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令和 2 年度 はるかぜ福祉会本部事務局 事業活動報告 

 
社会福祉法第 44 条に基づき、法人本部事務局の令和 2 年度の事業活動について、下記

の通り報告いたします。 
 

記 
 
１ 所在地 ： 岩沼市押分字水先 5 番 6 
２ 事業開始年月日 ： 平成 22 年 7 月 1 日 
３ 令和 2 年度の人員体制 
①事務局 

②児童福祉部 

№ 職 名 氏  名 年齢 勤務形態 備考 

1 事務局長 東海林 治樹 39 管理部長 
白石はるかぜ保育園 

園長職と兼務 

2 局長補佐 山口 智也 35 管理課長 
榴岡はるかぜ保育園 

事務長と兼務 

3 事務員 橋本 亜祐美 37 管理係長 
岩沼・白石はるかぜ 
保育園事務員と兼務 

4 事務員 佐藤 幸恵 42 正規職員 
向陽台はるかぜ保育園 

事務員と兼務 

5 事務員 石川 真理子 37 正規職員 
多賀城はるかぜ保育園 

事務員と兼務 

6 事務員 佐藤 千果子 26 正規職員 産休・育休中 

№ 職 名 氏  名 年齢 勤務形態 備考 

1 部長 杉山 均 70 役員 理事 

2 部員 跡部 晴枝 66 役員 理事 

3 部員 小林 公子 62 管理課長 
榴岡はるかぜ保育園 

園長と兼務 

4 部員 平島 智矢子 54 管理課長 
岩沼はるかぜ保育園 

園長と兼務 



 
◆業務分担とねらい 
①事務局体制 
事務局長：東海林治樹 ▶ 業務内容：運営管理・企画立案・新規事業の遂行 

コロナ禍における役員会の在り方や平成 31 年度の法人の現況報告等、運営に

関する事項を滞りなく進め、各園の監査対応、岩沼はるかぜ保育園の認定こども

園移行の指揮を行った他、向陽台はるかぜ保育園の開設準備を直接行い、不足物

品の補充や資金計画の再構築等を行った。 
      また、白石はるかぜ保育園の保護者トラブル鎮静化のため、令和 2 年 7 月 8

日より保護者説明会や問題保育のビデオ閲覧会の開催と答弁の指揮を行った他、

行政への改善報告や改善プランの構築を行い、8 月 1 日以降は園長として保育環

境の改善の陣頭指揮を行った。 
      保護者トラブルについては、その後一部の保護者はクレーマーと化し、事件以

降の保育に対し、相当の影響を与えることとなったが、子ども達については無事

卒園し、小学校へ送り出すことができた。 
      さらには、白石市役所と協議し、令和 3 年度より白石市の公立保育園・幼稚園

にて園長をされていた佐々木淳子氏が園長に就任し、運営改革をさらに押し進

める道筋をつけた。 
      しかしながら、事務局業務については各員とコミュニケーションを十分に図

ることができず、情報や指示の統一を図ることができずにいた。 
      次年度以降は事務局長の職責を全うできるよう、業務分担や役割などの再構

築を図ることと、全局員にスマートフォンを所持させ、情報の共有や連携を図り

やすくする。 
局長補佐：山口智也 ▶ 業務内容：人事・職場環境改善推進担当 
       人事担当責任者として、事業継続できる職員の確保に勤め、コロナ禍により

これまでの採用活動とは違う手法を行いながらも、令和 3 年度に向けての保育

士確保を達成した。 
      また処遇改善加算の申請・報告、コロナ関係の助成金の請求、向陽台はるかぜ

保育園設置の実績報告、岩沼はるかぜ保育園の園舎改修における申請と実績報

告等、行政との折衝を対応し、滞りなく補助金の交付を受けることができた。 
      しかしながら、採用戦略の策定や、職員のキャリアプランと人事制度の設計・

運用については遅延が見られ、いまだはっきりとした方向性が見いだせないで

いる。そのことについては自身の職責について一層の自覚を促すとともに、事務

局長補佐として事務員を統括できるよう、社会福祉法はもちろんのこと、労務管

理、法人会計の知識を身に着け、指導できるよう努める。 

5 部員 佐藤 香 49 管理課長 
向陽台はるかぜ保育園 

園長と兼務 

6 部員 伊藤 綾子 44 管理課長 
多賀城はるかぜ保育園 

園長と兼務 

7 部員 東海林 治樹 39 管理部長 
白石はるかぜ保育園 

園長と兼務 



事 務 員：橋本亜祐美  ▶ 業務内容：労務管理・雇用管理担当 
法人の全職員の労務管理を行った。勤怠集計や給与データの入力はもちろん、

特に産前・産後休暇や育児休暇の申請、入退職の手続き、就労規則の改定などを

行い、職員の就労環境の向上に努めた。 
また、野田事務の休職により、急遽岩沼はるかぜ保育園の幼保連携型認定こど

も園移行に伴う認可申請を行う事となったが、宮城県並びに岩沼市と協議を粘

り強く行い、滞りなく認可され、かつ園長と共に令和 3 年度に向けた運営の規

程整備や保護者からの金銭収受の手続き事務などをコンスタントに行った。 
事 務 員：佐藤幸恵  ▶ 経理・庶務・労務管理補助 

事務局長に代わり、多賀城・榴岡・向陽台事業所の経理処理を行い、平成 31
年度収支決算書の作成に努めた。 
また、令和 2 年度についても多賀城・榴岡・向陽台事業所の会計処理にあた

り、補正予算の編成や月次試算表の作成を行った。 
さらには社会福祉法についても見識があり、法人運営や役員会への議案作成

等、安心して任せることができている。 
今後については他セクションとの円滑な連携ができるよう、コロナ禍で難し

いところではあるが、コミュニケーションを図れるようにしたい。 
事 務 員：石川真理子  ▶ 広報・採用活動 

休職に入った野田事務に代わり、令和 2 年 11 月 16 日より広報担当の事務と

して入職した。 
採用 6 ヶ月未満ということもあり、業務に慣れていないところではあるが、

ケアレスミスや注意不足が多く、前職も法人の庶務を経験しているというキャ

リアもあるので、今後一層の努力を期待したい。 
特に、広報用の PC 操作や SNS の操作、ネットワークやエディトリアルデザ

インの知識など、広報業務を行う上でスキルが不足しているので、より一層の研

鑽を求めたい。 
次年度は採用戦略に則った広報計画を自ら主体的に立案し、求職者や利用者

への魅力ある発信ができるよう職責を果たせるよう、指導を行うこととする。 
 
②児童福祉部体制 
杉山理事・跡部理事を中心として部会の運営を行ったが、コロナ禍という事もあり、保育

技術向上に向けた研修会などは行えないどころか、感染予防として園長会・主任会の回数も

削減した結果、各園との情報共有や連携すら厳しいものがあった。 
また、白石はるかぜ保育園の不適切保育と保護者トラブルもあり、当該関係者へのヒアリ

ングや、保護者会の開催と説明、子どもの心理ケアなどに努めた。 
さらには、リーダー保育士・サブリーダー保育士の職務について、いまだ明確になってお

らず、唯々処遇改善加算Ⅱにあたる職務手当（5,000～40,000 円）が支給されており、かつ

一度任命したら、理由もなく職務を外すことも難しく、若手に職務を任命する機会がなくな

っている現状もある。 
今後、これまでの特別作業手当が能力手当として人事評価の結果を反映させることから、

リーダー保育士・サブリーダー保育士のこれまで以上の具体的な職務の提示と任命基準を



早急に整備することが直近の課題である。 
ゆえに、前年度より引き続き、杉山理事・跡部理事を中心として、各職務の職責の整理や、

平成 30 年度からの課題であった事務時間の削減、白石の保護者トラブルのフォローや新設

園の向陽台のバックアップ、岩沼園の認定こども園の取り組み支援なども合わせて改善策

を考え改善する取り組を話し合うことはもちろんのこと、人事制度の問題点の把握や改善

案の検討、考課の在り方などを話し合う場を適宜設けるようにする。 
 
４ 令和 2 年度の事業活動報告 
(1) 職員確保に向けての採用力の強化と職員定着のための職場環境改善 
① 法人価値の発掘と求職者へのアピール 
 本年度に法人 HP をリ・デザインしました。ポイントとしましては、混沌としていたコン

テンツの整理と、保護者や求職者へ日々の保育の様子を発信するブログ機能の操作性の向

上、求人情報の掲載を indeed 連動するよう設計いたしました。 
 これにより、各園単独でブログ掲載を行えることになり、保護者への緊急連絡なども Web
を介して行えるようになり、法人求人についても情報を統一して掲載することができるよ

うになりました。 
 しかしながら、広報担当者が年度途中で変更となったことから、HP 作成の遅延と、石川

事務採用まで広報活動が手薄になったこと、その後も広報活動が滞ってしまったことは令

和 2 年度の反省点であります。 
 今後については、採用戦略に則った広報活動をきちんと実行し、法人価値の発掘とブラン

ディングを行う事や、コロナ禍における広報コンテンツの開発と展開を、人事・広報担当が

連携し行うよう、Web 技術や企画力を各担当に研修や OJT を通し指導いたします。 
② 理念の浸透 
 計画では理念の浸透を各園園長を中心に行う事を計画しておりましたが、新型コロナウ

ィルス感染拡大による衛生対策や行事の見直し等に会議の大半を取られ、また密にならぬ

ように職員が全員あつまるようなことも避けていたことにより、浸透できる機会を逃して

しまいました。 
 次年度以降については、コロナ禍における伝達手段を考え、人事・広報担当を中心として

展開できるように努めます。 
③ 労働環境（職員処遇）の改善 
 事務時間の削減検討のため、令和 2 年度末に岩沼はるかぜこども園で「おがーるシステ

ム」の導入を行いました。令和 3 年度に効果測定を行い、軽減効果が見られるようならば各

園にも展開を検討したいと思います。 
 また、職員のシフト管理や、労働日数管理等の労務管理の負担軽減のため、「KIDSNA コ

ネクト」の導入を進め、経済産業省より補助金の交付が決定されました。このシステムにつ

いても令和 3 年度に導入を図り、事務時間の軽減を図りたいと考えます。 
 さらには、仙台市の制度を活用し、「借上げ住宅管理規程」の条件にあう職員については

低額にて住宅を提供する仕組みを制度化したり、転居を伴う異動者の負担軽減のため、引っ

越し費用の法人負担などを定めました。 
 実施を予定していた職場満足度調査の実施については、調査項目の精査や、調査を行う事

での園長や主任保育士へかかる心理負担を考え、実施を見送りました。 



しかしながら、職員の要望等を吸い上げる場は必要ですので、事務局面談を役員面談へ移

行し、法人の役員へ職員が要望や悩みを展開できる場を設けました。 
退職者については、平成 31 年度は 10 名でしたが、令和 2 年度については 17 名と 7 名

増加しております。特に職場環境の不満による離職がふえましたが、これは白石・向陽台事

業所で見られる現象で、白石はるかぜ保育園は令和 2 年 6 月 30 日の事件以降、保育の在り

方の問題や同僚間のイジメ、事務や保育の過度なこだわり等が原因ですので、令和 3 年度

は新体制にて諸問題を改善すべく現在改革を進めております。 
 向陽台はるかぜ保育園につきましては、開園 1 年目なので、職員間のコミュニケーショ

ンがまだ不足しており、保育の在り方や園内のルールについて衝突する状況です。これは新

設園では必ず起こることですので、本年度も引き続きコミュニケーションを円滑にできる

よう促していきたいと思います。 
 今後については、調査項目の精査と実施時期、抽出された問題の解決プロセスや開示時期

を職場環境改善担当責任者と各園長とで協議し、職員の意見や不満を早期に抽出できる体

制を構築したいと思います。 
④ 採用戦略 
 令和 2 年度の採用戦略については、新型コロナウィルス感染拡大防止を受け、これまで

の採用セミナー参加や法人主催の説明会、施設見学等ができなくなったことと、採用戦略策

定が遅れ、方向性が見いだせないまま採用活動がスタートしたことがあり、トレンドの把握

ができず、手探りでの活動を余儀なくされました。 
 ゆえに、民間紹介会社からの求人情報や急遽の求人広告の展開など、場当たり的な活動と

なりました。 
 その結果、紹介手数料は 5 園合計で 5,666,694 円、広告費については 1,091,933 円、計

6,758,627 円を支出しました。しかしながら、令和 3 年 4 月 1 日時点での新規採用職員は

23 名（保育士常勤 13 名、非常勤 4 名 / 栄養士 3 名 / 事務 1 名 / 園長 1 名 / 庶務 1 名） 
と運営を維持できる職員の確保を行えたものの、一人当たりの採用単価は 293,853 円と前

年度の 236,363 円（採用人数 28 名 / 採用費用 6,618,170 円）より 57,490 円増加しました。 
 令和 3 年度については、令和 2 年度の採用の振り返りと分析を行ったうえで、採用目標

