
芦屋市立幼稚園・保育所のあり方について 

１ 旧芦屋市立幼稚園敷地における幼保連携型認定こども園整備について 

 (1) 旧市立朝日ケ丘幼稚園敷地（あいさいこども園（予定））の整備について 

 (2) 旧市立伊勢幼稚園敷地（いせ虹こども園（予定））の整備について 

２ 市立保育所（打出・大東）民間移管に係る合同保育について 

３ 市立精道・西蔵こども園に係る移転・開園について 

４ （参考資料）市立幼稚園・保育所のあり方 

                                 以 上  

資料４ 
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旧市立朝日ケ丘幼稚園敷地（あいさいこども園（予定））の整備について 

１ 設置者等 

設 置 者 社会福祉法人 山善福祉会 

施 設 管 理  幼保連携型 

位    置 芦屋市朝日ケ丘町４９９番１，４９９番２，５００番の一部 

運営開始予定 令和４年４月１日※

 ※ 変更予定。別紙「あいさいこども園開園時期について」参照

２ 開園日等 

開園日 

１号認定子ども 

月曜日～金曜日 

※土曜日，日曜日，祝日，長期休業期間（春，夏，

冬）は休園 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

月曜日～土曜日 

※土曜日は保育が必要な場合のみに限る 

※日曜日，祝日，年末年始（１２月２９日～１月３

日）は休園 

教育・保育の 

提供時間 

１号認定子ども ９：００～１４：００ 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

保育短時間利用 

９：００～１７：００ 

※平日（月曜日～金曜日）は延長保育を実施（８：

００～９：００，１７：００～１９：００） 

保育標準時間利用 

７：００～１８：００ 

※平日（月曜日～金曜日）は延長保育を実施（１８：

００～１９：００） 

実施する 

特別保育事業 

・一時預かり事業（幼稚園型） 

（８：００～９：００，１４：００～１７：００） 

・延長保育事業 

・インクルーシブ教育・保育事業 

・病後児保育事業（体調不良児対応型） 

食事の提供 自園調理による給食（アレルギー対応あり） 

教育・保育の

特色 

・子どもたちの体を作る「食」にこだわり，法人の畑で作ったお米や

お茶を給食に取り入れています。 

・年間をとおして裸足保育を行います。 

・乳児クラスは家庭的な雰囲気を大切に丁寧な保育を通して，愛着関

係を形成し情緒の安定と基本的な生活習慣の自立を促します。 

・幼児クラスは異年齢でクラス編成を行い，「共に育ち，共に学ぶ」教

育・保育を目指します。 
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３ 利用定員 

年次 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号 １０ １０ １０ ３０

２・３号 １８ ２０ ２０ ２０ ２１ ２１ １２０

計 １８ ２０ ２０ ３０ ３１ ３１ １５０

４ 計画面積等 

敷地面積 ２，９９５．５４㎡ 

構造・規模 鉄筋コンクリート造 地下１階・地上２階建て 

建築面積 １，１６７．０６㎡ 

延床面積 ２，０７５．５３㎡ 

各階面積 

地下１階 １，１０５．３４㎡ 

地上１階 ５２４．９９㎡ 

地上２階   ４４５．２０㎡ 

５ 配置図等 

  別紙「あいさいこども園配置図等」参照 

                                   以 上  
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あいさいこども園開園時期について 

１ 開園時期 

当初予定 令和４年４月１日 

変 更 後 令和４年６月１日又は，令和５年４月１日 

２ 施設整備状況 

 (1) 経過 

時期 内容 

平成３０年１０月 
 市立朝日ケ丘幼稚園敷地における幼保連携型認定こども

園の運営・整備事業者を公募 

平成３１年 ２月  事業者を社会福祉法人 山善福祉会で決定 

令和 ２年 ４月  整備説明会（資料配布による） 

令和 ２年１２月  工事説明会，工事準備着手 

令和 ３年 １月  旧幼稚園園舎解体工事着手 

令和 ３年 ２月 
 工事期間の延長（令和４年２月完成 → 令和４年３月完

成） 

令和３年６月上旬  本体工事着手 

令和３年９月下旬 
 工事期間の再延長の必要性が判明（令和４年５月中旬完成

予定） 

 (2) 工事期間の再延長理由 

   解体終了後，新園舎建設のための基礎工事において，転石（約３００ｔ）が解

