認 

   幼児対象：歯科検診、眼科検診、耳鼻科検診、検尿（4・5 歳児対象） 

   乳児対象：足形測定（年 1 回：年度末） 

  〇職員対策 

   検便（毎月）、定期健康診断、インフルエンザ予防接種（園補助上限 1,500 円）、メン

タルチェック 

 〇設備：AED 設置、各クラス空気清浄機完備 

 

カ．防災・防犯 

 避難・消火訓練（毎月）、総合訓練（年 1 回）、防災訓練（炊き出し） 

備蓄食…保存水 72ℓ（2026 年 2 月迄）、ビスコ、ハーベスト（2022 年 7 月迄） 

主任児童員による誘拐防止プログラム（いかのおすし） 

地域防災訓練（避難時の集合場所として） 

 

キ．交通安全指導 

 交通安全教室（年 1 回） 

 

ク．保護者支援 

 クラス懇談、個人懇談、保護者アンケート（行事感想文）、園だより、給食だより、保健

だより、ポートフォリオ、施設関係者意見交換会 

 

ケ．環境取り組み（豊中市協力） 

 環境出前講座受講、インクカートリッジ回収箱設置、ペットボトル回収箱設置 

 

 



（２）障害児保育事業 

２歳児…１名 

３歳児…２名 

４歳児…１名 

 

（３）延長保育事業 

 短時間：7:00～9:00、17:00～19:00 

 標 準：18:00～19:00 

 延長料金：200 円/１時間 

 超過料金：19:00 を超えた場合、500 円/10 分 

 

（４）一時預かり事業（一般型） 

  一日定員…５名（保育士 1 名） 

  利用料：保育料 2,200 円、食事代 400 円、延長 200 円 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、実施を検討する。 

 

（５）一時預かり事業（幼稚園型） 

 1 号認定子どもを対象とした預かり保育事業。 

 利用料：200 円/1 時間 

 

（６）地域活動事業 

【イベント】 

誕生会、ミニ運動会、おいも会、もちつき大会、プール開放、園庭開放（月～金）、 

ぴよぴよ（0 歳児交流）、よちよち（1 歳児交流）、離乳食講座、ベビーマッサージ、 

ベビーランチ会、発育測定、 

【校区内交流】 

刀根山小学校、刀根山高校、公園掃除（刀根山こころこども園）、とねやまこども園 

【地域福祉】 

こんにちはあかちゃん、ひよこちゃん、相談等の会場提供 

刀根山公民分館祭り作品参加・刀根山地区運動会 

蛍池図書館主催事業（すくすくおはなしタイム…出前保育） 

敬老の会 

アトリオマルシェ 

★スマイルサポーター（相談員 3 名在籍） 

 

 



（７）ボランティア体験促進事業 

 中学生職場体験（市内全域） 

 高校生・大学生等ボランティア活動 

  

（８）保育実習受入 

 〇保育士養成校 

  ・大阪成蹊、甲南女子、大阪総合保育、梅花女子、神戸松蔭…他。 

  ・同時受入枠の導入。同時受入 2 名まで。（幼児 1 名、乳児 1 名） 

  趣旨：実習生 1 人 1 人を丁寧に指導し、十分な力を身につけてもらう。 

保育実習の受入れ過多による通常保育への負担軽減。 

  〇看護師養成校（小児看護学） 

   

 （９）職員研修 

  処遇改善Ⅱの研修要件を充足し、必要な技能を習得してもらうため、下記の研修への計

画的な参加を促す。 

  ・豊中こども財団主催の研修 

  ・その他の外部研修への参加（リモート研修も活用） 

  ・ザ・チャレンジによる保育教諭への運動指導 

  ・園内研修（人権研修、公開保育） 

 

 （１０）施設整備改善事業 

  ・環境整備（園庭、遊具、玩具の整備や畑づくりなど） 

  ・樹木剪定、害虫駆除 

  ・汚水管洗浄、排水管洗浄 

  ・その他破損部分修理 

 

 （１１）施設修繕計画 

   大規模修繕（2011 年）を経て 10 年となり、建物や器具に経年劣化が見られる。建築

会社や設計会社などと連携し、長期的に安定した園運営のために必要な施設修繕を実

施していく。 

  ⇒2024 年度中に工事を行い、2025 年度開始時にはリニューアルする。 

     

 （１２）離職防止・採用強化 

  ・令和 3 年度の採用状況は一定の成果が認められたが、保育士不足を取り巻く環境に

変わりはないため、引き続き昨年度同様近採用対策の強化（就職フェアへの積極的参画）

に加え、離職防止対策を推進していく。 



  【具体案】 

・「豊中市保育士宿舎借り上げ支援事業」を利用し、中長期間の園での勤務を促す。 

  以上 

 