人数を早期に設定し、その達成に向けた採用戦略の立案と行動、修正を図り、令和 2 年度よ

り採用コストが下がり、かつ多くの職員を確保できるよう人事担当と広報担当が連携し、対

応いたします。 
 
(2) 岩沼はるかぜ保育園の認定こども園移行計画の遂行 
岩沼はるかぜ保育園については、計画遂行を東海林と野田事務にて行うことと計画では

していましたが、東海林については白石はるかぜ保育園の保護者トラブルの鎮静化のため、

白石園の園長へ就任することになり、野田事務については年度途中で休職となり、急遽です

が認可申請については橋本事務、園舎の改築並びに補助金申請については山口補佐にて対

応することとしました。 
園舎改築工事の入札については令和 2 年 8 月 7 日に大友評議員と岩沼市立会のもと執行

し、クレハ錦建設㈱が落札、8 月 18 日から 11 月 30 日の期間で工事を行い、事故や遅延も

なく無事に終了。補助金についても申請と報告を滞りなく行い、12 月に補助金が交付され、

翌 1 月に工事代金を請負業者に支払い、施設整備については完了いたしました。 



認可申請については 9 月末に 1 回目の仮申請を宮城県へ行い、その後橋本事務と平島園

長とで実際の運営を想定しながら修正を重ね、令和 3 年 3 月 29 日に無事、幼保連携型認定

こども園としての認可を受けました。 
今後については橋本事務が岩沼事業所の事務長として勤務を続け、保護者からの負担金

の徴収の流れや、提出書類の処理方法などを構築し、運営を軌道に乗せるよう努める予定で

す。 
 

(3) 職員の昇給・昇格と連動した人事考課制度の構築 
 人事考課制結果と各事業所の資金残高を基に、俸給や賞与金額を各事業所ごとに決定で

きる仕組みとして、今期についてはこれまで「みなし残業代」として「特別作業手当」を支

給していましたが、職員からの残業申請と管理者の承認により適宜残業代を支払っていた

状況もあり、特別作業手当の廃止と能力手当の創設を今期は検討し、3 月の理事会・評議員

会にて承認を受けました。 
 しかしながら、評価シートの設定や、評価の仕方、評価結果を賃金に反映する仕組みにつ

いてはいまだ煮詰まっておらず、このままでは運用できない状況です。 
 職員には手当項目が変わること、支給額が評価によって変動することについては周知を

しておりますが、詳細は展開しきれていませんので、今後速やかに制度設計を行い、実際の

評価が始まる 5 月末にはすべて整え、トラブルなく運用できるよう、山口局長補佐を責任

者として遂行させるようにいたします。 
 

５ 年間事業活動報告 
日にち 事項 備考 

4 月 1 日 多賀城・榴岡・向陽台事業所辞令交付 理事長対応 

4 月 2 日 岩沼・白石事業所辞令交付 理事長対応 

4 月 7 日 新型コロナウィルス感染症感染拡大による保育園利用自粛要

請発出 

 

5 月 15 日 仁科税理士事務所による平成 31 年度会計チェック 局長・佐藤対応 

5 月 16 日 雇用区分切替職員辞令交付（多賀城事業所）  

6 月 1 日 年度途中採用職員辞令交付（多賀城・向陽台事業所） 局長対応 

6 月 5 日 第 10 回監事会 理事長・局長・補佐 

6 月 30 日 仙台市子供未来局による向陽台はるかぜ保育園プレ監査 局長・園長対応 

7 月 7 日 岩沼はるかぜ保育園改修設計請負業者選定指名競争入札執

行 

大友評議員立会 

７月 8 日 保護者の指摘を受けた、白石はるかぜ保育園の保育状況に

ついての実態調査 

杉山・跡部理事、事

務局長対応 7 月 9 日 

7 月 11 日 白石はるかぜ保育園すずらん組（5 歳児）保護者説明会 杉山・跡部理事、事

務局長対応 

7 月 14 日 白石はるかぜ保育園すずらん組保護者への 6 月 30 日の保育

状況説明並びに防犯カメラ動画閲覧会 

白石市子ども家庭

課課長、係長立会 7 月 15 日 

7 月 30 日 岩沼・多賀城はるかぜ保育園書面監査調書提出  



7 月 31 日 第 42 回理事会  

8 月 7 日 岩沼はるかぜ保育園改修工事請負業者選定指名競争入札執

行 

大友評議員立会 

8 月 15 日 白石はるかぜ保育園防犯カメラ音声録音対応工事完了  

8 月 16 日 新型コロナウィルス感染症感染拡大による保育園利用自粛要

請発出 

 

9 月 1 日 岩沼はるかぜ保育園認定こども園移行に伴うアドバイザー来

園 

事務局、園長対応 

9 月 13 日 多賀城事業所所属事務職員採用試験 跡部理事対応 

9 月 14 日 第 43 回みなし理事会提案書ならびに議案書送付  

9 月 24 日 白石市へ事件の顛末についての最終報告書を提出 局長対応 

10 月 6 日 宮城県子育て社会推進室並びに白石市子ども家庭課による

監査実施 

東海林対応 

10 月 30 日 全職員へ次年度の意向調査（退職・転勤等）を実施 5 園周知 

11 月 28 日 向陽台はるかぜ保育園 3 者（市・保護者・法人）協議 局長・園長対応 

11 月 29 日 岩沼はるかぜ保育園改修工事完了  

12 月 4 日 佐々木淳子氏（次期白石はるかぜ保育園園長予定者）面談 理事長・局長対応 

12 月 1 日 第 44 回理事会開催  

12 月 14 日 第 35 回評議員会  

12 月 16 日～17

日 

東北厚生局との補助金打合せ（台風 19 号被害施設復旧補助

金） 

局長対応 

1 月 7 日 仙台市による保育所指導監査（向陽台事業所）  

1 月 8 日 仙台市による保育所指導監査（榴岡事業所）  

1 月 25 日～29 日 
人事面談（全園） 杉山・跡部理事対

応 

2 月 12 日 岩沼はるかぜこども園認可申請書類提出 橋本事務対応 

2 月 13 日 福島県沖地震発生（岩沼園の水道管断裂の被害あり）  

3 月 2 日 福島県沖地震にかかる災害復旧国庫補助申請提出 東海林対応 

3 月 4 日 第 45 回みなし理事会提案書ならびに議案書送付  

3 月 12 日 
理事・監事より第 45 回みなし理事会の同意確認  

第 36 回みなし評議員会提案書ならびに議案書送付  

3 月 23 日 榴岡はるかぜ保育園所属職員のコロナウィルス罹患確認  

3 月 24～27 日 榴岡はるかぜ保育園園内除菌作業のため、休園 

小林理事・山口補

佐 

対応 

 
６ 研修計画 
▼外部研修 
 宮城県社会福祉協議会主催 人材確保セミナー （東海林・石川参加） 
 仙台市主催 会計セミナー （佐藤参加） 



 全国経営者協議会主催 決算事務セミナー （佐藤オンラインにて参加） 
▼内部研修 

保育士研修：臨床心理士、作業療法士による発達研修、リズム運動の実践研修 
  
7 宮城県社会福祉部健康福祉課団体指導班による法人監査について 
令和 2 年度の監査はなし。 

 
8 資金計画 
・各園からの前期末支払資金残高の取り崩しによる各拠点区分間繰入金（岩沼：1,500,000

円、多賀城：2,000,000 円、白石：5,200,000 円、榴岡：3,950,000 円、向陽台：3,700,000
円）での運営を行った。 

・理事長・跡部理事の役員報酬として 2,700,000 円を支出 
・臨床心理士、作業療法士の巡回相談費用として 600,000 円を支出 
・法人 HP のリ・デザイン費用として 1,716,000 円を支出 
・求人情報掲載費用として 303,600 円を支出 
・保育園バスリース料として 831,600 円を支出 
 
9 令和 2 年度資金状況 
 第 2 議案の報告のとおり。 

以上 



令和３年５月１０日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事 跡部 晴枝 

 
令和２年度はるかぜ福祉会 理事業務活動報告 

 
令和年度の理事業務の活動内容を下記の通り報告いたします。 
 

記 
 
１．新型コロナウイルス感染症についての対応 
① 令和２年２月頃から新型コロナウイルス感染症の事態で日本中に衝撃が走った。多賀

城はるかぜ保育園にも緊張と不安と恐怖でこれまでの保育スタイルが一変した。 
多賀城市からはコロナ禍の中に於いても、支障なく滞りなく安心・安全な保育展開の要請が

あった。 
② 緊急事態宣言が発出されてからは保護者の働き方にも変化が見られ、いわゆる会社に

は出勤せず家庭でのリモート出勤も増える中での児童の預かりもあった。 
リモート出勤そのことを受け止めるという誰もが経験したことのない状況に、厚生労働省

からの「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A」を参考に対応した。 
③ 新型コロナウイルスに対する感染症対策等々に係る補助金が多賀城市より示され、必

要と思われる備品や物品等々を揃え、子ども達の健康守るために安全・安心な保育環境を整

えることができた。 
④ 「新型コロナウイルス感染症拡大防止」について、機会あるごとに職員へ周知を行った

ことで、職員一人ひとりが細心の注意を図り罹患防止に努めることができたように感じる。 
また法人からの職員周知事項についても重く受け止め、特別措置（私見）として特別休暇付

与（保育士のみ２日間）と「新型コロナウイルス感染症対策支援金」が支給されたことは、

疲弊した日々を過ごしていた職員にとってこの上ない労いになったと感じる。 
⑤ 令和２年度はコロナに始まりコロナの感染拡大防止に努めた１年と言っても過言では

なかった。多賀城市からは引き続き園の自主的な実効性のある対策徹底が要請されている

ことから市との連携を強化して行きたい。 
 
２．多賀城はるかぜ保育園の保育支援 
① 令和元年１２月、厚生労働省からの「今冬のインフルエンザ総合対策の推進」について

の文書を目にしたが、わずか２ヵ月足らずのうちに「新型コロナウイルスへの対応について」

正しい認識を持つようにという文書にまず驚いた記憶がある。 
その後、「新型コロナウイルス感染症」について基本的な感染症対策を含め職員間で回覧文

書を通して共通理解を深めてもらった。同時に令和２年度の保育行事の見直しと入園式を



自分の責任で中止とし、多賀城市に連絡を入れたが快諾はなかった。が、結果的には市内全

施設で入園式の開催は行われなかった。 
② 年度が変わり①の流れから「新型コロナウイルス感染症拡大防止」を受けて令和２年度

の多賀城はるかぜ保育園の保育が慌ただしくスタートした。 
集団発生防止のために３つの密が重ならないように工夫することは、これまでの保育スタ

イルが一変したことになる。 
全職員が一堂に会しての打ち合わせ等は厳しい状況にあったため、綾子 T と、ちえ子 T を

中心として日常の保育・外部との交流・行事等々他については中止や延期を含めて日々協議

を重ね職員に周知することを指示 
③ 園利用の保護者にも不安が見えたことから、令和２年度の保育については早い時期に

御理解と御協力を求める文書の作成を指示し送付した。 
そのことによって保護者からの問い合わせや苦情等々はなく、保護者間には保育園が休園

にならない安堵感が見えた。小学校や勤務先の休みに合わせて休園する家庭もあったが、子

ども達が通常の登園ができるようになったのは５月中旬頃だった。 
④ 保護者対応の多様性 
令和２年５月２７日（水）１８：００～１９：００ 話し合い はぎ組にて 
２家族（両親）、担任２名、綾子 T、ちえ子 T 
年長児同士のトラブルについて不満に感じていた１保護者が、相手方から謝罪がないのは

おかしいので話しをさせてほしい旨の申し出があり場を設定した。 
本来なら両親を引き合わせることは行わず、園としてクラス担任、保育士間での対応が望ま

しいと考えたが、申し出のあった両親の怒りを抑えることができなかった。 
この件については一方の保護者の意向を受け入れた形だったが、日々の保護者対応につい

ては初期対応に戸惑いがあるため、後からの報連相で問題が発生となった。 
⑤ 日々の保育について  
１年間、綾子 T とちえ子 T には子ども達の育ちを守るための保育環境作り、保育の質の確

保と向上、求められる管理者の役割と危機管理を伝え共に考えてきたつもりだが、令和２年

度は保育現場の感染症対策の中でも「新型コロナウイルス感染症対策」が常に先導しており、

様々な視点から保育を考える部分が不足していたことを痛感。令和３年度は綾子、ちえ子、

跡部の役割分担を明確にして保育の底上げを図って行きたい。 
 
３．他園問題対応 
① 岩沼・白石・向陽台の諸問題について、対応を行った。 
② 特に白石事業所の問題については、事務局と共に保護者説明会を開催し、その中で保護

者から頂いた子ども達の心のケアについて、臨床心理士である仁平説子先生と共に行動観

察を行い、事件の鎮静化に努めた。 
  
４．令和３年１月２５日（月）から令和３年２月１日（火）５園職員の面談及び人事通知 
① 法人に所属するすべての常勤職員（園長を除く）と面談を行い、法人の問題点の抽出を

行った。 



 



1 
 

令和３年 4 月 30 日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
岩沼事業所 所長 平島 智矢子 

 
令和２年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 岩沼はるかぜ保育園 事業活動報告書 

 
社会福祉法第 44 条に基づき、岩沼事業所の事業活動について下記の通り報告いたしま

す。 
 
記 

 
1.利用児童数（令和３年 3 月 3１日時点） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 ９人 １２人 １２人 １４人 １４人 １４人 ７５人 
入所児童 ６人 １２人 １２人 １４人 １５人 １８人 ７７人 
超過率 ６６％ １００％ １００％ １００％ １０７％ １２８％ １０２％ 
障害児認定児童数：０人 
気になる子：４人 
 
2.開所時間 
平  日 ７時００分～１９時００分 （１時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時００分～１８時００分 
日・祝日 なし 
 
3.職員体制 

氏名 年齢 職務 保有資格 備考 

平島 智矢子 ５５ 園長 保育士／幼稚園教諭  

佐藤 友里 ４２ 主任保育士 保育士／幼稚園教諭  

高田 薫 ５３ 栄養士 栄養士／保育士  

大久保 恭子 ３７ 副主任保育士 保育士／幼稚園教諭  

水戸 友貴 ３９ リーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

大庭 幸子 ４７ リーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

猪股 明日香 ３４ サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

高橋 可奈子 ４１ サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  
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豊岡 徳子 ３７ サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

加茂 里美 ４０ サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

山崎 直子 ３５ サブリーダー保育士 保育士  

池田 茜 ２８ サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

渋谷 ゆかり ２７ サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

鈴木 美香 ２３  保育士／幼稚園教諭  

岩佐 朋美 ２２  保育士／幼稚園教諭  

渡邊 楓華 ２２  保育士／幼稚園教諭  

渡辺 綾子 ３９  保育士  

佐藤 里英 ４４  保育士／幼稚園教諭  

齋藤 智子 ４４  保育士／幼稚園教諭  

渡邊 あゆ美 ３６  保育士／幼稚園教諭  

中鉢 由利子 ６０    

板野 正敬  嘱託医（小児科）   

小島 一夫  嘱託医（歯科）   

 
4.保育理念に基づく保育の展開 
①心身ともに健やかな子ども 
 ・リズム運動：コロナ禍ではあったが、初回以外の年 4回は行う事が出来た。白石は 

るかぜ保育園の園児との合同開催も計画していたがは中止とした。職員の園内研修 
の一環として日食正昭先生のリズム研修を取り入れ、実際に保育士がリズム運動を 
経験することで体の正しい動かし方や園児への指導方法を学び、日頃から取り組ん 
でいるリズム運動に対する指導もポイントをつかんで教える事が出来たことが保育 
日誌や月案の振り返りからも子ども達が上達していく様子や取り組みへの意欲が感 
じられた。 