体工事の際に発生したもの（約４００ｔ）とは別に発生し，それらへの対応及び

８月の長雨の影響もあり，工期をさらに２か月延長することが必要となったも

の。 

   （別紙「転石写真等」，「比較全体工程表」参照） 

３ 開園時期延長に伴う対応 

  開園時期の確定及び，開園までの間の保育実施方法を検討するとともに，保護者

に，工事の遅延により開園が２か月程度遅れる見込み等を通知 

   （別紙「あいさいこども園開園について（お知らせ）」参照） 

４ 検討課題 

  新規認定こども園に係る年度途中の認可 

                                  以 上  
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【写真 1】 
朝日ケ丘小学校側から 
東に向かって撮影 

【写真 2】 
朝日ケ丘小学校側から 
南に向かって撮影 

【写真 3】 
園舎建設地点周辺から 
発生した転石 

転石写真等

5



写真1・２ 写真 3 転石
集積箇所 
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令和３年１０月

あいさいこども園(保育所部) 

入園・転園希望の保護者 様 

芦屋市こども・健康部 

子育て施設担当課長 茶嶋 奈美 

子育て施設整備担当課長 伊藤 浩一 

あいさいこども園開園延期について(お知らせ)

 平素は，本市教育保育行政にご協力いただきありがとうございます。 

 さて，先日「あいさいこども園開園時期について（お知らせ）」のご案内でお知ら

せいたしましたとおり，あいさいこども園の開園時期の見込み及び開園までの間の保

育実施方法について検討を行っております。現時点における予定を下記のとおりお知

らせいたします。 

 ご迷惑をお掛けいたしますが，ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

記 

１ 認定こども園開園時期について 

  開園時期が２か月程度遅れる見込みとしておりましたが，認可手続きの関係上，

開園が令和５年４月となる場合がございます。 

２ 今後の見込みと開園までの間の保育について（予定） 

時期 内容 

令和４年４月～ 

     ５月 
 翠ケ丘保育園（翠ケ丘町２０－１）で保育実施 

令和４年５月 

   中旬ごろ 
 建設中のあいさいこども園園舎完成 

令和４年６月～ 

保育場所 

 あいさいこども園園舎 

※下記の開園の時期に関わりなく，あいさいこど

も園園舎を活用した保育を行います。 

在 籍 園 

 在籍園は次のいずれかとなります。 

① 開園が令和４年６月となった場合， 

  あいさいこども園に在籍 

② 開園が令和５年４月になった場合， 

  翠ケ丘保育園に在籍 

※ なお，あいさいこども園開園時点で翠ケ丘保育園に在籍する園児は，自動的にあ

いさいこども園の在籍となり，あいさいこども園で保育を行うこととなります。 
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３ 必要手続き 

  あいさいこども園への入園を希望される場合は， 

   ・ あいさいこども園の開園が１年間遅れる場合があること 

   ・ 開園までの間，翠ケ丘保育園として在籍し，保育が行われること 

  をご了承いただき次のとおり，手続きをお願いいたします。 

申し込み状況 手続き 

これから申込みを行

う場合 

 「利用を希望する施設名」の園名欄に「翠ケ丘保育園」

とご記入ください。 

すでに申込み済みの

場合 

 下記に該当する場合は，令和３年１１月５日（金）まで

に子育て推進課入所係（３８－２１２８）まで，ご連絡を

お願いいたします。 

・ 「あいさいこども園」の希望を削除する場合 

・ 「あいさいこども園」の希望を削除し，新たな施設を

追加・順位変更する場合 

・ 「あいさいこども園」の希望順位を変更する場合 

・ 新たに「あいさいこども園」の希望を追加する場合 

※ なお，記載済のあいさいこども園に係る入園希望について希望・順

位の変更がない場合は，本市において「あいさいこども園」を「翠ケ

丘保育園」と読み替えますので連絡は不要です。 

４ その他 

  令和４年４～５月の翠ケ丘保育園の定員数は，現在の定員数（５６人）を基準に

検討しております。なお，建設中のあいさいこども園園舎完成後は，当初予定の定

員数（１２０人）への変更で検討しております。 

  また，あいさいこども園の開園時期，開園までの間の保育方法等に変更があった

場合は，ホームページ等でできる限り早急にお知らせするよういたします。 

                                  以 上  

(裏面) 

