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令和４年度「保育所（園）職員総合研修大会」実施要綱

１ 主題

「すべての人が子どもと子育てに関わりを持つ社会の実現」をめざして

２ 趣旨

新型コロナウイルス感染症拡大は長期化し、保育活動に大きな影響を与える中、保育所（園）、

認定こども園等は、保育の質を確保しながら保育を継続し、感染拡大防止と子育て支援に取り

組み、社会を支え続けています。

今後、少子高齢化と人口減少の進行により、人口減少地域においては利用児童数の減少が進

み、経営が困難となる保育施設が生じることも予想されます。一方、児童福祉法が改正され、

保育所（園）、認定こども園等には、地域の子どもと子育て家庭にとって身近な相談機関として

の役割が期待され、地域における子育て支援拠点として、その果たす社会的役割はますます重

要になっています。

このような中、令和 年度には「こども家庭庁」が設立されるとともに、「こども基本法」が

施行され、社会全体として子ども施策に取り組むことが期待されます。

令和 年 月に県内の保育園において送迎バスに取り残された園児が亡くなるという痛まし

い事故が起こってから１年余が経過しました。令和 年 月には、静岡県の認定こども園で同

様の事故が起こっています。本県では、子どもたちの安全を確保することが保育の基本である

ことを改めて確認し、このような事故を二度と繰り返さないための取組みを進めているところ

です。国においては、バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス

送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられています。

また、先般、静岡県の保育所において保育士による虐待行為が行われ逮捕されるという事件

が発生しました。このほか、富山県や宮城県においても不適切な保育が行われていたという事

案が発生するなど、全国で同様の事案が相次いでいます。このような事態は決してあってはな

らないことです。国では今後、保育所等における実態や各自治体における不適切な保育への対

応の実態を把握することとしています。

このような子どもの育ちと保育をめぐる状況の大きな変化を踏まえ、すべての子どもの最善

の利益の保障に向けた保育関係者の姿勢を広く社会に発信できるよう、「保育の専門性」や「保

育の質」及び「保育実践」の一層の向上を目指すことを目的として、「保育所（園）職員総合研

修大会」を開催します。

コロナ禍の下、令和２年度及び令和３年度はオンラインでの開催を余儀なくされましたが、

今回は、感染症拡大防止と社会経済活動の両立を図る観点から、参加者の一部を会場に参集す

るハイブリッド方式で開催します。

３ 主催

福岡県、福岡県保育協議会（北九州市保育所連盟、福岡市保育連盟、福岡県保育協会）

４ 開催日

令和５年２月２日（木）

５ 参加対象

県内保育所（園）、認定こども園の職員及び関係者（約１，０００名）

６ 開催方法

参加者のうち１００名を会場に参集し、他の参加者は会場からのオンラインライブ配信で参
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加していただきます。

○ 会場：ソラリア西鉄ホテル福岡８階「彩雲」（福岡市中央区天神 ‐ ‐ ）

○ 参加申込の際に、会場参加 オンライン参加の希望を取り、定員１００名を超えた場合

には、児童福祉功労者知事表彰対象者を優先した上、抽選で決定。

○ 後日、当日ライブ配信した映像の一部を で限定配信予定。

７ 大会プログラム

（１）式典

児童憲章朗読、福岡県知事表彰 など

（２）実践発表

・北九州市（保育士） あけぼの保育園 岡田 洋子

・福岡市（園長） ほっぺるランド六本松 濵砂 智子

・福岡県（主任保育士） 白梅保育園 酒井 都代子

（３）記念講演

【テーマ】

コロナに負けない歌の力

【講師】

シンガーソングライター、元保育者 新沢 としひこ 氏

８ タイムスケジュール

時 間 区 分 内 容
１２：３０～１３：００ 開 場 （オンライン入室も可能となります）
１３：００～１３：０５ 開会の辞

１３：０５～１４：００ 式 典

・開式の辞
・児童憲章朗読
・物故保育関係者に捧げる黙祷
・福岡県保育協議会会長式辞
・福岡県知事挨拶
・福岡県知事表彰
・来賓祝辞並びに紹介
・祝電披露
・閉式の辞

１４：００～１４：１０ 休 憩

１４：１０～１５：１０ 実践発表

①北九州市 保育士
あけぼの保育園 岡田 洋子

②福岡市 園長
ほっぺるランド六本松 濵砂 智子

③福岡県 主任保育士
白梅保育園 酒井 都代子

１５：１０～１５：２０ 休 憩

１５：２０～１６：４０ 記念講演
【講師】

シンガーソングライター、元保育者

新沢 としひこ 氏

１６：４０ 閉 会
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児 童 憲 章

昭和 年 月 日

宣 言

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、

すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境のなかで育てられる。

すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障

される。

すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭

に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害か

らまもられる。

すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を

自主的に果たすように、みちびかれる。

すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶようにみちびかれ、また、

道徳的心情がつちかわれる。

すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を

用意される。

すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受け

る機会が失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分

に保護される。

すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられ

る。

すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱いからまもられる。

あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、

適切な治療と教育と保護があたえられる。

すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と

文化に貢献するように、みちびかれる。
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全国保育士会倫理綱領