  ・子どもの歌声やピアノの音などがあまり聞こえてくることがなかったため、音楽に触
れてみる機会を持つように提案した所、季節の歌が聞こえてくるようになり、ピアノ
に対して苦手意識がある職員も練習をする姿が見られるようになった。 

②自然を友とし慈しむ子ども 
  ・今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、園外へ出る機会は減ってしまった

が、コロナが落ち着いているときは法人のバスを利用し、芋掘りに行ったり、近くの
公園に行き自然に触れあう中で様々な事象に興味や関心を持てるような機会を設け
たり、公共のマナーを知る機会を持てるようにしていった。 

③考えることを喜びとする子ども 
  ・コロナの影響により各クラスで過ごす時間が多かった一年であった。健康に過ごすた

めにはどのようなことに気を付ければよいかなど考える機会が多かった。 
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  ・姉妹園との交流保育を設定し、同じ年齢の子ども達と遊びや活動を通し、自分の意見
や気持ちを伝えたり、相手の気持ちや考えを思いやる気持ちが育めるようと考えて
いたが、コロナの影響で行う事が出来なかったので、コロナが収束したら行うように
する。 

 
5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 

 ・こども園に移行したことで全体的な計画の見直しが必要となった。10 の姿などを取 
り入れたものに変更した。 
 

6.年間行事計画 
月 行事名 月 行事名 

4 月 入園式（中止）クラス懇談会（中止） 10月  

5 月  11月  

6 月 運動会（保護者の参加はなしで「運動会

ごっこ」を行った。 

12月 クリスマス会 

7 月 プール開き 夏まつり 1 月  

8 月 プール納会 2 月 まめまき会 発表会 お店屋さん 

9 月 親子遠足（中止） 3 月 ひなまつり会、お別れ会、卒園式 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診 
   内科健診 ①7月 20 日 ②12 月 23 日 
   歯科検診 ①7月 16 日 ②1 月 7日 

 ②：栄養管理 
園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた「おおきくなったね
カード」の配布を通じ、子どもの発育を保護者と共有していった。 

 ③：調理業務 
毎月 1 回、園長、主任、栄養士、クラス担任 1名、メフォス栄養士で給食会議を行い、
給食について献立の確認、メニューの改善や要望などを話し合い、子ども達が喜んで食
べる事が出来る給食の提供の工夫を行った。 

 ④：安全管理 
  ・新型コロナウイルス感染症感染予防の為に、手洗い、アルコールによる手指消毒、 

環境消毒、換気、マスク着用などを園児、保護者、職員に周知、徹底して行った。 
  ・毎月の避難訓練（年 2回の総合避難訓練を含み、火災・地震・水害・事故・不審者侵

入などを想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）、毎月
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初め建物内外の点検を行う。⇒総合避難訓練はコロナの影響で 1 回のみの開催となっ
たが、それ以外の避難訓練については実施した。 
・水あそびの時には、監視役の職員を 1 名配置し、事故を未然に防ぐようにしていっ
た。 

  ・園外に行くときは、担任以外にも付き添いにつく職員を配置し、十分に目が行き届き、
有事の際にも対応できるようにしていった。 

 
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修計画 

  宮城県社会福祉協議会・青葉短期大学主催のキャリアアップ研修への参加予定者は下
記の通り。 

研修名 受講者 
乳児保育    

幼児教育 池田 茜   

障害児保育 高橋可奈子   

食育・アレルギー 加茂 里美   

保健衛生・安全対策    

保護者支援・子育て支援 大宮 幸子   

マネジメント    

保育実践    

◎幼稚園教諭資格取得受講 
〇渡辺 綾子（取得） 

◎幼稚園教諭免許状更新講習受講 
〇大宮 幸子（取得）〇猪股明日香（取得）  

 ◎音楽に関する研修⇒コロナの影響などで研修の開催がなかった 
 ◎その他 
  宮城県保育協議会・宮城県主催・岩沼市保育従事者研修会での研修 
   ⇒コロナの影響などで研修の開催がなかった 
 
②：内部研修計画 
作業療法士による巡回相談 ①9月 8日②12 月 16 日 
臨床心理士による巡回相談 ①11 月 12 日②1月 21 日 
リズム運動指導研修 ①7 月 1日 ※白石の職員と合同開催  
以下出席予定をしていた研修会は新型コロナウイルス感染症の影響で研修会が開催され
なかった。 
アレルギー対応研修、心配蘇生研修、感染症対策研修、音楽に関する研修を受講した職員
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による園内研修 
 
9.人材育成計画（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
  ◎主任 

・職員を統括し、指導責任を持つ 
⇒新任が 2 名入職したことで職員の連携がうまくいくように伝達を分かりやす
くこまめに周知するように行っていた。 
⇒職員の配置が足りない時に保育に入り、保育現場の状況や子ども、保護者、保
育士の把握に努めていた。 

・人事管理（シフトの管理・組織編制など）を行う。 
⇒職員の事務時間が取れるよう、副主任と連携を取りなるべく残業にならない 
ように職員配置を行っていた。 

・園長の補佐 
⇒園長が不在の時も危機管理の意識をもって対応していた。 

・保育園からこども園に移行するにあたって保育現場が考える必要事項を習得す
る。 

 ⇒新型コロナウイルス感染症の影響で市内のこども園に伺うことはできなかっ
たが、こども園に移行する事務手続きの中でこども園のシステムを少しずつ把
握している過程である。 

  ◎主任クラス 
・新人、中堅保育士の育成 
⇒新任については、一緒に組んだクラス担任が保育業務の内容を丁寧に伝えてい
たが、なかなか伝わらないこともあったり、こどもとの関わりがうまくいかなか
ったりと苦労があったようだ。中堅保育士の育成については時間の制約などが
ある中で連携やコミュニケーションを意識するようにしていったが、個人差が
あったようだ。 

  ・保育現場の管理・円滑な業務の提案、改善 
   ⇒今年度はコロナ対応で保育内容や行事を考えていくことが求められた。リーダ 

ー保育士を中心に、保育士の考えをまとめ、話し合いを進めていくことが多か 
った。 

  ・保育園からこども園に移行するにあたって保育現場が考える必要事項を習得する。 
   ⇒令和 3 年度より実際の保育を進める中で行っていく。 
②：中堅職員（Ⅱ）クラス 

   ・リーダーのサポート業務 
    ⇒リーダーの負担を少しでも軽くするために話し合いをしたり仕事を分担するな
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どしていた。 
③：中堅職員（Ⅰ）クラス 
  ・保育の質の向上の提案、実践、保育士自身のスキルアップ、積極的な保育業務 
   ⇒研修に参加計画でいたが、コロナの影響で参加は出来なかった。先輩保育士と交

流を図り、日々の保育に活かせる情報を共有していた。わかることで、それを実践
し、保育士としてのスキルなどをあげるようにしていた。 

④：初任者クラス 
  ・社会人としてのマナーを身につける 
  ・職場の保育士と良好な関係を持ち、保育士の業務や心構えを覚える。 

    ⇒一緒に組んだクラス担任の職員に指導を受けながら、社会人をしてのマナーや
保育技術、子どもや保護者との関わり方を学んだ。これからも日々の保育業務の経
験を積んでいき、保育士として向上していってもらいたい。 

    
10.物品購入計画（固定資産該当品） 
事務の用途として下記の物品を購入した。 

品名 個数 金額 目的 
コピー機 １ 605,000円 サポート終了のため 
印刷機 １ 137,500円 機械の破損のため 

 
11.修繕計画 
①：園舎 

    認定こども園開設に伴う改修工事 
    ・はぎ組（一時預かり保育室）をつぶし、たんぽぽ組（3 歳児）とひまわり組の居

室面積を増床する。 
    ・図書コーナーをつぶし、1号認定こども用の教材倉庫を増設する。 
    ・太陽光発電装置を屋上に設置し、有事の際の電力確保を行う。 
    ・その他水回り、扉、看板等の改修工事 
②：園庭 

    なし 
③：器具備品 

    ホール舞台スポットライトの位置の変更工事⇒次年度の計画へ 
④：その他 

    なし 
 
12.職員福利厚生並びに処遇改善計画 
 ①福利厚生 
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・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・団体医療保険の加入（パートを含む全職員加入、職員負担なし、入院日額 5,000円支給） 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が満 1 歳に達するまでは 1時間の特別休暇付与) 
・子の看護休暇（最大 10 日、有給休暇制） 
・感染症罹患時の特別休暇制度 
・年 1 回の保育着貸与（エプロン） 
・新型コロナウィルス対策支援金の支給（50,000円～60,000円） 
・幼稚園免許取得・更新費用の助成 

 ②.職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 280％を支給した。また、期末賞与については人事考課の結果を基に
支給率を 12.5～45％の幅で加算した。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格者：なし 
・昇給者：大久保恭子、池田茜、渋谷ゆかり 

処遇改善と合わせて、人事制度に則り、職員へキャリアプランを示し、保育技術の向上と
社会人としての資質向上を図り、職員一人一人がいきいきと働くことができる環境を構築
する為、人事考課を行い、各々の目標や法人が期待している役割などを共有するように努め
た。 
また、次年度より幼保連携型認定こども園に移行することから、幼稚園教諭免許未取得者

や更新者への資格取得・更新費用助成を 4 名に行った。 
 
13.資金計画 
令和 2 年度の運営状況としては下記の通り（※詳細は収支決算報告を参照願います。） 
①利用率：101.78％ 
②職員数：19.03 人（一人当たりの年間総労働時間数 1,959.96 時間） 
③サービス活動増減差額：3,421,778円 

④人件費率：76.83％（厨房業務委託費含む） 

⑤経費率：17.97％ 

⑥労働分配率：96.04％ 

  従事者 1 人当たりの人件費に対し、労働生産性が 4,541,199 円と前年と比べ 277,000 円程

度高くなっているが、他園と比べるとまだ 200,000円程度低い状態である。 
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  労働分配率も 96.04%と、前年に比べ低くなっているが、他園に比べると以前と高い水準で

ある。認定こども園化により、1号認定こどもの受入れを積極的におこない、次年度以降収入

増を図り、さらなる改善に努めてい行きたい。 

 

14.指導監査 
本年度は実施なし。（抜き打ち視察のみ） 

 
15.事業継続に向けた重要な事項 
 令和 3年 4 月 1 日より幼保連携型認定こども園に移行。（詳細は【添付資料 3-②】を参照
願います。） 

以上 
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令和３年４月３０日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
多賀城事業所 所長 伊藤 綾子 

 
令和２年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 多賀城事業所 事業活動報告書 

 
社会福祉法第 44条に基づき、多賀城事業所の事業活動について下記の通り報告いたします。 

 
記 

 
1.利用児童数（令和３年 3 月 3１日時点） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 ９人 １２人 １７人 １７人 ２０人 ２０人 ９０人 
入所児童 １１人 １５人 １８人 １６人 １５人 １６人 ９１人 
超過率 １１２％ １２５％ １０５％ ９４％ ７５％ ８０％ １０１％ 
障害児認定児童数：０人 
気になる子：７人 
 
2.開所時間 
平  日 ７時００分～１９時００分 （１時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時００分～１８時００分 
日・祝日 なし 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

伊藤 綾子 園長 保育士・幼稚園教諭  

髙橋 ちえ子 主任保育士 保育士  

小原 信子 副主任保育士 保育士・幼稚園教諭  

車塚 身江 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭  

長谷 紫織 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭  

大内 祐子 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭 固定勤務 

飯田 公美 サブリーダー保育士 保育士 岩沼より異動 

堤 彩夏 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭  

横山 綾香 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭 固定勤務 
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赤間 恵里香 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭 育休取得中 

赤塚 詩穂 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭  

高橋 理夢 〃 保育士・幼稚園教諭  

茂木 史帆 〃 保育士・幼稚園教諭  

三浦 香住 〃 保育士・幼稚園教諭  

髙橋 有 〃 保育士・幼稚園教諭  

小野寺 理帆 〃 保育士・幼稚園教諭 令和２年 6 月１日付 入職 

杉浦 未央子 〃 保育士・幼稚園教諭 令和２年 6 月１６日付 復帰 

千葉 麻紀子 保育士 保育士・幼稚園教諭  

米田 美紀 パート保育士 保育士 令和３年２月 16日付 入職 

井口 亜紀子 〃 保育士・幼稚園教諭  

小野 美春 〃 保育士・幼稚園教諭  

久光 詩織 保育士 保育士・幼稚園教諭 令和２年５月３１日付 退職 

三浦 歩 保育士 保育士 令和２年９月３０日付 退職 

渡辺 和子 夕方パート保育士 保育士・幼稚園教諭  

野田 千果子 事務員 保育士・幼稚園教諭 育児休業中 

石川 真理子 事務員 保育士 令和２年 11 月 1 日付 入職 

石井 アケミ 嘱託医（小児科）   

中野渡 晴子 嘱託医（歯科）   

 
4.保育理念に基づく保育の展開 
①：心身ともに健やかな子ども 

   乳幼児から就学前までの子ども達の健全な心と体を育てるために、快適な環境構成
の中で一人ひとりが様々な欲求が満たされるような関りを持ち情緒の安定を図る。 

②：自然を友とし慈しむ子ども 
   四季を通して自然との関りを伝えながら、年齢ごとに様々な体験を通して興味や関

心を持たせ豊かな感性を育てる。 
③：考えることを喜びとする子ども 

   生活や遊びの中で様々な大切な人との関りから、子ども達一人ひとりの気持ちに寄
り添い発達を十分に理解して環境を整える。 

 
5.保育実施報告（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
 全体的な計画をもとに、年間計画、月案等の作成をする。今年度は、新型コロナウイルス
感染拡大防止に伴い、その時の地域の感染状況に合わせながら活動内容の実施方法を検討
し、感染防止対策を行いながら出来る範囲で、保育や活動を実施してきた。 
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6.年間行事計画 