芦屋市役所こども・健康部子育て推進課 

入所に関すること：入所係 

電話番号 0797-38-2128 

施設整備に関すること：施設整備係 

電話番号 0797-38-2180 
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あいさいこども園配置図等
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旧市立伊勢幼稚園敷地（いせ虹こども園（予定））の整備について 

１ 設置者等 

設置者 社会福祉法人 日の出福祉会 

施設管理 幼保連携型 

位置 芦屋市伊勢町８４番５，８４番６，８４番８，８５番２ 

運営開始予定 令和４年４月１日 

２ 開園日等 

開園日 

１号認定子ども 

月曜日～金曜日 

※土曜日，日曜日，祝日，長期休業期間（春，夏，

冬）は休園 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

月曜日～土曜日 

※土曜日は保育が必要な場合のみに限る 

※日曜日，祝日，年末年始（１２月２９日～１月３

日）は休園 

教育・保育の 

提供時間 

１号認定子ども ８：３０～１３：３０ 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

保育短時間利用 

９：００～１７：００ 

※平日（月曜日～金曜日）は延長保育を実施（８：

００～９：００，１７：００～１９：００） 

保育標準時間利用 

７：００～１８：００ 

※平日（月曜日～金曜日）は延長保育を実施（１８：

００～１９：００） 

実施する 

特別保育事業 

・一時預かり事業（幼稚園型） 

（７：００～８：３０，１３：３０～１６：３０） 

・延長保育事業 

・インクルーシブ教育・保育事業 

・病後児保育事業（体調不良児対応型） 

食事の提供 自園調理による給食（アレルギー対応あり） 

教育・保育の

特色 

・子どもの最善の利益を考慮し、一人ひとりに細やかな保育を展開し

て「あたたかい昼間のおうち」を目指します。 

・「大切な時期に大切に育つ」を願い、あそびを通して基本的な生活習

慣を身につけます。 

・旧伊勢幼稚園の敷地に開園する予定です。近くには美術博物館、図

書館、谷崎潤一郎記念館があり、閑静で文化的な地域です。 

・日当たりのよい園舎、広々とした園庭で伸び伸び遊びましょう。花

や野菜を育てたり、虫など小さな生き物との触れ合いもあります。

・園児数は多いですが、一人一人を大切にした教育・保育を行います。

16



３ 利用定員 

年次 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号 ５ ５ ５ １５

２・３号 １５ ２２ ２２ ２５ ２５ ２５ １３４

計 １５ ２２ ２２ ３０ ３０ ３０ １４９

４ 計画面積等 

敷地面積 ２，１１８．２７㎡ 

構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

建築面積 ７６３．０２㎡ 

延床面積 １，３１０．３２㎡ 

各階面積 
地上１階 ６７０．００㎡ 

地上２階   ６４０．３２㎡ 

５ 配置図等 

  別紙「いせ虹こども園配置図等」参照 

                                    以 上  
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いせ虹こども園新築工事工程表
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いせ虹こども園配置図等
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市立保育所（打出・大東）民間移管に係る合同保育について 