すべての子どもは、豊かな愛情のなかで心身ともに健やかに育てられ、自ら伸びていく無限の可能性を持

っています。

私たちは、子どもが現在 いま を幸せに生活し、未来 あす を生きる力を育てる保育の仕事に誇りと責任

をもって、自らの人間性と専門性の向上に努め、一人ひとりの子どもを心から尊重し、次のことを行います。

私たちは、子どもの育ちを支えます。

私たちは、保護者の子育てを支えます。

私たちは、子どもと子育てにやさしい社会をつくります。

（子どもの最善の利益の尊重）

１．私たちは、一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を積極的に増進する

よう努めます。

（子どもの発達保障）

２．私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身ともに健康、安全で情

緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むことを基本として、その健やかな育ちを

支えます。

（保護者との協力）

３．私たちは、子どもと保護者のおかれた状況や意向を受けとめ、保護者とより良い協力関係を築きながら、

子どもの育ちや子育てを支えます。

（プライバシーの保護）

４．私たちは、一人ひとりのプライバシーを保護するため、保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守り

ます。

（チームワークと自己評価）

５．私たちは、職場におけるチームワークや、関係する他の専門機関との連携を大切にします。

また、自らの行う保育について、常に子どもの視点に立って自己評価を行い、保育の質の向上を図ります。

（利用者の代弁）

６．私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受けとめ、子どもの立場に立って

それを代弁します。

また、子育てをしているすべての保護者のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割と

考え、行動します。

（地域の子育て支援）

７．私たちは、地域の人々や関係機関とともに子育てを支援し、そのネットワークにより、地域で子どもを

育てる環境づくりに努めます。

（専門職としての責務）

８．私たちは、研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努め、専門職としての責務を

果たします。

社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国保育協議会

全国保育士会

保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト
～「子どもを尊重する保育」のために～ 全国保育士会

※ このチェックリストは全国保育士会ホームページからダウンロードできます。「子どもを置き去りに

した保育」や「保育者の都合で進める保育」を行っていないかの自己点検に活用してください。

ご 挨 拶

福岡県知事 服部 誠太郎

令和４年度保育所（園）職員総合研修大会にご参加いただき、ありがとうございます。ま

た、児童福祉事業における長年のご尽力と多大なご功績により、栄えある表彰を受けられま

した皆さまに対しまして、心からお祝い申し上げます。

皆さまにおかれましては、日頃から保育活動に大変熱心に取り組まれ、子どもたちの健や

かな成長、そして子育て家庭の支援にご貢献いただいております。また、長期間にわたるコ

ロナ禍において、日々感染防止対策を講じながら保育現場の最前線でご尽力いただき、社会

と経済を支えておられます。

福岡県保育協議会の万田会長をはじめ、保育に携わるすべての皆さまに、心から御礼申し

上げます。

さて、本県では、県政を進めるにあたってのチャレンジの一つに「次代を担う人財の育成」

を掲げて、「人財」育成の基礎となるのは乳幼児期であり、皆さまには、その育ちを支える重

要な役割を担っていいただいております。

県としては、保育人材の確保やさらなる質の向上に向けて、多様化する保育ニーズに対応

するための研修の充実、福岡県保育士・保育所支援センターにおける就職支援に取り組むと

ともに、国に対して保育士の処遇改善の要望を行っています。さらに、今年度は、コロナ禍

における原油価格や物価の高騰への緊急対策として、光熱費や燃料費に対する支援を実施し

ております。

今年４月、こども家庭庁が創設されるとともに、「子ども基本法」が施行され、社会全体と

して子ども施策に取り組むことが期待されています。

県としても、健やかな成長に対する切れ目ない支援が受けられ、子どもの意見が尊重され

る「こどもまんなか社会」を目指してまいりたいと考えています。

これからも皆さま方と手を携え、未来を担う子どもたちの健やかな成長に向け、地域全体

で子育てを支え、応援する社会づくりを進めてまいりますので、皆さまのご理解、ご協力を

よろしくお願いいたします。

結びに、福岡県保育協議会のますますのご発展と、本日ご参加の皆さまのご健勝とご活躍

を心から祈念し、あいさつといたします。

令和５年２月２日

全国保育士会倫理綱領
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かな成長、そして子育て家庭の支援にご貢献いただいております。また、長期間にわたるコ

ロナ禍において、日々感染防止対策を講じながら保育現場の最前線でご尽力いただき、社会

と経済を支えておられます。
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上げます。
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結びに、福岡県保育協議会のますますのご発展と、本日ご参加の皆さまのご健勝とご活躍

を心から祈念し、あいさつといたします。

令和５年２月２日
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祝 辞

福岡県議会議長 桐明 和久

令和４年度 保育所（園）職員総合研修大会の開催を心よりお慶び申し上げます。

福岡県保育協議会の万田会長をはじめ、関係各位並びに職員の皆様におかれましては、日

ごろより保育を通じ、子どもたちの健やかな成長と、子育て家庭への支援にご尽力いただい

ておりますことに、深く感謝申し上げます。

また、本日、栄えある表彰を受けられました皆様におかれましては、永きにわたる保育へ

のご尽力とご功績に敬意を表しますとともに、心よりお祝い申し上げます。

さて、次代を担う子どもたちが良い環境の下で伸び伸びとたくましく育つことは、社会全

体の願いでございます。特に、乳幼児期の養護と教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培

う重要な役割を担っています。

しかし、近年、社会情勢や家庭・家族のあり方の変化、新型コロナウイルス感染症の影響

により、保育事業を取り巻く環境は大きく変化する一方で、保育ニーズはますます多様化し

ています。

また、令和５年度にはこども家庭庁が創設されます。社会全体で子ども施策に取り組むこ

とが一層求められるとともに、保育所の果たす社会的役割や重要性がさらに高まるものと思

われます。

このような中、保育に携わる皆様が本大会において、保育の質の向上を図るため、更なる

研鑽を積まれますことは大変意義深いことであり、心強く思います。地域の実情や多様な保

育ニーズに即した保育の充実につながりますことをご期待申し上げます。

県議会といたしましても、厚生労働環境委員会や子育て支援・人財育成調査特別委員会を

中心に、今後とも、子どもが健やかに成長できる社会づくり、そして、子育てを地域全体で

支え応援する社会づくりのため、鋭意努めてまいる所存です。

どうか皆様方におかれましても、豊富な経験を活かし、次代を担う子どもたちの育成に、

引き続きご尽力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、本大会が実り多きものとなりますことをお祈り申し上げますとともに、福岡県保