月 行事名 月 行事名 
4 月 入園式（中止）クラス懇談会（中止） 10月 園外保育 

5 月 園外保育 11月 発表会（以上児クラスのみ） 

6 月 園外保育 12月 個別懇談会（５歳児） 

7 月 プール開き 1 月 個別懇談（１歳児から４歳児クラス） 

8 月 プール納会 2 月 まめまき会 

9 月 運動会ごっこ 

（２歳児、以上児クラスのみ） 

3 月 ひなまつり会、お別れ会、卒園式 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

小児科医による内科健診（年２回） 
歯科医による歯科健診（年１回：新型コロナウイルス感染症の影響のため） 

 ②：栄養管理 
園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた「おおきくなったね
カード」の配布を通じ、子どもの発育を保護者と共有し、改善した 
身近な野菜の栽培や収穫から調理にも興味を持たせながら、食に関する活動を広げて
きた。 

 ③：調理業務 
業者へ委託（株式会社シダックス）但し、給食品質向上のため、園の栄養士と協議しな
がら子ども達に合った給食提供を行った。 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

毎月の避難訓練（火災・地震・水害・事故・不審者侵入などを想定し、子どもの避難誘
導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）、毎月初め建物内外の点検を行った。 
新型コロナウイルス感染症の影響により、総合避難訓練は１回、心肺蘇生訓練は実施し
できなかった。常に危機感を持ちながら必要な対応ができるように、訓練等を通して不
測の事態に備え職員間で共通理解をもつように心掛けた。また、定期的な建物内外の安
全点検と子ども達と関わる中で遊びにおいての安全を確認してきた。 

  園外保育等の活動に関しては十分な場所の下見と、子ども達が遊ぶに相応しい場所
等々、様々な視点を持って職員間で協議し実施してきた。 

  
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修報告 
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  宮城県保育協議会主催のキャリアアップ研修への参加者は下記の通り 
研修名 参加者 

乳児保育 長谷 紫織   

障害児保育 長谷 紫織 車塚 身江  

保護者支援・子育て支援 長谷 紫織 小原 信子  

 
②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6 回）、感染症対策研修、リズム運動指導研
修（年 1回） 

 
9.人材育成報告（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
 新型コロナウイルス感染拡大防止により、研修の中止が相次ぎ、今年度の研修は不参加。 
 キャリアアップ研修に申し込むが、参加人数対象とならず不参加。 
②：中堅職員（Ⅱ）クラス 

  キャリアアップ研修（zoomにて）：障害児保育、未満児保育、保護者支援・子育て支援 
  アンガーマネジメント研修 
③：中堅職員（Ⅰ）クラス 

  新型コロナウイルス感染拡大防止により、研修の中止が相次ぎ、今年度の研修は不参加。 
④：初任者クラス 
 中央ブロック未満児部会 

 
10.物品購入報告（固定資産該当品） 
保育環境ならびに事務処理向上の用途として下記の物品を購入した。 

品名 個数 金額 目的 
レーザープリンター 1 台 129，800円 破損のため購入 
コピー機 1 台 583,000円 保守終了のため購入 
園庭築山撤去費用 一式 178,860円 園庭安全対策のため 
空気清浄機 2 台 500,000円 新型コロナウィルス感染症対策 

 
11.修繕報告 
①：園舎 

3 歳児保育室の空調について、修繕を行った。 
②：園庭 
多賀城はるかぜ保育園については園庭が狭いため、子ども同士の衝突などの事故が絶
えなかったので、環境改善のため築山の撤去を行った。 
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③：器具備品 
厨房機器が破損したため、都度修理を行った。 

④：その他 
なし 

 
12.職員福利厚生並びに処遇改善報告 
①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・団体医療保険の加入（パートを含む全職員加入、職員負担なし、入院日額 5,000円支給） 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が満 1 歳に達するまでは 1時間の特別休暇付与) 
・子の看護休暇（最大 10 日、有給休暇制） 
・感染症罹患時の特別休暇制度 
・年 1 回の保育着貸与（エプロン） 
・新型コロナウィルス対策支援金の支給（50,000円～60,000円） 

 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 280％を支給した。また、期末賞与については人事考課の結果を基に
支給率を 12.5～35％の幅で加算した。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格者：なし 
・昇給者：なし 

処遇改善と合わせて、人事制度に則り、職員へキャリアプランを示し、保育技術の向上と
社会人としての資質向上を図り、職員一人一人がいきいきと働くことができる環境を構築
する為、人事考課を行い、各々の目標や法人が期待している役割などを共有するように努め
た。 

 
13.資金報告 
令和 2 年度の運営状況としては下記の通り（※詳細は収支決算報告を参照願います。） 
①利用率：97.50％ 
②職員数：19.73 人（一人当たりの年間総労働時間数 1,959.96 時間） 
③サービス活動増減差額：6,350,434円 

④人件費率：73.39％（厨房業務委託費含む） 
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⑤経費率：19.29％ 

⑥労働分配率：93.23％ 

  従事者 1 人当たりの人件費に対し、労働生産性が 4,758,232 円、と、前年に比べ 223，000

円程度向上しているが、一人当たりの人件費も前年より 493,000 円程度増加している。また、

本部職員を一名配置しているので、実質はこの数値より低い。 

  労働分配率については 93.23%と他園と同水準であるため、問題はないと考えるが、入所率

が 97.50％と、定員割れを起こしており収入が前年度より 13,664,000 円ほど減収となってお

り、かつ経費率が 19.29％と高水準なので、次年度以降は定員 105％の維持と経費削減ができ

るよう努めたい。 

 
14.指導監査 
本年度は実施なし。（抜き打ち視察のみ） 

 
15.事業継続に向けた重要な事項 
 特になし 

以上 
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令和３年４月 30 日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
事務局長 東海林治樹 

令和２年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 白石事業所 事業活動報告書 

社会福祉法第 44 条に基づき白石事業所の事業活動について下記の通り報告いたします。 

記 

1.利用児童数（令和３年 3 月 3１日時点）
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

定員 12人 15人 15人 16人 16人 16人 90人 
入所児童 8 人 17人 18人 20人 19人 20人 102 人 
超過率 66.6％ 113.3％ 120.0％ 125.0％ 118.8％ 125.0％ 113.3％ 
障害児認定児童数：1人 
気になる子：9 人 

2.開所時間
平  日 ７時００分～１９時００分 （1 時間延長保育実施）
土 曜 日 ７時００分～１８時００分
日・祝日 なし

3.職員体制
氏名 職務 保有資格 備考 

東海林 治樹 園長 施設長認定講習修了 8/1 付け園長任命 

佐藤 なぎさ 副園長 保育士・幼稚園教諭二種免許 8/1 付け副園長任命 

長山 恵美子 主任保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

吾妻 久美子 副主任保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

松野 由美 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 地域限定正規 

佐藤 望美 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

伊藤 芙美 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 地域限定正規 

大泉 てい子 サブリーダー保育士 保育士 

大内 佳代子 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 シフト固定正規 
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松永 未結 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

氏名 職務 保有資格 備考 

佐藤 亜里紗 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

蓬田 早紀 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

佐藤 愛 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

岡崎 愛 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

佐藤 菜津子 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

大津 久美子 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 8/1 付け本部異動、多賀城配属 

菊地 友里子 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 7/31 付け退職 

鈴木 菜緒花 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 育児休業中 

日下 亜季 臨時保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

佐藤 理恵 パート保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

我妻 志保 パート保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

石川 紗季 パート保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

相澤 和恵 パート保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 

橋本 亜祐美 事務長 保育士・幼稚園教諭二種免許 

佐藤 朱美 パート事務 保育士・幼稚園教諭二種免許 

高田 薫 栄養士 管理栄養士免許 3 園兼務 

丹野 登喜子 庶務 

柿崎 周平 委託医(小児科) 柿崎小児科 

小野 貴夫 委託医(歯科) 小野歯科医院 

4.保育理念に基づく保育の展開
①：心身ともに健やかな子ども
令和 2年 6 月 30日に行われた問題保育について、職員と事件の概要を説明し、グルー

プディスカッションや人権擁護チェックシートを基に再度学習しなおした。 
特に、保育所保育指針で謳っている養護と教育の、養護の部分である【情緒の安定】と

いう点について、今一度考えなおし、実践できるよう職員へ指導を行った。 
②：自然を友とし慈しむ子ども
今期は新型コロナウィルス感染予防の観点から、園外保育や散歩など戸外であそぶこ

とについて、慎重にならざるを得ず、子ども達の活動に制限をかけてしまったが、近隣の
公園などに出向き、自然の心地よさを感じたり、五感を刺激したり、自然物等に興味関心
を持つような保育を行った。 
③：考えることを喜びとする子ども
様々な遊びや友だちとの関わり合いの中で、色々試したり、自分なりにじっくり考えて
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行動したり、相手の思いや気持ちを考え、自分の気持ちも伝えることができるように、一
人ひとりに寄り添った保育を行った。 

  また、英語保育やサッカー教室などを通し、英語歌遊び、ルールがある遊びをクラスで
取り入れることで、知的好奇心や社会性を身に着けることができた。 

 
5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
今期は新型コロナウィルス感染予防の観点から、年度当初に立案した年度計画から大き

く変更をせざるを得ない状況であった。特に保護者参加型の行事のありかたや地域交流な
ど、園児が不特定多数と接触するような活動の見直しを行った。 
そのような中でも、子どもの適切な養育支援のため、臨床心理士・作業療法士の年 3回の

巡回相談を行い、子ども達への支援の研究を行ったり、6 月 30 日に発生した保育事件のフ
ォローアップなどに努めた。 
 
6.年間行事計画 

月 行事名 月 行事名 
4 月 入園式・クラス懇談 10月 懇談会（以上児） 

5 月 内科検診・歯科検診 11月 懇談会（以上児） 

6 月 交通安全教室・保育参観 12月 発表会 

7 月 保育参観、夏祭り 1 月 保育参観（以上児） 

8 月  2 月 保育参観（未満児） 
9 月 サッカー教室、運動会ごっこ 3 月 卒園式、修了式 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診を実施した。 
 ②：栄養管理 

園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた子どもの発育を保護
者と共有し、改善した。 

 ③：調理業務 
業者へ委託（株式会社メフォス）但し、給食品質向上のため、園の栄養士と協議しなが
ら子ども達に合った給食提供を行った。 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

・毎月の避難訓練（年１回の総合避難訓練を含み、火災・地震・事故・不審者対応など
を想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）を実施した。 
・毎月初め建物内外の安全管理と安全点検及び環境整備と自主点検を実施した。 
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・薬の点検、０、１歳児の睡眠チェックリスト記入、年４回の事故防止チェックリスト
の記入を行った。 

  園外保育時 
  散歩時対応マニュアルの作成。マニュアルに沿った対応の確認と見直しを行った。 
 
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修報告 

  宮城県社会福祉協議会、仙台市主催のキャリアアップ研修への参加者は下記の通り 
研修名 参加予定者 

乳児保育    

幼児教育    

障害児保育    

食育・アレルギー 岡崎 愛   

保健衛生・安全対策 大内 佳代子   

保護者支援・子育て支援 伊藤 芙美   

マネジメント    

保育実践    

②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6回）、アレルギー、誤食対応研修、救急講
習、感染症対策研修、熱性けいれん研修、夜間研修(年 2回) 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の流行、拡大のために、研修が中止になり、ほと
んど受講できなかった。 
 
9.人材育成報告（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
 令和 2年 6 月 30 日に発生した保育事件を皮切りに、保護者や職員、子ども達のフォロ
ーや、行事の進め方の検討、保育計画の修正などを行った。このことにより、園長・部
下との連携力の強化と見通しを持った運営の遂行能力が身についたと考える。 

②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
 令和 2年 6 月 30 日に発生した保育事件により、園長交代となり保護者からの信頼を得
るために、率先して職務にまい進したと感じる。特に例年以上に人材育成や、きめ細や
かな保護者対応を求められ、対応できたと感じる。 

③：中堅職員（Ⅰ）クラス 
 保育所保育指針の勉強会を通し、改めて自己の保育の振り返りと、自分自身の役割を見
出すことができたと感じる。 

④：初任者クラス 
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 中堅職員（Ⅱ）クラスの職員からの指導（計画や記録の書き方）を受けながらも、提出
〆切を守らず、遅刻や忘れ物なども改善される様子もなく、人材育成の難しさを感じた。 
 

10.物品購入報告（固定資産該当品） 
保育で使用するため下記の物品を購入した。 

品名 個数 金額 目的 
PC 3 台 351,522円 オンライン研修用 
転倒防止シート 一式 108,000円 水遊びでの転倒防止 
除雪機 1 台 205,000円 冬期の除雪効率向上のため 
ビデオカメラ等 一式 210,745円 保育の様子を保護者へ発信するため 
空気清浄機 8 台 549,450円 新型コロナウィルス感染予防 
非常用太陽光発電装置 1 台 161,500円 非常用電源確保のため 
レーザープリンター 1 台 176,000円 レーザープリンター破損のため 

 
11.修繕報告 
①：園舎 
  保育室の壁面修繕、玄関ホールソファーの修繕、洗濯室棚増設 
②：園庭 

   外門、足洗い場水回り改修 
③：器具備品 
  厨房備品修繕 
④：その他 
  なし 

 
12.職員福利厚生並びに処遇改善報告 
 ①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・団体医療保険の加入（パートを含む全職員加入、職員負担なし、入院日額 5,000円支給） 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が満 1 歳に達するまでは 1時間の特別休暇付与) 
・子の看護休暇（最大 10 日、有給休暇制） 
・感染症罹患時の特別休暇制度 
・年 1 回の保育着貸与（エプロン） 
・新型コロナウィルス対策支援金の支給（50,000円～60,000円） 
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・幼稚園免許取得・更新費用の助成（園長推薦の場合に限る） 
 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 300％を支給した。また、期末賞与については人事考課の結果を基に
支給率を 12.5～115％の幅で加算した。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格者：なし 
・昇給者：佐藤菜津子、大内佳代子、蓬田早紀 
・訓戒：佐藤なぎさ、菊地友里子、大津久美子、佐藤亜里紗 