１ 移管先事業者 

 (1) 芦屋市立打出保育所 

   事業者名称：社会福祉法人 千種会（神戸市東灘区北青木１丁目１番３号） 

   代表者氏名：岸本 多佳子 

 (2) 芦屋市立大東保育所 

   事業者名称：社会福祉法人 サン福祉会（宝塚市山本西１丁目４番１号） 

   代表者氏名：山田 愼治 

２ 合同保育の実施について 

  移管前の保育内容等の継承を基本に，事業者と市がそれぞれ培ってきた保育に係

る知見を共有し，相互理解及び学び合いのもとで，より質の高い保育の提供を目指

すため実施するもの。 

 (1) 打出保育所（事業者：社会福祉法人 千種会） 

訪問日 訪問者 主な実施内容 

４月２日 

施設長予定者及

び主任保育士予

定者 

施設案内，職員間の顔合わせ 

４月９日 同上 懇談会（２・３歳児）に参加 

４月１４日 同上 登所の様子の確認，日常保育に参加 

４月２１日 同上 避難訓練の見学，食育（５歳児）の見学

５月１４日 同上 リモートで４歳児と交流 

５月１８日 同上 リモートで３歳児と交流 

５月２７日 同上 
リモートで日常保育（２歳児）の見学，

交流 

６月２日 同上 
リモートで日常保育（１歳児）の見学，

交流 

６月８日 
主任保育士予定

者 
日常保育（１～３歳児）に参加 

６月１４日 同上 日常保育（１～３歳児）に参加 

６月１５日 施設長予定者 日常保育（２～５歳児）に参加 

６月２３日 同上 登所の様子の確認，朝の用意の確認 

６月２９日 同上 ごっこ遊び（３～５歳児）に参加 

６月３０日 
主任保育士予定

者 
ごっこ遊び（３～５歳児）に参加 

７月２日 施設長予定者 保育参観（１歳児）に参加 

７月５・６日 施設長予定者及 保育参観（４歳児）に参加 
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訪問日 訪問者 主な実施内容 

び主任保育士予

定者 

７月１２日 
主任保育士予定

者 
保育参観（２歳児）に参加 

７月１４日 施設長予定者 保育参観（３歳児）に参加 

７月１５日 
主任保育士予定

者 
防犯訓練（全クラス）に参加 

７月２０日 施設長予定者 水遊び（２～５歳児）に参加 

７月２９日 
施設長予定者及

び保育士予定者 

水遊び（２～５歳児），交通安全教室（４．

５歳児）に参加 

８月３日 施設長予定者 降所の様子及び延長保育の確認 

８月５日 

主任保育士予定

者及び保育士予

定者 

水遊び（２～５歳児）に参加， 

律動の流れを確認 

８月１９日 
主任保育士予定

者 

運動会の取組み，降所の様子及び延長保

育の確認 

８月２３日 
施設長予定者及

び保育士予定者 
カリキュラム会議（５歳児）に参加 

８月２５日 同上 登所の様子の確認，朝の遊びに参加 

８月２６日 
主任保育士予定

者 

運動会の取組みの確認（４・５歳児）， 

日常保育（３歳児）に参加 

８月３０日 
施設長予定者及

び保育士予定者 

午睡明けから帰りの準備の流れの確認，

室内遊び（主に２歳児）に参加 

８月３１日 
主任保育士予定

者 
日常保育（全クラス）に参加 

９月１日 

主任保育士予定

者及び保育士予

定者 

運動会の取組みの確認（４・５歳児），健

康診断等の確認（全クラス） 

９月３日 
施設長予定者及

び保育士予定者 

雨天時の運動会の取組みの確認（４・５

歳児） 

９月６日 

主任保育士予定

者及び保育士予

定者 

水害避難訓練（全クラス）に参加 

９月８日 同上 運動会合同練習（１回目）に参加 

９月１０日 
施設長予定者及

び保育士予定者 
運動遊びの様子（全クラス）を見学 

９月１３日 保育士予定者 火災避難訓練（全クラス）に参加 

９月１５日 
施設長予定者及

び保育士予定者 
運動会合同練習（２回目）に参加 

９月１７日 保育士予定者 室内での運動会の取組みの確認（４・５
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訪問日 訪問者 主な実施内容 

歳児） 

９月２１日 

主任保育士予定

者及び保育士予

定者 

運動会の流れの確認 

９月２４日 
施設長予定者及

び保育士予定者 

運動会，運動遊び参観の流れや内容を確

認（３～５歳児） 

９月２８日 

施設長予定者，

主任保育士予定

者及び保育士予

定者 

運動会合同練習（３回目）に参加 

９月３０日 

主任保育士予定

者及び保育士予

定者 

おにぎりの日（４・５歳児）の流れの確

認 
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 (2) 大東保育所（事業者：社会福祉法人 サン福祉会） 