育協議会の今後ますますのご発展と、ご臨席の皆様方のご健勝を心より祈念いたしまして、

私からのお祝いの言葉とさせていただきます。

令和５年２月２日

ご 挨 拶

福岡県保育協議会

会長 万田 康

令和４年度保育所（園）職員総合研修大会を、今回は参加者の一部を会場に参集するハイ

ブリッド方式での開催となりました。皆様におかれましては、日頃より児童福祉の理念の下、

子ども達に深い愛情と熱意をもって健全育成に取り組まれるとともに、本協議会の事業推進

に格別のご協力とご支援を賜り心より感謝申し上げます。

また、栄えある県知事表彰を受けられる皆様方には、長年保育実践を重ねるとともに、保

護者等への支援を続けられてきたことに対し、敬意と感謝を申し上げ、心よりお祝い申し上

げます。

我が国の少子高齢化と人口減少の問題は、これまでの想定を超えた厳しい状況にあり、そ

の対策は国や社会・経済の存立基盤に関わる最重要課題です。子どもの育ちと子育て家庭を

支える保育施設は子育て支援の重要な要であるとともに、未来への投資として、また地方創

生に不可欠な社会資源です。しかし、人口減少地域においては利用児童の減少が進み経営が

困難となる保育施設がすでに生じています。保育機能が無くなることは、地域の消滅に繋が

りかねません。すでに人口が減少している地域、今後人口減少が予測される地域において保

育の場が確保され、真に必要とされる社会資源が失われないよう、実効性のある施策が必要

です。

子どもの育ちを保障し、子育て家庭を支援する為、真に必要とされる社会資源が維持・確

保できるよう、地方自治体が責任を持って保育を維持する必要があります。特に、人口減少

地域では、保育人材の確保を含め、地域の保育ニーズに即した保育の提供が緊急の課題です。

各地域において地方版「子ども・子育て会議」を活性化させて、地域の保育のあるべき姿を

明確にするよう働きかけていく必要があると思います。

また、新型コロナウイルス感染症が社会経済に大きな影響を与えました。働き方改革等、

私たちの価値観や生活様式も変わっていきます。ポストコロナ時代に向けた新しい保育の実

現と共に、社会のつながりを強め、地域で子育てを支え合う文化を醸成することも必要です。

結びに、本研修で得られた成果が、それぞれの保育現場での実践に生かされ、皆さんの議

論が深まり、子ども達の生命を育みながら、健やかな育ちを保障し、保育・子育て支援のさ

らなる充実につながることを期待しております。

令和５年２月２日
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大会祝辞

社会福祉法人

福岡県社会福祉協議会

会 長 酒 見 俊 夫

令和４年度保育所（園）職員総合研修大会の御盛会を心からお祝い申し上げます。万田会

長をはじめ福岡県保育協議会の皆様におかれましては、日頃から地域の子育て支援の中心と

して、子どもの健やかな成長のために御尽力いただいておりますことに深く敬意を表します。

今日、急速な少子高齢社会の進行をはじめ、核家族化や離婚などに伴う家庭の子育て力の

低下や地域における「つながり」の希薄化は、子育て中の親の不安や孤立を招き、児童虐待

や子どもの貧困など重大な社会問題の一因となっております。

このような中、国においては、来年度、すべてのこどもの健やかな成長を社会全体で後押

しするための新たな司令塔として「こども家庭庁」が設置されます。保育所（園）と関わり

の深い乳幼児期の成長過程においても、これまで以上に、こどもの視点に立った包括的な支

援が期待されるところです。

また、福岡県では、保育人材の確保策として貸付制度を設け、その運営を本会が担ってお

ります。在学生を対象とした修学資金や潜在保育士の就職準備金、保育補助者雇上費などの

貸付事業を通じて、保育人材の確保並びに保育所（園）運営の安定に資するとともに、現場

で頑張る保育士の皆様の負担軽減の一助となるよう適正な事業実施に努めて参る所存です。

皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

本日の研修大会は、県内の保育関係の皆様が一堂に会され、『｢すべての人が子どもと子育

てに関わりを持つ社会の実現｣をめざして』をテーマに研鑽を深める誠に意義深い大会になる

ものと期待しております。本大会を通じて、関係の皆様方がさらに連携を強め、様々な機関

や団体と協働され、子どもを安心して生み育てられる環境づくりが大きく進展することを強

く願っております。

結びに、永年の御功績により、栄えある表彰を受けられました皆様方に心から敬意を表し

お祝い申し上げますとともに、貴協議会の益々の御発展を祈念申し上げまして、お祝いの言

葉といたします。

令和５年２月２日
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（敬称略）

番号 市郡名 保育所名 職　種 氏　　　名

北九州市 門司保育所みどり園 保育士 宮原　知子

北九州市 北方保育所 保育士 平迫　洋美

北九州市 三萩野保育園 主任保育士 藤波　留美

北九州市 萩原保育園 主任保育士 畠山　理恵

北九州市 陣原保育所 保育士 大重　純子

北九州市 陣原保育所 保育士 松田　　薫

北九州市 れんげ心の花保育園 保育士 花田　美佐子

北九州市 千防保育所 保育士 田中　朋江

北九州市 北方保育所 保育士 柳井　仁美

福岡市 順和保育園 保育士 森　　浩美

福岡市 あゆみらい保育園 保育士 山下　まゆみ

福岡市 やまびこ保育園 保育士 迎　小代美

福岡市 順和保育園 保育士 筒井　久美

福岡市 静ヶ丘保育園 保育士 津留　智子

福岡市 第２ひまわり保育園 保育士 松原　多恵子

福岡市 順和保育園 保育士 安田　素子

福岡市 松翠保育園 保育士 堀田　佳代

福岡市 田島保育園 保育士 髙田　紀子

福岡市 静ヶ丘保育園 保育士 松尾　幸子

福岡市 やまびこ保育園 保育士 小川　美智子

福岡市 原西保育園 保育士 竹下　紀子

福岡市 香椎浜保育園 保育士 勝山　尚美

福岡市 やまびこ保育園 保育士 広瀬　みゆき

福岡市 第２ひまわり保育園 保育士 松永　愛子

福岡市 光の園保育園 保育士 德地　寿美

（１）知事表彰状被授与者
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（敬称略）

番号 市郡名 保育所名 職　種 氏　　　名

福岡市 信和保育園 保育士 岩崎　知子

福岡市 第２ひまわり保育園 調理員 松本　純子

福岡市 こぐま保育園 保育士 木下　千保美

福岡市 第２ひまわり保育園 事務員 志賀　英子

福岡市 第２ひまわり保育園 保育士 柳田　留美

福岡市 大濠保育園 保育士 石井　淳果

福岡市 平尾保育園 主任保育士 洞　　美樹

福岡市 高美台保育園 保育士 白石　泰子

福岡市 ナーランダ保育園 保育士 新森　良恵

福岡市 内野保育園 保育士 星野　美千代

福岡市 ひかり保育園 保育士 波多江　正子

福岡市 星の子保育園 保育士 星野　節子

福岡市 やまびこ保育園 保育士 米村　佳子

福岡市 西都保育園 主任保育士 山浦　加奈代

福岡市 大濠保育園 保育士 床田　清華

宗像市 日の里東保育園 保育士 治部田　厚江

福津市 福津市立大和保育所 保育士 川﨑　敦子

糟屋郡 粕屋町立仲原保育所 保育士 橋口　京子

糟屋郡 粕屋町立仲原保育所 保育士 阿部　里美

朝倉市 ひろにわ保育所 保育士 澁谷　直美

朝倉市 馬田保育園 保育士 草場　冨美子

久留米市 保育所草康園 保育士 古賀　悦子

久留米市 善導寺保育園 主任保育士 島原　亜希子

遠賀郡 岡垣町立中部保育所 主任保育士 廣瀬　香代
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（敬称略）