処遇改善と合わせて、人事制度に則り、職員へキャリアプランを示し、保育技術の向上と
社会人としての資質向上を図り、職員一人一人がいきいきと働くことができる環境を構築
する為、人事考課を行い、各々の目標や法人が期待している役割などを共有するように努め
た。 
しかしながら、今期は保護者や地域から、白石はるかぜ保育園の保育の在り方について指

摘を受け、不適切な関わりをしていることが判明した。このことを受け、関わっていた職員
並びに監督者である園長の訓戒を行った。 
また、一部の職員については職場の同僚・後輩へ「職場内いじめ」をしていることが発覚

したり、児童処遇について、ふさわしくない対応をしている状況も垣間見えたので、意識改
革を行う必要がある。 

 
13.令和 2年度の運営状況 
令和 2 年度の運営状況としては下記の通り（※詳細は収支決算報告を参照願います。） 
①利用率：113.80％ 
②職員数：21.20 人（一人当たりの年間総労働時間数 1,959.96 時間） 
③サービス活動増減差額：11,406,689円 

④人件費率：71.37％（厨房業務委託費含む） 

⑤経費率：17.73％ 

⑥労働分配率：89.08％ 

  従事者 1 人当たりの人件費に対し、労働生産性が 4,969,043 円と 4 園と比べ 300,000 円の

程度高くなっているが、前年度に比べ△391,468減少した。 

  労働分配率も 89.08%と、他園に比べ極端に低い状況ではないが、これは、事件後の職員の

疲労をねぎらうため、賞与の支給率を例年より 20％増額したり、残業の無条件承認をおこな

った結果である。 

  次年度については、子どもの利用人数に対し、適正な職員配置をおこなっているので、令和
2 年度のような状況におちいることがないと推測する。 
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14.指導監査 
令和 2 年 10 月 6 日、午前 9 時 30 分より、宮城県保健福祉部子育て社会推進室並びに白

石市子ども家庭課による施設監査が実施される。運営継続に関わる重大な指摘はなし。（詳
細は【添付資料 3-③】を参照願います。） 
 
15.事業継続に向けた重要な事項 
 令和 3年 4 月 1 日より、東海林に代わり佐々木淳子園長が就任する予定。 
 佐々木園長には、職員の育成（特に養護の視点）と運営改革をミッションとしてお伝えし
ておりますので、今後の活躍に期待したい。 

以上 



1 
 

令和３年４月３０日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
向陽台事業所 所長 佐藤 香  

 
令和２年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 向陽台事業所 事業活動報告書 

 
社会福祉法第 44 条に基づき、向陽台事業所の事業活動について下記の通り報告いたし

ます。 
 
記 

 
1.利用児童数（令和３年 3 月 3１日時点） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 ６人 １２人 １５人 １５人 １６人 １６人 ８０人 
入所児童 ６人 １２人 １８人 １９人 １８人 １９人 ９２人 
超過率 １００％ １００％ １２０％ １２６％ １１２％ １１８％ １１５％ 
障害児認定児童数：4歳 1 名、5歳児 2名 
気になる子：１０名 
 
2.開所時間 
平  日 ７時１５分～２０時１５分 （２時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時１５分～１９時００分 
日・祝日 なし 
・2時間延長を行っているが、台風や雪での交通渋滞で利用した他は、ほとんど利用者がい
なかった。 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

佐藤 香 園長 保育士、幼稚園教諭二種免許  

渡辺 敦子 主任保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

田中 美智子 リーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

佐々木 美香 リーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

武者 優子 リーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

横山 由美子  保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  
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志賀 沙也香 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

斉藤 知佳 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

末永 真由美 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

高橋 みな美 保育士 保育士、幼稚園教諭一種免許  

船迫 瑠莉 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

遠藤 愛香 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

大場 明日香 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

佐藤 花桜里 保育士 保育士、幼稚園教諭一種免許  

伊藤 未々 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

山下 いずみ 保育士 保育士、 臨時雇用 

今野 理恵子 栄養士 栄養士資格  

小野 美咲 栄養士 栄養士資格  

吉田 ルミ子 パート保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許 非常勤 

鈴木 美奈 パート保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許 非常勤 10月 16 日付採用 

大槻 里美 パート保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許 非常勤 

渡邊 祐子 パート調理員  非常勤 

鈴木 雅美 パート調理員  非常勤 

釜神 恵 パート調理員  非常勤 

佐藤 幸恵 事務   

佐藤 幸江 用務  パート 

永井 豊子 嘱託医（小児科）  向陽台クリニック 

菅原 真由美 嘱託医（歯科）  ソラナデンタルクリニック 

米澤 未来 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許 ９月 1５日付退職 

千葉 志乃 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許 10 月 15 日付退職 

 
4.保育理念に基づく保育の展開 
①：心身ともに健やかな子ども 

1 日を安心して過ごせる環境の中で、発達に応じ「よく遊び、よく食べ、よく寝る」と
いう基本的生活の基礎を大切に、子ども達の健やかな成長を促せるよう保育を行ってき
た。特に体幹を鍛えられるように歩く、飛ぶ、渡るなどを意識して保育を進めてきた。 
②：自然を友とし慈しむ子ども 
コロナウイルス防止の為に、あまり散歩には出かけられなかったが戸外遊び、園外保育

を通して、動植物や自然に触れることで興味関心を持ち、小さな発見をみんなで共有しあ
いながら活動するように心掛けた。 
③：考えることを喜びとする子ども 
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様々な遊びや友達との関わりの中で、自分なりに考えて行動したり、試したりする中で、
相手の思いや気持ちを考え、受け入れたり、伝えたりすることができる環境を作っていき、
豊かな感性や表現力を育めるよう、子どもからの発信を聞き逃さず、子どもと共に考えて
保育を進められた。 

 
5.保育実施報告（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
理念に沿い、心身ともに健やかな子どもに通じる、体づくりに力を入れリズム運動、サッ

カー教室、体操教室を外部講師に来てもらい実施した。また、園庭には、可動式の雲梯や鉄
棒を設置し、安全面には充分気をつけ、マットを敷き子どもがいつでも挑戦できるようにし
た。 
公立の合同保育で引き継いだ「子どものやりたい」という気持ちを大切にし、常に子ども

からの発信を大切にし、特に夏遊び、秋遊び、お正月遊び、お店屋さんごっこ遊びなどは 1
日だけではなく、習慣にし、やりたい遊びをじっくり取り組めるようにした。 
 
6.年間行事計画 

月 行事名 月 行事名 
4 月 入園式、クラス懇談会、内科健診 10月 運動会、内科健診、歯科健診、総合避難

訓練、園外保育、サッカー教室、秋遊び

週間 

5 月  11月 サッカー教室 

6 月 歯科健診、サッカー教室、運動教室、個

別懇談、5 歳児校外学習 

12月 プレ発表会、発表会、リズム運動 

7 月 七夕会、運動教室、夏遊び週間 1 月 お正月遊び週間 

8 月 運動遊び、サッカー教室 2 月 まめまき会、個別懇談、お店屋さんごっ

こ週間 

9 月 運動教室 3 月 ひなまつり会、お別れ会、大きくなった

お祝い会、卒園式 

・コロナウイルス拡大防止の為、保護者参加の行事はかなり検討したが、すべてを中止に
するのではなく、どのようにしたら参加してもらえるのかを考えて、人数制限や、内容変
更、短縮などをして実施した 
 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診 
 ②：栄養管理 

園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づき、随時、面談など行い、



4 
 

子どもの発育を保護者と共有した。 
 ③：調理業務 

自園調理とし、栄養士とクラス担任が協議しながら子ども達に合った給食提供を行っ
た。また、旬のものや手づくりおやつなどを多く出してもらい、「おいしい」「また食
べたい」という気持ちを大事にし、リクエストメニューなども出してもらった。 
食育では、畑の野菜を収穫し、クッキングをしたり、給食をお弁当箱に入れたり、テラ
スで食べたり環境も大切にしてきた。 
 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

毎月の避難訓練（年１回の総合避難訓練を含み、火災・地震・事故・不審者侵入などを
想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）、毎月初め建物
内外の点検を行った。 

  園外保育時 
  公園などに出かけるときの為にマップを作成し、行き帰りの道の安全を配慮し、下見な

ど充分に行い出かけるようにした。 
 
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修報告 

  仙台市主催のキャリアアップ研修への参加者は下記の通り 
研修名 参加者 

乳児保育 横山 由美子   

幼児教育 佐々木 美香   

障害児保育    

食育・アレルギー    

保健衛生・安全対策    

保護者支援・子育て支援 武者 優子   

マネジメント 佐々木 美香   

保育実践    

②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6 回）、アレルギー対応研修、心配蘇生研修、
感染症対策研修、リズム運動指導研修（年 1 回）、など行った。また、保育関係書類研修
(日誌の書き方、児童票の書き方など)、保護者支援、子育て支援の研修に行った職員から
他の職員へ、OJT研修として行った 

 
9.人材育成報告（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
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①：主任クラス 
・園長と十分な意思疎通を行い、業務の補佐を行った 
・現場全体を把握し、状況を見て適切に判断し業務を円滑に遂行できた 
・園の行事などの企画を把握し、担当の補佐や、適切なアドバイスなどし、円滑に実施で
きるようにした。すべての行事が初めてなので、1から決めることが多かったが、職員
の意見をまとめてくれた。 

・園内研修などの企画、実施などの中心的なまとめ役として、職員の専門性の向上に努め    
た。 

・宮城県保育協議会、仙台市主催研修(仙台市保育協議会、連合会)の研修を受講しキャリ
アアップを図った 

②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
・主任と十分に意思疎通を行い、業務の補佐を行った 
・専門分野に関わる技術指導などに関して、中心的な役割を担った 
・園内研修などの企画、実施などの中心的なまとめ役として、職員の専門性の向上に努め
た。 

③：中堅職員（Ⅰ）クラス 
・担当分野に関わる技術指導に関して、中心的な役割を担ってほしかったが、立ち上げで
初めてのことが多く、中心的に担当分野をまとめるなどは難しい職員もいた。来年度に
期待したい。 

・担当分野に関する知識や技能の向上は先輩保育士に聞いたり、教えてもらったりしなが
ら努めていた。 

④：初任者クラス 
・指導、指示、助言を受けながら、担当業務を遂行し、知識、技術の習得に努めた 
・組織の中で自分の役割を理解し、指導を受けながら、業務を行った 

 
10.物品購入報告（固定資産該当品） 
保育環境整備の用途として下記の物品を購入した。 

品名 個数 金額 目的 
園庭遊具 一式 990,880 円 可動式雲梯、鉄棒、マット 
園庭テラスマット舗装 一式 860,200円 園庭遊び時の安全確保 
光触媒除菌脱臭器 4 台 200,000円 新型コロナウィルス感染症対策 
空気清浄機 2 台 400,000円 新型コロナウィルス感染症対策 

 
11.修繕報告 
①：園舎 
地震の影響で壁紙や、ホール天井のクロスに亀裂が入り修繕した。また、1年点検で修
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繕してほしい箇所を業者に伝え、対応してもらった。 
②：園庭 
テラスの階段状の段差について、園庭遊び時に子どもがつまずいたりして転んだ時、大
けがにつながるリスクがあるため、コンクリートの上にウレタンマットを敷き、粘着固
定させる修繕を行った。 
芝が枯れている部分や、剝がれている部分があり、来年度生育していきたい。 

③：器具備品 
なし 

④：その他 
なし 

 
12.職員福利厚生並びに処遇改善報告 
①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・団体医療保険の加入（パートを含む全職員加入、職員負担なし、入院日額 5,000円支給） 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が満 1 歳に達するまでは 1時間の特別休暇付与) 
・子の看護休暇（最大 10 日、有給休暇制） 
・感染症罹患時の特別休暇制度 
・年 1 回の保育着貸与（エプロン） 
・新型コロナウィルス対策支援金の支給（50,000円～60,000円） 
・幼稚園免許取得・更新費用の助成 

 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 290％を支給した。また、期末賞与については人事考課の結果を基に
支給率を 12.5～50％の幅で加算した。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格者：佐藤幸恵 
・昇給者：佐藤知佳 

処遇改善と合わせて、人事制度に則り、職員へキャリアプランを示し、保育技術の向上と
社会人としての資質向上を図り、職員一人一人がいきいきと働くことができる環境を構築
する為、人事考課を行い、各々の目標や法人が期待している役割などを共有するように努め
た。 
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13.資金報告 
令和 2 年度の運営状況としては下記の通り（※詳細は収支決算報告を参照願います。） 
①利用率：113.33％ 
②職員数：27.43 人（一人当たりの年間総労働時間数 1,959.96 時間） 
③サービス活動増減差額：8,078,946円 

④人件費率：69.85％（厨房業務委託費含む） 

⑤経費率：19.73％ 

⑥労働分配率：91.40％ 

  従事者 1人当たりの人件費に対し、労働生産性が 3,426,610円と他園と比べると 1,200,000

円程度低い状態である。これは他園と違い、厨房業務が外部委託でないので、その分人件費が

他園より多くかかっていることが要因である。 

  労働分配率については 91.40%と他園と同水準であるため、問題はないと考えるが、経費率

が 19.73％と高水準なので、次年度以降は削減できるよう努めたい。 

 

14.指導監査 
令和 3 年 1 月 8 日、午前 9 時 30 分より、仙台市子供未来局による施設監査が行われた。

運営継続に関わる重大な指摘はなし。（詳細は【添付資料 3-⑤】を参照願います。） 
 

15.事業継続に向けた重要な事項 
 なし 
 

以上 
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令和３年４月 30 日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
榴岡事業所 所長 小林 公子 