訪問日 訪問者 主な実施内容 

４月５日 

施設長予定者及

び主任保育士予

定者 

懇談会（５歳児）に参加 

４月７日 同上 懇談会（４歳児）に参加 

４月９日 同上 懇談会（３歳児）に参加 

４月１３日 同上 懇談会（２歳児）に参加 

４月２６日 同上 こどもの日の集いの見学 

５月２０日 同上 リモートで４歳児と交流 

５月２４日 施設長予定者 リモートで３歳児と交流 

６月９日 
主任保育士予定

者 
日常保育（４・５歳児）に参加 

６月２２日 

施設長予定者及

び主任保育士予

定者 

日常保育（１・２歳児）に参加，臨床美

術（４歳児），歯科衛生士指導（５歳児）

の見学 

６月３０日 同上 エコロコ自然体験（４・５歳児）に参加

７月１日 施設長予定者 交通安全教室（４・５歳児）に参加 

７月６日 

施設長予定者及

び主任保育士予

定者 

日常保育（３歳児）に参加 

７月１４日 同上 日常保育（４歳児）に参加 

７月２１日 同上 登所の様子の確認，毎朝運動に参加 

７月２６日 同上 日常保育（５歳児）に参加 

８月３日 同上 日常保育（２～５歳児）に参加 

８月２３日 
主任保育士予定

者 

運動会の取組みの確認（４・５歳児）， 

日常保育（全クラス）に参加 

８月２５日 

施設長予定者及

び主任保育士予

定者 

運動会の取組みの確認（４・５歳児）， 

日常保育（１～３歳児）に参加 

８月２７日 同上 
運動会の取組みの確認（４・５歳児）， 

日常保育（３～５歳児）に参加 

８月３１日 

施設長予定者，

主任保育士予定

者及び栄養士予

定者 

給食，おやつ，すいはんの日，おにぎり

の日等に関する引継ぎ 

９月２日 

施設長予定者及

び主任保育士予

定者 

運動会の取組みの確認 

９月９日 同上 運動会合同練習（１回目）及び反省会に
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訪問日 訪問者 主な実施内容 