番号 市郡名 保育所名 職　名 氏　　　名

北九州市 三萩野保育園 保育士 萩山　小夜子

北九州市 認定こども園本城西保育園 保育士 和田　貴子

北九州市 鴨生田保育園 副主任保育士 比江島　有美子

北九州市 篠崎保育園 主任保育士 冨田　亜紀

北九州市 千防保育所 保育士 徳安　香絵

北九州市 東筑保育園 保育士 矢部　朋美

北九州市 則松保育園 保育士 永奥　理恵

北九州市 三萩野保育園 調理員 石橋　洋子

福岡市 内浜保育園 主任保育士 桑原　幸子

福岡市 順和保育園 保育士 渡辺　恵子

福岡市 内浜保育園 保育士 加耒　千恵子

福岡市 あゆみらい保育園 保育士 平松　佐知子

福岡市 信愛保育園 保育士 椿　　陽子

福岡市 平尾保育園 保育士 吉岡　泰子

福岡市 内浜保育園 保育士 久保田　七恵

福岡市 第２ひまわり保育園 保育士 内田　絵美子

福岡市 新星保育園 保育士 吉田　郁恵

福岡市 田島保育園 保育士 吉田　　幸

福岡市 内浜保育園 保育士 福田　由美

福岡市 静ヶ丘保育園 保育士 石井　繭子

福岡市 内浜保育園 保育士 吉崎　　恵

福岡市 順和保育園 栄養士 廣田　友美

福岡市 新星保育園 栄養士 森田　香代子

福岡市 芙蓉保育園 保育士 田中　美香

福岡市 新星保育園 保育士 村上　紀久美

（２）知事感謝状被授与者
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（敬称略）

番号 市郡名 保育所名 職　名 氏　　　名

福岡市 新星保育園 保育士 吉井　多恵子

福岡市 平尾保育園 保育士 小林　玲子

福岡市 内野保育園 保育士 岡本　幸代子

福岡市 原西保育園 保育士 松尾　伸子

福岡市 のぞみ保育園 保育士 中村　量子

福岡市 芙蓉保育園 保育士 大江　倫子

福岡市 ナーランダ保育園 保育士 手嶋　智恵子

福岡市 城浜保育園 保育士 竹山　美紀

福岡市 あゆみらい保育園 主任保育士 中島　美雪　

福岡市 えんぜる保育園 保育士 崎山　葉子

福岡市 のぞみ保育園 主任保育士 一ノ瀬　眞由美

福岡市 まごころ保育園 保育士 桑原　由美子

福岡市 オリーブ保育園 保育士 鬼武　ユカ

福岡市 北崎保育園 保育士 荻原　美智代

福岡市 オリーブ保育園 保育士 寺嶋　差代

福岡市 芙蓉保育園 保育士 水田　悦史

福岡市 松翠保育園 保育士 古江　喜代美

福津市 福津市立大和保育所 保育士 渡辺　誠一

糟屋郡 タンポポ保育園 園長 貞方　尚子

糟屋郡 宇美タンポポ保育園 副園長 吉村　陽子

糟屋郡 宇美タンポポ保育園 園長 吉村　幸也

糟屋郡 宇美町立早見保育園 保育士 泉　　尚子

糟屋郡 宇美町立早見保育園 保育士 安楽　真美

糟屋郡 宇美町立早見保育園 保育士 山﨑　和子

糟屋郡 粕屋町立仲原保育所 主任保育士 髙井　博章

春日市 若竹保育園 主任保育士 辻󠄀󠄀田　妙子辻田  妙子
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（敬称略）

番号 市郡名 保育所名 職　名 氏　　　名

春日市 若竹保育園 保育士 蓑田　里果子

春日市 若竹保育園 保育士 中野　敦子

春日市 若竹保育園 栄養士 小野　真都美

久留米市 保育所草康園 保育士 正木　清美

久留米市 保育所草康園 調理士 末吉　夕子

久留米市 保育所草康園 保育士 古賀　佳代

柳川市 二ツ河保育園 保育士 古賀　恵美

遠賀郡 山びこ保育園 保育士 大野　美佐紀
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実 践 発 表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あけぼの保育園 保育士  岡田 洋子 
（北九州市）  
 
ほっぺるランド六本松 園長  濵砂 智子 
（福岡市） 

 
白梅保育園 主任保育士 酒井 都代子 
（福岡県） 

 
 
 



社会福祉法人 愛育会  あけぼの保育園 

• 本園は「ゆとりある充実した活動を通して、心身の発達を助長する」という

園目標のもと、昭和48年4月1日に創立。今年創立50年を迎える。 

あけぼの保育園は「もう一つのお家」 

スローガン 

「キラキラ ひろがる えがおのわ」 

 

【園舎】      【いつも子どもたちを 
           見守っている仲良し地蔵】 

 

     

 社会福祉法人  愛育会 

   あけぼの保育園 

 

 保育士   岡田 洋子 

子どもの成長と発見を共有する       
        おさんぽマップ作り 
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（ ねらい ） 

・ 相手の話を聞き、自分の思いをきちんと言葉にすることが出来るように 
   なる 

（ 取組み ） 

・ 感染対策をおこない、園外散歩を多く取り入れる 

・ 保育ドキュメンテーションを通して、子どもが活動を振り返り 
                  自己表現する楽しさにつなげていく 

・ 保護者が園に入れないことで、園での子どもの取り組みや様子が 
                       伝わりづらくなった 

・ 消毒を徹底したり、密を避けた遊びの工夫をしたりしている 

（ 今年度の年長児の姿 ） 

・ 自分の思いが上手く相手に伝えられずに、困っている様子がある 

・ 相手の思いを聞かずに自分の思いを主張する様子がある 

・ 年長児になったことでの期待が高まっている 

新型コロナウイルス感染対策をおこなう中で・・・ 
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・ 地図を見て周辺の公園を知り、散歩を計画する 

・ 何を載せたいのかを話し合う 

（ 園外散歩を計画 ） 

おさんぽマップを作成することにする 

子どもの提案「他のクラスの
友だちにも知らせたい」 

・ 職員で保育所保育指針を見直し、共通理解する 

・ 保育ドキュメンテーションを学ぶ 

（ 園内研修 ） 

参考文献 
 「日本版保育ドキュメンテーションのすすめ」  
 大豆生田啓友 おおえだけいこ 著  小学館 
  
 「保育の質を高めるドキュメンテーション 園の物語りの探究」 
 秋田喜代美 松本理寿輝 監修  中央法規出版 
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（ 園外散歩後 ） 

・ 散歩での出来事を話し合う 

・ 子ども達とおさんぽマップを作る 

（ 園外散歩に行く ） 

・ 公園では、気づいたことを保育者や友だちに 
               伝える姿が多くみられる 
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園外散歩やおさんぽマップの作成の様子を保護者が 
                  送迎時に見えるところに掲示 

園内研修で、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿のどの項目が 
              当てはまっているのかを付箋で貼り職員で共有する 
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（ 発表を終えて ） 

・ 家族で公園へ行き、自信をもって説明する姿が見られた 

・ 年下の友だちにも自信をもって関わり 
      公園でエスコートしている 

（ おさんぽマップを使って、生活発表会で発表する ） 
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（ 今後 ） 

・ 今回、園内研修を定期的に行う事で、各クラスの取り組みなどの情報を 
職員全員で共有できた。引き続き情報交換を行っていく。

 また、新型コロナウイルスの状況により、少しずつ行事等 変化している
ものもあるが、新しい生活での配慮点等を、今後も子どもの育ちを真ん中に
職員間で情報を共有し、検討を重ねていく

・ おさんぽマップを作った子ども達は、今回の経験で自信をつけ 
   小学校へ進学しても、新しい環境で自分の思いを伝えたり、相手の 
   思いを聞いていけるように残りの期間も丁寧に接していきたい。