 
令和２年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 榴岡事業所 事業活動報告書 

 
社会福祉法第 44 条に基づき榴岡事業所の事業活動について下記の通り報告いたします。 

 
記 

 
1.利用児童数（令和３年 3 月 3１日時点） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 6 人 14人 15人 15人 15人 15人 80人 
入所児童 6 人 18人 18人 20人 20人 17人 99人 
超過率 100％ 128.57％ 120.00％ 133.33％ 133.33％ 113.33％ 123.75％ 
障害児認定児童数：2人 
気になる子：20 人 
 
2.開所時間 
平  日 ７時００分～２０時００分 （２時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時００分～１９時００分 
日・祝日 なし 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

小林公子 園長 保育士  

佐藤明美 主任保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

青栁史織 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

鎌田美咲 リーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

加賀谷もも サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

庄司美奈 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

加藤菜緒 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 6/30 付け退職 

松﨑瑞穂 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 1/5 より産休・育児休業 

千葉みずほ サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  
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谷津 倫 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

氏名 職務 保有資格 備考 

佐藤美左 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

大橋晴佳 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

鈴木海帆 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

金野千晶 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

斉藤美久 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

齋藤華奈 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

青山千里 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

佐々木彩織 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

片山(村野)理知子 サブリーダー保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 6/1 付け採用 

永浦美翔 保育士(固定) 保育士・幼稚園教諭二種免許 7/1 付け育児休業より復帰 

千葉美香 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 育児休業中 

佐藤菜乃 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 育児休業中 

齋 成美 保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 育児休業中 

林 由依 パート保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許 7/1６より産休・育児休業 

大川明美 パート保育士 保育士・幼稚園教諭二種免許  

志賀(奥山)成美 栄養士 管理栄養士免許 3/31 付け退職 

山口智也 事務長   

森川みき 委託医(小児科)  森川アレルギークリニック 

脇川大介 委託医(歯科)  仙台つつじがおか歯科 

 
4.保育理念に基づく保育の展開 
①：心身ともに健やかな子ども 
安心して過ごせる環境の中で、発達に応じた援助と関わりをしながら「よく遊び、よく

食べ、よく寝る」という基本的な生活の根っこの部分を大切にしながら、子どもたちの健
やかな成長を援助する保育を行った。 
②：自然を友とし慈しむ子ども 
戸外あそびや散歩、園外保育等を通じて、戸外であそぶ心地よさを感じたり、五感を刺

激したり、自然物等に興味関心を持つような保育を行った。 
③：考えることを喜びとする子ども 
 様々な遊びや友だちとの関わり合いの中で、色々試したり、自分なりにじっくり考えて
行動したり、相手の思いや気持ちを考え、自分の気持ちも伝えることができるように、一
人ひとりに寄り添った保育を行った。 
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5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
令和２年度より、特色ある教育と保育の部分で、保育理念の心身ともに健やかな子どもに

通じる、身体作りのために、年間１０回外部の講師を頼み、体育教室を実施した。 
新型コロナ感染症の流行、拡大により計画の変更がかなりあった。 

 
6.年間行事計画 

月 行事名 月 行事名 
4 月 クラス懇談会(さくら、ちゅう

りっぷ、すみれ組) 

10月 内科健診、運動会、歯科健診、
園外保育。サッカー教室、体育
教室 

5 月  11月 サッカー教室、体育教室 

6 月 園外保育、 12月 発表会、サッカー教室、体育教
室、芸術鑑賞会 

7 月 個別懇談、歯科健診、内科健診
七夕会、サッカー教室、体育教
室、クラス懇談会(たんぽぽ、
ひまわり、ばら組) 

1 月 お店屋さんごっこ、体育教室 

8 月 体育教室 2 月 まめまき会、体育教室 

9 月 体育教室 3 月 ひなまつり会、卒園式、サッカ
ー教室、体育教室 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診を実施した。 
 ②：栄養管理 

園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた子どもの発育を保護
者と共有し、改善した。 

 ③：調理業務 
業者へ委託（株式会社メフォス）但し、給食品質向上のため、園の栄養士と協議しなが
ら子ども達に合った給食提供を行った。 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

・毎月の避難訓練（年１回の総合避難訓練を含み、火災・地震・事故・不審者対応など
を想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）を実施した。 
・毎月初め建物内外の安全管理と安全点検及び環境整備と自主点検を実施した。 
・薬の点検、０、１歳児の睡眠チェックリスト記入、年４回の事故防止チェックリスト
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の記入を行った。 
  園外保育時 
  散歩時対応マニュアルの作成。マニュアルに沿った対応の確認と見直しを行った。 
 
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修報告 

  宮城県社会福祉協議会、仙台市主催のキャリアアップ研修への参加者は下記の通り 
研修名 参加予定者 

乳児保育    

幼児教育 加賀谷もも   

障害児保育 加賀谷もも   

食育・アレルギー    

保健衛生・安全対策 青栁史織   

保護者支援・子育て支援    

マネジメント 加賀谷もも   

保育実践    

②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6回）、アレルギー、誤食対応研修、救急講
習、感染症対策研修、熱性けいれん研修、リズム運動指導研修（年 1 回）夜間研修(年 2
回) 

 
9.人材育成報告（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
 ・園長と連携を図り、業務の補佐をすることや特に不在時の責任者として意識づけがで
きるようにしてきた。 

②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
 ・主任保育士と連携が図れるように、話し合いの機会をより多く設けるようにした。 
 ・クラス間の連携の大切さを知らせ、中心になって対応できるようにした。 
③：中堅職員（Ⅰ）クラス 
 ・クラスリーダーと初任者との間でそれぞれのサポートができる立場を理解し、実践で
きるようにしてきた。 

④：初任者クラス 
 ・指導、指示、助言を聞いて、動くことの大切さを繰り返し話しをする。 
 ・保育業務の大変さと共に楽しさを伝え、意欲が持てるようにしてきた。 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の流行、拡大のために、研修が中止になり、ほと
んど受講できなかった。 
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10.物品購入報告（固定資産該当品） 
保育環境整備のため下記の物品を購入した。 

品名 個数 金額 目的 
オゾン空気清浄機 2 台 400,000 円 新型コロナウィルス感染症対策 
空気清浄機（ダイキン） 2 台 122,100 円 新型コロナウィルス感染症対策 
パソコン 2 台 360,800 円 破損したため 
ワンタッチテント 1 台 133,000 円 運動会で使用するため 
蓄電池 1 台 120,000 円 非常用電源 

 
11.修繕報告 
①：園舎 
  なし 
②：園庭 

   外水道破損のため、水道修理をした 
③：器具備品 
  券売機の修繕を行った。 
④：その他 
  なし 

 
12.職員福利厚生並びに処遇改善報告 
 ①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・団体医療保険の加入（パートを含む全職員加入、職員負担なし、入院日額 5,000円支給） 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が満 1 歳に達するまでは 1時間の特別休暇付与) 
・子の看護休暇（最大 10 日、有給休暇制） 
・感染症罹患時の特別休暇制度 
・年 1 回の保育着貸与（エプロン） 
・新型コロナウィルス対策支援金の支給（仙台市からの慰労金含み 70,000円） 

 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 290％を支給した。また、期末賞与については人事考課の結果を基に
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支給率を 0～35％の幅で加算した。 
・定期昇給・昇格：4月 
・昇格者：なし 
・昇給者：青栁史織 

処遇改善と合わせて、人事制度に則り、職員へキャリアプランを示し、保育技術の向上と
社会人としての資質向上を図り、職員一人一人がいきいきと働くことができる環境を構築
する為、人事考課を行い、各々の目標や法人が期待している役割などを共有するように努め
た。 
また、仙台市のスタートアップ補助金を活用し、要件に該当する新規採用職員については

50,000 円の一時金を支給した。 
 
13.資金報告 
令和 2 年度の運営状況としては下記の通り（※詳細は収支決算報告を参照願います。） 
①利用率：122.92％ 
②職員数：21.59 人（一人当たりの年間総労働時間数 1,959.96 時間） 
③サービス活動増減差額：2,983,013円 

④人件費率：75.65％（厨房業務委託費含む） 

⑤経費率：18.98％ 

⑥労働分配率：97.11％ 

  従事者 1人当たりの人件費に対し、労働生産性が 4,779,599円、と、前年に比べ 179,000円

程度向上しているが、一人当たりの人件費も前年より 454,000円程度増加している。この要因

としては、一時預かり事業を休止しており、補助金収入が前年度より 5,700,000円程度減額し

ていることに起因していると推測する。 

  労働分配率については 97.11%と他園より高水準であるため、人件費の削減等、早急な改善

を要する。 

 

14.指導監査 
令和 3 年 1 月 8 日、午前 9 時 30 分より、仙台市子供未来局による施設監査が行われた。

運営継続に関わる重大な指摘はなし。（詳細は【添付資料 3-④】を参照願います。） 
 
15.事業継続に向けた重要な事項 
 特になし 

以上 



■令和3年度職員採用管理表(令和3年3月31日時点) 添付資料3-① 
 

氏名 所属 職種 雇用形態 採用時期 求人媒体 コスト 
相澤和恵 白石 保育士 パート 2020年4月16日 アスカ 220,704 

小野寺理帆 多賀城 保育士 正規 2020年6月1日 ネクストビート 667,260 
片山理知子 榴岡 保育士 地域限定正規 2020年6月1日 ネクストビート 584,100 
佐藤幸江 向陽台 庶務 パート 2020年6月16日 ハローワーク 0 

今野理恵子 向陽台 栄養士 正規 2020年7月16日 ネクストビート 642,180 
鈴木美奈 向陽台 保育士 パート 2020年10月16日 ジョブメドレー 165,000 

石川真理子 多賀城 事務 正規 2020年11月16日 indeed 0 
米田美紀 多賀城 保育士 パート 2021年2月16日 職員紹介 0 

佐々木淳子 白石 保育士 正規 2021年4月1日 白石市推薦 0 
吉田怜央奈 白石 保育士 正規 2021年4月1日 ネクストビート 643,500 
大槻真理子 白石 保育士 正規 2021年4月1日 けやきワーカー 550,000 
三上もも 白石 保育士 正規 2021年4月1日 ネクストビート 878,130 
稲葉美空 榴岡 保育士 正規 2021年4月1日 学校求人 0 
川崎美紗 榴岡 保育士 正規 2021年4月1日 職員紹介 0 
丹野麻美 向陽台 保育士 正規 2021年4月1日 ネクストビート 710,820 
今井希 向陽台 保育士 正規 2021年4月1日 学校求人 0 

佐藤舞香 向陽台 保育士 正規 2021年4月1日 学校求人 0 
大槌舞奈 岩沼 保育士 正規 2021年4月1日 学校求人 0 

佐々木玲奈 向陽台 栄養士 正規 2021年4月1日 indeed 0 
田村優衣 榴岡 栄養士 正規 2021年4月1日 indeed 0 

佐々木彩香 白石 保育士 正規 2021年4月1日 保育BOX 0 
山崎理恵 向陽台 保育士 パート 2021年4月1日 ジョブメドレー 165,000 

中村真寿美 向陽台 保育士 正規 2021年4月1日 保育士ONE 440,000 

紹介手数料計 5,666,694 
■広報媒体と掲載料 

 
 
 
 
 

■入職経緯およびその割合 
 
 
 
 
 
 
 
 

■事業所別採用コスト 
事業所名 金額 割合 

本部 0 0.00% 
岩沼 事業所 0 0.00% 

多賀城 事業所 667,260 11.78% 
白石 事業所 2,292,334 40.45% 
榴岡 事業所 584,100 10.31% 

向陽台 事業所 2,123,000 37.46% 
合計 5,666,694 100.00% 

■令和2年度職員退職管理表(令和3年3月31日時点) 

媒体名 ①閲覧数 ②応募者数 ③=②/①応募率 ④採用者数 ⑤=④/② 採用率 費用 
indeed(保育職) 166 5 3.01% 0 0.00% 303,600 

indeed(保育職以外) 932 23 2.47% 3 13.04% 
保育ボックス 598 1 0.17% 1 100.00% 275,000 
保育士バンク 1,688 2 0.12% 0 0.00% 513,333 

掲載料計 1,091,933 

 
入職経緯 人数 割合 

A:ハローワーク経由での入職 1 名 4.35% 
B:民間紹介会社経由での入職 11 名 47.83% 
C:採用セミナーがきっかけでの入職 0 名 0.00% 
D:法人HP経由での入職（indeed含む） 3 名 13.04% 
E:在職職員紹介による入職 2 名 8.70% 
F:養成校斡旋による入職 4 名 17.39% 
G:民間紹介会社運営の求人サイト経由での入職 1 名 4.35% 
H:その他の手法による入職 1 名 4.35% 
合計 23 名  
 



氏名 所属 職種 雇用形態 退職時期 退職理由 
久光詩織 多賀城 保育士 正規 6月30日 白血病による就労困難 

菊地友里子 白石 保育士 正規 7月31日 不適切保育を行った責任 
米澤未来 向陽台 保育士 シフト固定正規 9月15日 出産のため 
三浦歩 多賀城 保育士 正規 9月30日 うつ病悪化のため 

千葉志乃 向陽台 保育士 パート 10月16日 出産のため 
鈴木美香 岩沼 保育士 地域限定正規 3月31日 処遇（賃金）への不満 
渡邊綾子 岩沼 保育士 パート 3月31日 キャリアチェンジのため 
佐藤愛 白石 保育士 正規 3月31日 上司・同僚への不満 
岡崎愛 白石 保育士 正規 3月31日 不適切保育に関わり疲弊 

佐藤亜里紗 白石 保育士 正規 3月31日 訓戒処分に対する不満 
奥山成美 榴岡 栄養士 正規 3月31日 ご主人の転勤にともない 

末永真由美 向陽台 保育士 正規 3月31日 職場環境への不満 
田中美智子 向陽台 保育士 地域限定正規 3月31日 家族の介護のため 
小野美咲 向陽台 栄養士 正規 3月31日 実家へ戻るため 