参加 

９月２２日 
主任保育士予定

者 

運動会合同練習（２回目）及び反省会に

参加 

９月２８日 

施設長予定者及

び主任保育士予

定者 

運動会合同練習（３回目）及び反省会に

参加 
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３ 三者協議会の実施について 

  民間移管に関して，保護者，移管先事業者及び子育て推進課の三者で課題等

について月１回程度協議するもの。 

 (1) 打出保育所 

開催日 協議内容 

第１回 ３月１７日 

三者協議会について 
・報告事項，協議事項（案）について 
・定期開催の際の日程，開催場所の調整につ
いて 

第２回 
４月 

（書面開催）
・５月の引継ぎ計画について 

第３回 ５月２８日 
・４月の実施内容の報告 
・６月の引継ぎ計画について 

第４回 ６月２９日 
・５月の実施内容の報告 
・７月の引継ぎ計画について 

第５回 ７月２７日 
・６月の実施内容の報告 
・８月の引継ぎ計画について 

第６回 ８月３１日 
・７月の実施内容の報告 
・９月の引継ぎ計画について 

第７回 ９月２８日 
・８月の実施内容の報告 
・１０月の引継ぎ計画について 

第８回 １０月２６日 
・９月の実施内容の報告 
・１１月の引継ぎ計画について 

第９回 
１１月２９日 

（予定） 

・１０月の実施内容の報告 
・１２月の引継ぎ計画について 

 (2) 大東保育所 

開催日 協議内容 

第１回 ２月２５日 

三者協議会について 
・報告事項，協議事項（案）について 
・定期開催の際の日程，開催場所の調整につ
いて 

第２回 
４月 

（書面開催） 
・５月の引継ぎ計画について 

第３回 ５月２７日 
・４月の実施内容の報告 
・６月の引継ぎ計画について 

第４回 ６月３０日 
・５月の実施内容の報告 
・７月の引継ぎ計画について 

第５回 ７月２８日 
・６月の実施内容の報告 
・８月の引継ぎ計画について 

第６回 ８月２５日 
・７月の実施内容の報告 
・９月の引継ぎ計画について 

第７回 ９月２９日 
・８月の実施内容の報告 
・１０月の引継ぎ計画について 

第８回 １０月２７日 
・９月の実施内容の報告 
・１１月の引継ぎ計画について 
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第９回 
１１月２４日 

（予定） 

・１０月の実施内容の報告 
・１２月の引継ぎ計画について 

30



合同保育 R3.４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 引継ぎ保育 R4.４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