         （ まとめ ）  

・ おさんぽマップを通して、子どもから沢山の意見や工夫が 
  出てくるようになった 

・ 自分の意見を発信したり、相手の話を聞いたりする事で、実現していく 
   喜びを味わい自信へとつなげている 

 保育者  

子ども 

・ 子ども達の思いに耳を傾け、柔軟に対応できた 

・ 園内研修を重ねることで、職員間で意見交換がしやすくなった 

・ 保育の見直し、計画へとつなげられるようになった 
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株式会社が運営する保育園

• 全国に 園
• 福岡には認可保育園 園
• 小規模保育所 園

平成 年 月開園
ほっぺるランド六本松保育園
定員 名
歳児 名 歳児 名 歳児 名
歳児 名 歳児 名 歳児 名

職員間の共通理解と自己評価  

株式会社テノ コーポレーション
ほっぺるランド六本松
園 長 濵砂 智子
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月　日 内　　容 受付者

電　話　連　絡　票

氏　名　　

①職員への共有・確認

＊毎朝、主任保育士か園長が ： からクラスを回り、
子どもの登園人数・欠席者の確認を行う。

＊朝の時間に電話連絡が入っている子どもの伝達や欠席
理由の確認を行い、各担任と共有する。

当初は電話を受けた先生がメモを残して、各担任に連絡を
していたが、伝達忘れがあったため、連絡簿を作り
必ず記入するようにして、主任保育士や園長がクラスを回る
時に受け取り確認して、担任に伝達するようにしている。
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共有ノート実例

②職員への共有

〇共有ノートの活用
• 伝達事項を箇条書きにして伝える
• 事務室に共有ノートを置いて毎朝、目を通してもらう

※全職員に共有する内容を記載
• 感染症などの病気や怪我の状況やご家庭の連絡
• 行事や提出物事項
• 行事担当・各係りの職員からの連絡事項
• 気象状況に伴うシフト変更
• 園長会や主任会での内容や伝達事項
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毎月の課題について
・本社から毎月メールで課題が送られてくるので、副主任が中心に
なって、保育士や調理員は内容を確認して、意見を出し合ったり、
考えたりする機会を設けている。

・この場では、保育の共通認識の確認や困った時の対応の相談など
話せる場にもなってきている。

・課題だけではなく、イイネ！ （素敵だな、イイネ と思っ
た
職員の選出も設けていて、職員のモチベーションアップにもつな
がっている。
意見に上がった問題等は、園長や主任にも共有して、一緒に考え
改善につなげている。

③昼礼・回覧

• 緊急な伝達や行事前に確認しておきたいことがある場合は、
各階ごとに昼礼を行ったり、文章を回覧して、職員に共有
している。

〇内容としては
• 感染症の連絡やその後の対応、消毒やシフトや配置の変更
など。

• 行事前の準備時間や役割分担の確認、変更など。
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保護者ご利用アンケート

〇１年に１回、保護者にアンケートを実施して
いる。

より良い保育サービスの提供を進めるにあたり、
行っている。
昨年からは紙ベースではなく、お手持ちのスマ
ホで コードを読み取って、クラス名だけ選択
とし、無記名で回答していただいている。
回答結果と返答は集計後、保護者に配布してい
る。
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職員の個人目標設定と自己（人事）評価について

〇令和 年度からパソコンやスマホを使って、個人目標の設定
と自己（人事）評価を行っている。

・自分で目標設定をして、達成に向けて取り組む。
・最低 年間に 回面談を行い、保育や今後について等、
職員一人ひとりと話す場を設けている。

・自己評価した上で、園長からフィードバックを受け、
モチベーションの向上につなげてもらう。
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年度 株式会社テノ．コーポレーション
ほっぺるランド職員向け 人事評価制度目標設定のためのワークシート

園 ：ほっぺるランド六本松＿
ｽﾀｯﾌ ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏名 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●評価制度目標設定のためのワークシートについて●
ほっぺるランドでは、みなさんの日々のお仕事が有意義なものになるように、そして、みなさんが今後の多様なキャリア設定をイメージできるように、人事評価制度を導入します。
そのうえで、みなさんが有意義な仕事をするには、会社や園の目標と連動したあなたの目標を設定して、それを上長とすり合わせることが重要です。
このワークシートを活用いただき、あなたご自身の「ありたい姿（ビジョン）」及び「今年の目標」を設定しましょう。

評価期間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
査定期間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●園のありたい姿（ビジョン） ３年～５年後のイメージ

・園児数を定員数確保できている。
・一人一人の職員が笑顔で生き生きと過ごせている。

●今年の園の目標

・十分に養護が行き届いた環境の下にくつろいだ
雰囲気の中で子どもたちの様々な欲求を満たし生
命の保持及び情緒の安定を図れるように努めてい
く。

●あなたが、今の職場でできることを考えよう

・
・

●あなたが、今の職場でやりたいことを考えよう

・

●あなたが、今の職場で求められていることを考えよう

・

管理職になる

・園長先生になる
↑

・主任になる

専門性を磨く

・保育カウンセラーになる
・読み聞かせのプロになる
・活動支援員としてアドバイ

ザーになる
・栄養士の資格を取る
・簿記の資格を取る

等

運営サイドになる

・本部にて、園の管
理・監督担当になる

・本部にて教育担当に
なる

本部
スタッフに

転身

②へ

□参考① 保育理念 等

■ステップ①：企業理念を再確認しよう ■ステップ②：園のありたい姿、目標を把握しよう ■ステップ④：あなたのありたい姿（ビジョン）、今年の目標を設定しよう

■ステップ③：あなたのありたい姿（ビジョン）、今年の目標
設定の前に考えてみましょう

ありたい姿（ビジョン）

○解説○
ありたい姿を明確にするには、自分ができる

こと、やりたいこと、求められていることの３
つをそれぞれに整理し、この３つが重なり合う
部分をはっきりさせることが大切です。
右側の『保育理念等』 や、『「キャリアアップ
の道筋」のイメージ案』を参考にしながら、下
の枠にそれぞれ記入してみましょう。