山下いずみ 向陽台 保育士 臨時職員 3月31日 能力不足による更新なし 
谷畑宏美 本部 栄養士 シフト固定正規 3月31日 能力不足による解雇通知 
石川紗季 白石 保育士 パート 3月31日 転居にともない 

■退職理由及びその割合 
退職理由 人数 割合 

A:家庭事情でのやむを得ない退職 5 名 29.41% 
B:結婚等による転居による退職 1 名 5.88% 
C:キャリアアップ（公務員）による退職 1 名 5.88% 
D:職場環境に不満による退職 5 名 29.41% 
E:職場内による私的なトラブルでの退職 0 名 0.00% 
F:体調不良による退職 2 名 11.76% 
G:法人からの解雇またはそれに準ずる促し 3 名 17.65% 
H:その他の自己都合による退職 0 名 0.00% 

合計 17 名  
 



宮城県（子社推）指令第5 9 8号

岩沼市押分字水先5番6

社会福祉法人はるかぜ福祉会

令和 3 年 2 月 1 2 日付けで申請のありました「岩沼はるかぜこども園」（幼保連携型認定

こども園）の設置については， 就学前の子どもに関する教育， 保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成 1 8 年法律第 7 7号）第 1 7 条第 1 項の規定により， 認可します。

令和 3 年 3 月 2 9 日

宮城県知事 村 井 嘉

（保健福祉部子育て社会推進室保育支援班）
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様式3-2

令和2年度児童福祉施設（保育所）指導監査結果

施設名 白石はるかぜ保育園 実施年月日 令和2年10月6日

監査吏員

項 目

小野清香，小檜山篤実，遠藤 翔

指 摘 事 項
（ ●文書指摘 ，•口頭指摘

1 施設運営及び構 ・職員処遇に係る帳簿等については，施設長の決裁を受ける
造・設備の状況 こと。

c

2 職員配置及び保育I（特になし）
の状況

3 給食の状況

（
 

（特になし）

4 会計経理及び I（特になし）
職員職員処遇の状況
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令和2年度確認指導監査結果

0• 認定こども園（ 型）

I 実施年月日 1

監査職員I保育係長佐久間、行政専門員手嶋

施設名 白石はるかぜ保育園 令和2年10月 6 日

結果 1概ね良好

項目
指 摘事項

（◎文書指摘・要報告0文書指摘 ・ ロ頭指摘）

c
7. 保護者に対する支援 (3) ・ 苦情と要望は全て記録を残しておくこと。

・保育対応について、継続した職員育成に努める

こと。

（
 



1/1 

（様式2) 社会福祉法人・施設指導監査結果（通知用）

法 人名 I 社会福祉法人 ・ はるかぜ福祉会 実施日 令和 3 年 1 月 8 日

施設名 I 保育所 樅岡はるかぜ保育園

文 書
ヒ
日f
 

摘

． 文書指

摘

に対する回答

《人事労務管理》
なし

《経理》
なし

《入所者処遇》（給食書面監査）
なし

ロ 頭 指

摘《人事労務管理》
① 職員の手当額の認定について、 以下の事例が見受けられたので改

めること。
ア 通勤手当について、 認定日が記載されていなかった。
イ 住居手当について、 認定支給額が記載されていなかった。

《経理》
① 私的契約利用料について、 期末における売上げが、 決算に計上さ

れていなかったので、 改めること。

《入所者処遇》（給食書面監査）
なし
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1/1 

（様式2) 社会福祉法人・施設指導監査結果（通知用）

法 人名I社会福祉法人 はるかぜ福祉会 実施日 令和3年1月7日

施設名I保育所 向陽台はるかぜ保育園

文 書 巳
日t

摘

文書指

摘

に対する回答

《人事労務管理》（書面監査）
なし

·《経理》（書面監査）
なし

《入所者処遇》
なし

ロ 頭 巳
日f

摘《人事労務管理》（書面監査）
なし

《経理》（書面監査）
なし

・

《入所者処遇》
なし
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令和 3 年 3 月 1 日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
法人本部事務局 東海林 治樹 

 
令和 3 年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 法人本部事務局 事業活動計画 

 
社会福祉法第 44 条に基づき、法人本部事務局の事業活動について下記の通り計画いた

します。 
 
１ 所在地 ： 岩沼市押分字水先 5 番 6 
２ 事業開始年月日 ： 平成 22 年 7 月 1 日 
３ 令和 3 年度の人員体制 
①事務局 

②児童福祉部 

№ 職 名 氏  名 年齢 勤務形態 備考 

1 事務局長 東海林 治樹 40 管理部長 
白石・向陽台はるかぜ

保育園事務長と兼務 

2 局長補佐 山口 智也 36 管理課長 
多賀城・榴岡はるかぜ

保育園事務長と兼務 

3 事務員 橋本 亜祐美 38 管理課長 
岩沼はるかぜ 

保育園事務長と兼務 

4 事務員 佐藤 幸恵 43 正規職員 
向陽台はるかぜ保育園 

事務員と兼務 

5 事務員 石川 真理子 38 正規職員 
多賀城はるかぜ保育園 

事務員と兼務 

№ 職 名 氏  名 年齢 勤務形態 備考 

1 部長 杉山 均 71 役員 理事 

2 部員 跡部 晴枝 67 役員 理事 

3 部員 小林 公子 63 管理課長 
榴岡はるかぜ保育園 

園長と兼務 

5 部員 平島 智矢子 55 管理課長 
岩沼はるかぜ保育園 

園長と兼務 

6 部員 佐藤 香 50 管理課長 
向陽台はるかぜ保育園

園長と兼務 

7 部員 伊藤 綾子 45 管理課長 
多賀城はるかぜ保育園

園長と兼務 



 
◆業務分担とねらい 
①事務局体制 
事務局長：東海林治樹 ▶ 業務内容：運営管理・企画立案・新規事業の遂行 

法人全体の運営状況を把握し、内部監査や資金運用状況、円滑なサービスを提供

できるように努める。また各園と連携し、内部統治体制の構築と、採用戦略の構

築、保育園組織力の向上、事務職員の知識・技術の向上に努める。 
※統括会計責任者、会計責任者（白石事業所）、契約担当者 

局長補佐：山口智也 ▶ 業務内容：人事・職場環境改善推進担当 
局長を補佐し、法人の運営を円滑に進める。人事責任者として職員採用戦略の策

定と、その戦略に基づいた採用活動と選考を行う。また、平成 30 年度より推進

してきた職場環境改善の進捗状況の把握と、さらなる働きやすい職場構築の構

築を行うことはもちろんのこと、職員のキャリアプランと業務意欲を向上させ

る人事制度の設計と運用、改善を行う。 
また、職員のハラスメントやメンタルヘルスの状況を把握し、相談・解決を行う。 
※会計責任者（榴岡事業所）、予算管理責任者、固定資産管理責任者、採用担当

責任者、職場環境改善責任者 
事 務 員：橋本亜祐美  ▶ 業務内容：労務管理・雇用管理担当 

法人に所属する職員の勤怠や休暇等の管理を行い、税や給付の申請を滞りなく

迅速に行う。傷病給付や産前・産後休暇等の給付手続きや労働法に基づく申請を

把握し、適切に対応する。 
※会計責任者（岩沼事業所）、労務管理責任者 

事 務 員：佐藤幸恵  ▶ 業務内容：経理・庶務 
法人全体の経理伝票の処理と各種帳票の作成を行い、法人の資金状況を常に管

理できるよう努め、各事業所の監査時に経理担当として答弁を行う。 
また、経理規程の見直しや、月次試算や決算報告を通し経理の視点から経費削減

や積立の計画を立て、法人全体の財務の基盤を整える。 
※会計責任者（向陽台事業所）、財務管理責任者 

事 務 員：石川真理子  ▶ 業務内容：広報・採用活動 
法人の保育内容や職員採用に関する情報を各園より収集し、利用者や求職者に

対し適切な情報を Web や広報誌、法人案内などを活用はもちろんの事、地域の

特性を活かした広報を行い、法人理念に基づいた保育の考え方や、事業活動への

取り組み、職員育成の取り組み等を積極的に対外へ発信し、人事と連携し職員・

利用者確保を行う。 
※会計責任者（多賀城事業所）、広報担当責任者 
 

②児童福祉部体制 
全体の保育園の状況を把握し、法人の保育理念である【心身ともに健やかな子ども/ 自然

を友とし慈しむ子ども / 考えることを喜びとする子ども】の育成に向け、保育士の教育や

8 部員 佐々木 淳子 60 管理課長 
白石はるかぜ保育園園

長と兼務 



保育過程や保育プログラムを部員とともに協議し、構築を行う。 
保育技術向上に向け「今法人職員に必要なこと」を抽出し研修や会議を検討し、保育の質

の向上を図るための内部研修の企画・立案を行う。 
▶ 業務内容：研修計画・企画の立案・児童福祉部の統括・保育の問題点の抽出 
 
前年度より引き続き、児童福祉部会・園長会・主任会を実施し、各保育園での取り組を話

し合うことはもちろんのこと、人事制度の問題点の把握や改善案の検討、考課の在り方など

を話し合う場を適宜設けるようにする。 
 
４ 令和 3 年度の事業計画 
 昨今の全国的な保育士不足の影響並びに、新型コロナウィルス感染拡大の影響による従

来の採用活動の見直し、さらには白石はるかぜ保育園の不適切保育の事件化のより、本年度

も保育士確保については困難を極めております。 
令和 3 年 2 月 5 日時点での次年度当初入職の新規採用職員は 17 名でしたが、同時に令和

3 年 3 月 31 日付にての退職者 17 名（前年度 9 名）も同時に発生しました。退職の理由と

致しましては下記の通りです。 
1）家庭事情でのやむを得ない退職：3 名 
2）結婚や転居、子育て等の事情による退職者：2 名 

 3）本人のキャリアアップによる退職者：1 名 
4）処遇や職場環境の不満による退職者：6 名 

 5）職員間の私的トラブルによる退職者：0 名 
 6）体調不良による退職者：2 名 
 7）法人からの解雇またはそれに準ずる促しによる退職者：3 名 
 8）その他の自己都合による退職者：0 名 
 
また、新規採用者の採用手段は下記の通りです。 
1）ハローワーク経由での入職者：0 名 
2）民間紹介会社経由での入職者：8 名 
3）合同採用セミナーがきっかけでの入職者：0 名 
4）法人 HP 経由での入職者：3 名 
5）在職職員紹介による入職者：1 名 
6）養成校斡旋による入職者：4 名 
7）その他の手法による入職者：1 名 

 
 令和 3 年度採用については新型コロナウィルス感染症の感染拡大があり、これまでの採

用の在り方を見直さざるを得ない状況からスタートしました。 
これまでの合同採用セミナー参加や説明会の開催などから、Indeed や斡旋業者主体の求

人広告サイトへの求人掲載等、ネット中心での採用活動を行ってきました。 
しかしながら、Indeed は事務職（7 名応募）や栄養士職（6 名応募）の求人応募はあるの

ですが、保育職にはほぼ応募がなく（450,000 円 / 常勤 1 名 / パート 1 名のみ）、民間紹介

会社運営の求人サイトについては保育 BOX（1 掲載あたり 275,000 円 / ㈱Buy the way）



と保育士バンク（1 掲載あたり 513,334 円 / ㈱ネクストビート）を利用し求人掲載を行い

ましたが、応募者は 1 名で費用に対し効果は限定的です 
また、今年は離職が多く、職場環境や同僚との関係での離職が35.29%と突出しています。

これは、白石事業所・向陽台事業所で多く、白石事業所は 6 月 30 日の事件以降の保護者ト

ラブルによる職員の疲弊が最大の要因であることと、向陽台事業所は開所 1 年目で職員間

のコミュニケーションがまだまだ十分にとれていないことが要因と考えられます。 
今後については、白石事業所の職場環境の改善と、向陽台事業所の職員間のコミュインケ

ーションの向上を図るとともに、これまでの採用セミナーや園見学や説明会などの対面式

の採用活動がうまく展開できないことや、新卒者も紹介業者に登録し、就職先を探すように

なっていることから、保育に特化したサイトへの求人広告や indeed の活用、養成校との繋

がりの模索を行うこととし、次年度の計画として下記の年度計画を立案します。 
 
(1) ニューノーマル時代に合った職員確保と職員定着のための職場環境改善 
① 法人の保育内容を WEB で伝えるためのコンテンツ作り 

令和 2 年度にリニューアルした法人 HP については、園単位でブログや情報発信をで

きるように設計しました。ゆえに、各園タイムリーに保育内容を発信し、利用者希望者、

求職者に園の雰囲気を発信できるよう努めます。 
さらには、園紹介の動画作成や、求める人材像や福利厚生をアピールする動画、当園の

保育士の業務内容を発信する動画等を作成し、コンテンツの幅を増やす取り組みを行い

ます。 
また、保育士採用に特化した WEB での求人広告媒体に情報を掲載し、園の知名度を向

上させると共に、興味をもった求職者を採用まで繋げれる確率を増やすよう、フォローア

ップ体制を整理します。 
② 理念の浸透  

 はるかぜ福祉会の法人理念、保育目標を園長を中心として改めて理解し、我々が子ども

達や保護者、地域へ行わなければならない使命を今一度認識し、現場で働く職員と共有す

る時間を持つように取り組みます。 

 また、各事業所の長においては、法人の運営の仕組みや法令関係、保育理念等を事務局

より研修という形で理解してもらい、現場の保育士へのメッセンジャーとなってもらえ

るよう取り組みます。 
③ 労働環境（事務時間の在り方）の問題点の抽出と改善検討 
令和２年度の人事面談（旧事務局面談）の内容として、筆頭に上がったのがやはり事務