おおむね
毎日

主任保育士
予定者

主任保育士

原則毎日

看護師等予
定者

看護師等
必要なと
きに訪問
する。

調理員等予
定者

調理員等
必要な時
に訪問す
る。

担任保育士

民
間
移
管
開
始

施設長
予定者

状況を勘案しながら週１回
以上から頻度を上げる。

月５回程度訪問

月５回程度訪問

合同・引継ぎ保育訪問予定

担任保育士
予定者

行事等必要性に応じて，随時訪問する。

【民間予定者
打出保育所５名/大東保育所４名】

【前任者（前任者でない場合あり）】

段階的に訪問頻度を調整する。

おおむね毎日
段階的に訪問頻度
を調整する。

必要な際に訪問する。

当初から月５回程度訪問
１週間当たり１～２日以上，必要に応じ
て訪問する。

必要な際に訪問する。

当初から月５回程度訪問
１週間当たり１～２日以上，必要に応じ
て訪問する。

【市保育士２名】

施設長

 54-5
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

主な
行事

入所式
懇談会１

所外保育
健康診断

保育参観
カレークッキング

七夕まつり
プール開き

夏野菜クッキング
運動会
所外保育
懇談２－１

所外活動 生活発表会
お楽しみ会

新年の集い
懇談２－２

クラス懇談会
ひなまつり
修了式
お別れ会

原則毎日

調
理
員
等

予
定
者

月５回程度訪問

担
任
保
育
士
予

定
者

状況を勘案しながら週１回以上から頻度を上げる。

看
護
師
等

予
定
者

月５回程度訪問

行事等必要性に応じて，随時訪問する。

合同保育実施年間概要

施
設
長
予
定
者

主
任
保
育
士
予

定
者

令和３年度

月５回程度訪問 １週間当たり１～２日以上，必要に応じて訪問する。

月５回程度訪問 １週間当たり１～２日以上，必要に応じて訪問する。

＜内容＞

・一日の保育の流れや延長保育の対応等を把握する。

・移管対象施設における年単位・月単位・週単位の保育計画の確認及び振り返りを行う。

・安全管理や衛生管理を把握する。

・日常の保護者対応や苦情処理，けがの対応等を把握する。

・各種健康診断に参加し，嘱託医との連携を把握する。

・関係行政機関や近隣，地域団体との連携を把握する。

【ねらい・目的】

・保育の内容を把握する。

・保育所の運営管理について必要な情報を把握する。

・関係機関等を把握する。

＜内容＞

・引継ぎにあたって，保育所の状況の把握や機器の使用方法等の知識を身に付ける。

・翌年度担当する子どもの様子を把握しながら，子どもとの信頼関係を深める。

・障がい児やアレルギー症児等，配慮を要する子どもへの対応の仕方を知る。

・各クラス担任との連携や保護者への伝達方法，対応の仕方を知る。

・朝夕の長時間（延長）保育に入り，保育の内容や体制，役割等を知る。

【ねらい・目的】

・保育所全体の雰囲気（子ども・保護者・施設・周辺環境等）を把握する。

・在籍児童や保護者が新しい保育者に親しみ，信頼関係を培う。

＜内容＞

・安全管理や衛生管理に配慮して保育を進め

る。

・保護者への対応を行い，保護者との信頼関

係を培う。

・配慮の必要な子ども・家庭への理解を深める。

【ねらい・目的】

・子どもの個性・特徴・配慮を要する事項等を

具体的に理解し，市保育士とともに保育を進

める。

・引継ぎにあたって，保育所の状況の把握や機器の使用方法等の知識を身に付

ける。

・基本献立を中心に給食や手作りおやつの調理を行う。

・アレルギー食や離乳食等の個別対応について把握する。

・子どもの食事の状況を把握する。

・１日の流れ，１か月の流れを確認しながら調理する。

・業務理解を深め，個別対応を確実に引継ぐ。

・引継ぎにあたって，保育所の状況の把握や機器の使用方法等の知識を身に付

ける。

・日々の保育の中で必要に応じて対応を行う。

・在籍児童の健康状態等個別対応について把握する。

・１日の流れ，１か月の流れを確認する。

・業務理解を深め，個別対応を確実に引継ぐ。

＜内容＞

・在籍児童や保護者の状況を把握する。

【ねらい・目的】

・子どもや保護者と信頼関係を構築する。

＜内容＞

・援助や指導の方法，行事のねらいや内容，給食実施の基本的な方針，保護者との連絡，

連携の取り方，子どもの健康管理等を理解する。

・地域の状況を把握し，子育て支援の内容（所庭開放・育児相談等），地域交流事業の内

容（高齢者施設，小学校，近隣保育園等）を理解する。

・安全点検や避難訓練の実施方法，職員配置や職員体制の考え方（個別的配慮が必要な

子どもへの対応，朝夕長時間保育，延長保育，ローテーション勤務，事務分担）を理解する。

【ねらい・目的】

・施設長予定者として，左記の内容をより理解する。

＜内容＞

・子どもや保護者の状況等を把握し，安全管理や衛生管理等に配慮した保育の実

践，苦情処理やけが等の保護者対応を行う。

・行事等の準備を主体的に行う。

・当該保育所長や施設長予定者と連携を取りながら各関係機関や近隣・地域との

関係づくりに努める。

【ねらい・目的】

・保育内容等をより深く理解し，実践につなげる。

・職員の中でリーダーシップを取る。

在籍児童や保護者との信頼関係の構築

保育の内容や施設運営等に関する引継ぎ
施設長予定者を主体に翌年度準備を行う。

当該保育所長と連携を密に取りながら，合同保育の進捗状況を確認し，職員の指導を行う。

当該保育所長と連携を密に取りながら，合同保育を実施する。

在籍児童や保護者との信頼関係の構築

保育の内容や施設運営等に関する引継ぎ
施設長予定者と連携を取り，合同保育を実施する。

クラスを担任する予定の保育士が，市保育士と共に保育を行う。（移管が伴う１～４歳のみ）

主体：市保育士 主体：担任保育士予定者

＜内容＞

・在籍児童や保護者の状況を把握する。

・日常の保育への参加やクラス懇談会に出席する。

【ねらい・目的】

・子どもや保護者と信頼関係を構築する。

＜内容＞

・一日の保育の流れや延長保育の対応等を把握する。

・移管対象施設における年単位・月単位・週単位の保育計画の確認及び振り返りを行う。

・安全管理や衛生管理を把握する。

・日常の保護者対応や苦情処理，けがの対応等を把握する。

・各種健康診断に参加し，嘱託医との連携を把握する。

・関係行政機関や近隣，地域団体との連携を把握する。

【ねらい・目的】

・保育の内容を把握する。

・保育所の運営管理について必要な情報を把握する。

・関係機関等を把握する。

日々の保育状況，行事等の準備・実施状況等の確

【ねらい・目的】

・日々の保育の状況の確認

・行事等の準備・実施状況の確認

・その他

＜内容＞

・移管対象施設における年単位・月単位・週単位の保育計画の確認

・一日の保育の流れ等を確認

・保育者と子どもとの関わりを確認

・行事等の準備・実施状況の確認
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「令和３年度　保育所・認定こども園等のしおり」より

市立精道・西蔵こども園に係る移転・開園について
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