□参考② 「キャリアアップの道筋」のイメージ案

○留意点○
あくまでイメージ案ですので、こちらにない職種等でも全く問題ありません。あなたのできること、やりたいこと、求められてい
ることをイメージするうえで、参考としてください。

●あなたのありたい姿（ビジョン） ３年～５年後のイメージ

○保育理念
子どもには、安全な環境の中で身体的・精神的発
達が得られる養護と教育が一体となった保育を提
供します。
家庭のワークライフバランスを実現できる育児支
援を行い、地域の人々や関係各機関と 連携し、未
来を担う子どもの成長を共に喜び合います。

○保育目標
生きる力を育てる思いやりのある豊かな心と個性
を育む友達と協力する力を養う豊かな想像力や創
造力、好奇心を育む

○子ども像
自分でできることの範囲を拡げながら、意欲的に
取り組む子ども
・楽しく遊ぶ子ども
・食べることを楽しむ子ども
・創意工夫し、最後までやり遂げる子ども
・友だちや保育士等と協力して、できることを増
やす子ども

集団の中で生き生きと活動し、仲間を大切にでき
る子ども
・思いやりのあるやさしい子ども
・楽しさを分かち合える子ども
・ありがとうを言える子ども
・ごめんなさいを言える子ども

様々な体験を通して感動し、伸び伸びと表現でき
る子ども
・感動を表現できる子ども
・考えたことを表現できる子ども

●今年の個人の目標（ 個～最大 個）
・目標は、箇条書きにて、具体的で客観性のある記載としてください。
・目標の難しさを難度（高 中 低）で記載してください。
・目標が複数ある場合、重要度をｳｪｲﾄで表現してください。（合計１０になるように）

難度
（高 中
低）

ｳｪｲﾄ
（合計
１０）

①

②

③
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まとめ

・子ども達や園に関わる連絡や業務内容の変更の伝達等、
その時々に共有しておかないといけない事は全員が
把握できるようなやり方で共有していくことで、子ど
も達へより良い保育の提供や保護者との信頼関係に
も繋がる。
また、日々職員同士で考えたり、意見交換をする事で
色々な考えを知り、保育の幅が広がったり、チーム
ワークが生まれる。

・人事評価は振り返りの確認や評価、今後の目標設定に
必要ですが、面談時に保育の方向性を確認しながら、
保育の質の向上や人材育成に繋がるように、今後も
職員一人ひとりを認めて、力を発揮できる環境を作っ
ていきたいと思います。
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ご清聴ありがとうございました

－ 32 －



紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

朝倉郡 
筑前町 

朝倉郡 
東峰村 

紹介

主題

具体的な内容

制作と製作

実践記録

アンケートの結果

４の取り組み

おわりに

「朝倉郡保育協会保育士会」

実践報告

朝倉郡保育協会保育士会
社会福祉法人 うら梅の郷福祉会

白梅保育園 主任保育士
酒井都代子
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主任保育士 

朝倉郡保育士会 

主任保育士 

給食研修  

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

年齢別研修  

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

調理師 栄養士 

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

○小石原保育園 

○美星保育所 

○篠隈保育所 

○美和みどり 
  保育所 

○なずな保育園 

○アイグラン 
 保育園朝日 

○あさひ保育園 

○白梅保育園 

筑前町 

東峰村 
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紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

研修内容の方法 

1．講師を招いての研修 

2．保育指針の共通理解 
 3．保育実践の記録の充実 
 

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

「子どもの主体性を 
  大切にした保育実践」     

～絵画造形活動を通して～ 
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朝倉豪雨災害 Ｈ29年7月5日 校舎間を埋め尽くす流木

被災直後の松末小学校

乙石川校舎１階に流入

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

H29年６月 朝倉郡保育協会総会にて 

           
講 師：上村 初美先生 
「改定 保育所保育指針について」 
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Ｒ
1
，
10
月 

第
２
回 

年
齢
別
研
修 

 
 

５
歳
児
公
開
保
育 

白
梅
保
育
園 

R1,8月 第1回 年齢別研修 
2歳児公開保育実施 なずな保育園 

講師 九州大谷短期大学  
   恒賀康太郎先生 

「乳幼児の身体の発達と絵画活動の成長」 

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

講師 九州大谷短期大学  
   内山秀樹先生 

「乳幼児の絵画について」 

H29,10月・H30,6月 

R1,6月・11月 
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改 善 策

②「子どもの姿から気付いたこと」
「次回への展開」に変更

①取り組みの趣旨を共通理解

③実践報告書に園長・主任の押印欄を
設ける
④年齢別研修に主任がオブザーバー
として参加する

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

課 題

②実践報告を出さない園がある

①報告書を書く時間がない

③全園の足並みが揃わない

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

④取り組みの趣旨の共通理解が不十分
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紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

マ
ス
ク
生
活
始
ま
る
！

令
和
２
年
度

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

旧 実践報告書 新 実践報告書
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紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

年度の実践記録

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

ゴールが用意 
されている活動 

せいさく 

制作  製作 
ゴールがないもの
を生み出す創造 

R3年度 オンライン会議の導入 
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紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに
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紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

設計図

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに
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紹介 主題 具体的な内
容 制作と製作 実践記録 アンケート結

果
４の取り組
み おわりに

事後の活動 新たな展開

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

－ 43 －



紹介 主題 具体的な内
容 制作と製作 実践記録 アンケート結

果
４の取り組
み おわりに

紹介 主題 具体的な内
容 制作と製作 実践記録 アンケート結

果
４の取り組
み おわりに
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紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

紹介 主題 具体的な内
容 制作と製作 実践記録 アンケート結

果
４の取り組
み おわりに
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アンケート 

対  象 朝倉郡保育士会全保育士 

回答人数 ９８人 

実  施  日 ２０２１年１２月  

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに
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1.保育所保育指針を読み内容を理解していますか。 
いつもできている

大体できている

時々できていない

全くできていない

記入なし

6.制作と製作の違いが分かりその違いを意識して保育を行っています
か。 

いつもできている

大体できている

時々できていない

全くできていない

記入なし

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

いつもできている 大体できている 時々できていない 全くできていない 記入なし

2.子どもが表現しようとしている気持ちを受け止めていますか。 

3.保育士が求める「作品作り」ではなく子どもの思いが表現できる            
活動を行っていますか。 

4.急がせるような言葉かけをせず、子どもの活動時間を十分に確保して
いますか。 

２

いつもできている 大体できている 時々できていない 全くできていない 記入なし

いつもできている 大体できている 時々できていない 全くできていない 記入なし

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

９６

９０

９７
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取り組みの成果 

紹介 主題 具体的な内
容 制作と製作 実践記録 アンケート結

果
４の取り組
み おわりに

記録をとる事で頭の中が明確になった。

活動の展開が思いつきやすくなった。

「制作」の方が発想力を発揮する子どもの満足度が高い。

作った作品なのか、作られた作品なのか分かるようになった。

16.朝倉郡での取り組みが自分自身の保育を振り返る(見直す) きっか
けとなりましたか。 

いつもできている

大体できている

時々できていない

全くできていない

記入なし

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに
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作品

設計図

感触あそび こいのぼりの
設計図作成中

色水あそび

感触あそび

 
今後の課題 

•全職員に向けて保育指針研修 

•環境設定の研修 

•「遊びの中に学び」を保護者
に伝えていく 

•保育士の仕事の魅力発信 

紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに
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紹介 主題 具体的な内容 制作と製作 実践記録 アンケート結果 ４の取り組み おわりに

ご清聴ありがとう
ございました

う

ちくちゃん♡ とほっぴ♡

花火制作

はじき絵

色氷あそび

たこ焼き屋さん
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記 念 講 演 
 
 
 
～コロナに負けない歌の力～ 

 
 
 
 

教 授 
シンガーソングライター・元保育者 
新沢 としひこ 氏 

 



記念講演

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新沢 としひこ 氏 プロフィール 

 
新沢としひこ（しんざわとしひこ） 

 
シンガーソングライター、元保育者、神戸親和女子大学客員教授、中部学院大学客員教授、

こどもの歌研究所所長 
学生時代よりライブハウスで音楽活動を始める。東京の保育園で保育者を経験した後、数多

くのＣＤや楽譜集を発表。1991 年デュオグループ「Mr.ユニット」で CD デビュー。1993 年

に解散後、ソロを中心にした活動を開始。現在はソロコンサートやジョイントコンサート、

保育講習会の講師として活躍するかたわら、ＣＤ制作のほか児童文学の執筆や絵本を出版す

るなどマルチに才能を発揮している。 
代表作『世界中のこどもたちが』は、小学校の教科書に採用され、カバーも多数。2011 年 3
月には『さよならぼくたちのようちえん』が芦田愛菜主演のテレビドラマの主題歌に採用さ

れたほか、つるの剛士のアルバムに『にじ』『ともだちになるために』が収録されるなど、そ

の楽曲に注目が集まっている。また、ソロ作品『みちくさ』は世代を超えて好評を博してい

る。 2014 年に「Mr.ユニット」が復活。3rd アルバム CD「Re:frain」をリリースし、活動

を再開中。2018 年 7 月こどもの歌研究所を設立。 
木山裕策と新ユニット「CHOPSTICKS」を結成し、2021 年 9 月 8 日には『箸やすめ～青春・

卒業・恋 シャイニー&ハーモニー』で CD デビュー。 
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「コロナに負けない歌の力」

コロナでみんなでふれあったり、大きな声で歌ったり、

することが制限されてきました。

人間にとって、誰かとふれあうこと、大きな声を出すこ

とはとても大切なことです。

子ども達にその力をよみがえらせるという大きな役目が

保育園のみなさんにはあると思います。

まずは子どもたちに関わるみなさんが元気になることが

一番ですね。

みなさんに会えるのを楽しみにしていました。

この講演で、マスクで衰えてしまった表情筋をいっぱい

使って、笑って、歌って、遊びましょう！

新沢としひこ
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－　メ　　モ　－

 

 

「コロナに負けない歌の力」

コロナでみんなでふれあったり、大きな声で歌ったり、

することが制限されてきました。

人間にとって、誰かとふれあうこと、大きな声を出すこ

とはとても大切なことです。

子ども達にその力をよみがえらせるという大きな役目が

保育園のみなさんにはあると思います。

まずは子どもたちに関わるみなさんが元気になることが

一番ですね。

みなさんに会えるのを楽しみにしていました。

この講演で、マスクで衰えてしまった表情筋をいっぱい

使って、笑って、歌って、遊びましょう！

新沢としひこ
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