時間の在り方であり、各園共通する問題点でした。 
白石事業所は令和 2 年 6 月 30 日の事件以降、保育士不足に陥り、事務時間を回すマン

パワーが足りず、また向陽台事業所については開設 1 年目ということで、職員間のコミ

ュニケーション不足が問題の根本にあると考えますが、他園についても同様の問題が発

生している点を考えると、マンパワー不足以外の根深い問題があると考えます。 
ICT技術を導入し、時間削減を図れるならば導入も検討したいところではありますが、

根本的な要因（職員一人一人のスキルの差や、1 担か複数担の違い、書式の複雑さ、保育

に活用されない書類の作成等）が起因している場合は、技術を導入しても何ら改善が図れ

ないと考えます。 



  令和 3 年度は、この部分をヒアリングし、問題点の分析と令和 4 年度に向けての改善

案の策定を図る年にしたいと考えます。 
④ 採用戦略 

令和 2 年度はコロナ禍におけるニューノーマルを意識しながら、採用活動の在り方を

模索する年度でした。ZOOM を利用した面談を行ったり、試験内容を短縮したりと取り

組みをおこないましたが、感触としては苦戦したと言えます。 
採用応募についても、人材紹介業者頼みであり、補助として indeed 経由での応募とい

う状況であり、もはや今期はハローワーク経由での採用は保育士以外でも一件もなく、機

能しておりません。 
ニューノーマルの時代に突入する令和 3 年度については、広報力×フォローアップ＝

採用率向上と定義し、山口局長補佐並びに石川事務とで採用戦略を策定し、各園必要なマ

ンパワーの確保に努めます。 
⑤ 処遇改善（能力評価の導入） 

法人の給与体系として、本給の他に複数の手当（役職・職務・職歴・特別作業）を付与

し支給しておりました。このうちの特別作業手当については、当所はみなし残業代という

意味合いがつよかったのですが、残業代については適宜申請の上付与していた状況もあ

り、仙台市より手当の支給要件の見直しをするよう指導を受けました 

  そのことを受け、特別作業手当を能力手当へ変更し、法人が通年通し行っている人事考

課の結果を反映させ、評価の良い職員には増額支給、悪い職員には減額支給を行う制度を

導入したいと思います。 
  これにより、意欲が高い職員や能力の高い職員については俸給にダイレクトに表れる

ことで意欲につながり、低い評価の職員についても俸給を通し意欲や業務の改善の促し

を図ることができると考えます。なお、支給要件は相対評価ではなく、絶対評価を導入し

たいと考えております。 
 
（2）白石はるかぜ保育園の運営改革 
令和 2 年 6 月 30 日に発生した白石はるかぜ保育園の保育中に発生した事件について、地

域における影響は大きく、信頼を損ねる結果となった。 
また、事件に関連した職員 1 名が離職、1 名が異動となり、残された職員も精神的疲労は

大きく、一部の保護者はクレーマーと化し、これまで通りの運営に支障をきたす事態となっ

た。 
その影響により、保育士不足も重なり令和 3 年度の受入れ児童数については 0 歳児、1 歳

児の受入れを減少して体制を立て直さなければならない事態となっている。 
本事件の根本的な要因としては、養護主体ではなく教育という視点に赴きがおかれてい

ること、職場環境の悪さ（いじめや一部の職員主体での決定等）、度重なる育児休暇の影響

による職員不足があげられる。 
そのような状況を改善するため、白石市と相談した結果、佐々木淳子先生（経歴省略）を

園長としてお迎えし、職員の意識改革と職場環境改善を図る。 
また、過去に積み立てた保育所繰越積立金（人件費積立）の取崩を行い、職員確保に通年

で努め、令和 4 年度以降の運営体制の再構築を図る。 
事務局としては、東海林事務局長を白石配属とし、佐々木淳子園長（予定）体制をサポー



トし、運営を軌道に乗せるように事務・経理面でサポートすることとします。 
 
（3）ICT 活用による労務管理労力の軽減（KIDSNA コネクトシステムの導入） 
 労務管理については現在橋本事務が全園を一括管理しているが、その業務量は 5 園とな

った今膨大になり、大きな負担になっている。 
 特に時間を要すのが勤務時間の整合性であり、現場ではシフト作成が負担となっている。

この問題を解決するため、山口局長補佐が中心となり検討を進めた結果、経済産業省の進め

ている ICT 化推進補助金の該当となる KIDSNA コネクトの導入をすることで負担が軽減

できると判断しました。 
 令和 3 年度については本システムを導入し、各園に使い方の周知を行い、労務管理の効

率化と正確さの向上に努めます。 
 
５ 年間計画 
▼ 2021 年 
4 月上旬：佐々木淳子氏白石はるかぜ保育園園長就任に伴う変更手続き 
5 月上旬：第 10 回監事会（事業活動および決算の監査） 

中旬：第 46 回理事会（事業活動及び決算の報告） 
下旬：人事制度に基づく職員への目標設定人事考課面談（各園） 

6 月中旬：第 37 回評議員会（事業活動及び決算報告、任期満了に伴う理事の選任） 
         第 4 回評議員選任解任委員会（任期満了に伴う評議員の選任） 
     第 47 回理事会（理事長の互選） 
6 月下旬：社会福祉事務所、福祉医療機構及び税務署へ現状報告 

理事長の変更登記 
8 月～12 月：宮城県並びに仙台市による保育所監査（岩沼・多賀城・白石・榴岡・向陽台） 
9 月下旬：第 48 回理事会および第 38 回評議員会（運営報告・補正予算） 
12 月上旬：第 49 回理事会および第 39 回評議員会（運営報告・補正予算） 

下旬：人事制度に基づく職員への振り返り人事考課面談（各園） 
▼ 2021 年 
1 月下旬：給与支払調書提出 
2 月下旬：人事考課に基づき、次年度に向けた昇格、人事異動の決定 
3 月下旬：第 50 回理事会および第 40 回評議員会（次年度事業計画および予算・補正予算） 
 
６ 研修計画 
▼外部研修 
（独）福祉医療機構主催の保育事業運営セミナー 
（福）全国社会福祉施設経営者協議会の研修参加（リーダーシップ研修・リスクマネジメン

ト研修・人材育成・労務管理・広報等） 
▼内部研修 
保育士研修：臨床心理士、作業療法士による発達研修、リズム運動の実践研修 
 
7 資金計画 



各園からの前期末支払資金残高の取り崩しによる各拠点区分間繰入金での運営を行いま

す。 
 
8 令和 3 年度予算案について 
令和 3年度当初予算案の通り 

以 上 
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令和 3 年 3月１日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
岩沼事業所 所長 平島 智矢子 

 
令和３年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 岩沼事業所 事業活動計画 

 
社会福祉法第 44 条に基づき、岩沼事業所の事業活動について下記の通り計画いたしま

す。 
 
記 

 
令和 3 年 4月 1日より 岩沼はるかぜこども園となる。 
 
1.利用児童数（令和３年４月１日時点） 

  ０歳児 １歳児 ２歳児 満 3歳
児 

３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

定員 1 号認
定 

－人 －人 －人 ―人 3 人 3 人 3 人 ９人 

2 号認
定 

－人 －人 －人 －人 14人 14人 14人 42人 

3 号認
定 

9 人 12人 12人 －人 －人 －人 －人 33人 

入所児童  5 人 11人 12人 0 人 15人 14人 15人 74人 
超過率  55％ 91％ 100％ 0% 107％ 100％ 107％ 93％ 

5 月より 0 歳児 1 名、1歳児 1名 入園 
障害児認定児童数：0人 
気になる子：1 人 
 
2.開所時間 
平  日 ７時００分～１９時００分  

2・3 号認定（１時間延長保育実施） 
1 号認定（８時間預かり保育実施） 

土 曜 日 ７時００分～１８時００分 
     1号認定実施なし 
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日・祝日・年末年始 なし 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

平島 智矢子 園長 保育士／幼稚園教諭  

佐藤 友里 主幹保育士 保育士／幼稚園教諭  

佐藤 なぎさ 主幹保育士 保育士／幼稚園教諭  

高田 薫 栄養士 栄養士／保育士  

水戸 友貴 リーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

大庭 幸子 リーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

佐藤 菜津子 リーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

高橋 可奈子 サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

加茂 里美 サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

豊岡 徳子 サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

猪股 明日香 サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

 直子 サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

池田 茜 サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

大川口 蒔野  保育士／幼稚園教諭  

渋谷 ゆかり サブリーダー保育士 保育士／幼稚園教諭  

岩佐 朋美  保育士／幼稚園教諭  

渡邊 楓華  保育士／幼稚園教諭  

佐藤 里英  保育士／幼稚園教諭  

齋藤 智子  保育士／幼稚園教諭  

渡邊 あゆ美  保育士／幼稚園教諭  

中鉢 由利子    

板野 正敬 嘱託医（小児科）   

小島 一夫 嘱託医（歯科）   

菊池 寛之 嘱託（薬剤師）   

 
4.保育理念に基づく保育の展開 
①心身ともに健やかな子ども 
 ○リズム運動：園内研修の一環として日食正昭先生のリズム研修を取り入れ、職員の 

リズム運動に対するスキルアップを目指し、学んだことを保育で行われるリズム運 
動に取り入れ子どもの身体能力の向上につなげる。 

  ○音楽に親しみが持てるよう、季節や行事にあった歌を多く取り入れる。 
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②自然を友とし慈しむ子ども 
  ○散歩：コロナ禍の中での生活は外出自粛が求められているので、園生活の中で安全を

確認し、感染予防に気をつけながら、散歩を取り入れていくようにする。 
  ○園外保育：コロナ禍ではあるが法人のバスを利用し、園外行き自然に触れあう中で

様々な事象に興味や関心を持てるような機会を設けたり、公共のマナーを知ったり
機会を持つようにする。 

③考えることを喜びとする子ども 
  ○異年齢児保育：大きい子どもは小さい子どもへ思いやりの気持ちを持ち、小さい子ど

もは大きい子どもへ、あこがれを持つことで「優しさ」や「思いやり」の心が育まれ
るようにする。 

   
5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 

 ・こども園に移行することで法令が保育所保育指針からこども園教育・保育要領に 
変わる。その為、全体的な計画、月案、週案などの指導計画の改訂を行う。 
 

6.年間行事計画 
月 行事名 月 行事名 

4 月 入園式、クラス懇談会 10月  

5 月 親子遠足 11月 発表会 

6 月  12月 クラス懇談会 

7 月 プール開き 夏まつり 1 月  

8 月 プール納会 2 月 まめまき会 お店屋さん 

9 月 運動会 3 月 ひなまつり会、お別れ会、卒園式 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診 
薬剤師による保育環境の管理 

 ②：栄養管理 
園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた「おおきくなったね
カード」の配布を通じ、子どもの発育を保護者と共有し、改善をする。 

 ③：調理業務 
業者へ委託（株式会社メフォス）但し、給食品質向上のため、園の栄養士と協議しなが
ら子ども達に合った給食提供を行う。 

 ④：安全管理 
・毎月の避難訓練（年 2回の総合避難訓練を含み、火災・地震・水害・事故・不審者侵
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入などを想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）、毎月
初め建物内外の点検を行う。 
・プールの時期には、監視役の職員を 1名配置し、事故を未然に防ぐようにしていく。 

  園外保育時、担任以外にも付き添いにつく職員を配置し、十分に目が行き届き、有事 
の際にも対応できるようにしていく。 

8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修計画 

  宮城県社会福祉協議会・青葉短期大学主催のキャリアアップ研修への参加予定者は下
記の通り 

研修名 参加予定者 
乳児保育 大川口 蒔野 岩佐 朋美  

幼児教育 豊岡 徳子 山崎 直子  

障害児保育 渋谷 ゆかり   

食育・アレルギー 池田 茜 高橋可奈子  

保健衛生・安全対策 佐藤 菜津子 渡邊 楓華  

保護者支援・子育て支援 加茂 里美   

マネジメント 大宮 幸子 猪股 明日香  

保育実践    

 
◎幼稚園教諭免許状更新講習受講 
〇平島 智矢子 〇加茂 里美  

 ◎こども園に関する研修（検討・未定） 
 ◎その他 
  宮城県保育協議会・宮城県主催・岩沼市保育従事者研修会での研修 

 
②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（各年 6回）/アレルギー対応研修/心配蘇生・誤
飲食に対する対応の研修/感染症対策研修/リズム運動指導研修（年 1 回）/こども園に関
する研修を受講した職員による園内研修/こども園教育・保育要領の解説と理解 

 
9.人材育成計画（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主幹保育教諭 
  ◎主幹保育教諭Ⅰ（保育教育指導） 

・保育園からこども園に移行するにあたり、こども園の役割を理解し、職員と共有
する。 

・職員を統括し、指導責任を持つ。 
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    ・保護者対応 
 ・職員の相談対応 
・人事管理（シフトの管理・組織編成など）を行う。 
・園長の補佐 
・主幹保育教諭②との連携 

   ◎主幹保育教諭Ⅱ（子育て支援） 
 ・保育園からこども園に移行するにあたり、こども園の役割を理解し、職員と共 

有する。 

・地域の子育て支援を中心になって計画、実施する。 
   ・未就園児の対応 

・職員を統括し、指導責任を持つ。 
    ・保護者対応 
    ・職員相談対応 

・園長の補佐 
・主幹保育教諭①との連携 
・備品の管理 

②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
   ・保育園からこども園に移行するにあたり、こども園の役割を理解し、保育・教育

の内容を考える。 
    ・リーダーのサポート業務 
③：中堅職員（Ⅰ）クラス 
   ・保育園からこども園に移行するにあたり、こども園の役割を理解し、保育・教育

の内容を考える。 
・保育の質の向上の提案、実践 
・保育士自身のスキルアップ 

    ・積極的な保育業務 
④：初任者クラス 

   ・社会人をしてのマナーを身につける。 
   ・職場の保育士と良好な関係を持ち、保育士の業務や心構えを覚える。 
 
10.物品購入計画（固定資産該当品） 
事務の用途として下記の物品を購入したい。 

品名 個数 金額 目的 
PC ４  事務時間、残業時間の削減 

 
11.修繕計画 
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①：玄関門扉の改修工事（2～3年後予定） 
②：器具備品 

   スポットライトの位置の変更工事 
   未満児の内線電話 
③：その他 

   なし 
 
12.職員福利厚生並びに処遇改善計画 
 ①福利厚生 
 ・宮城県保育協議会会費法人負担（全職員対象）  
 ・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担（全職員対象） 
 ・健康診断（35 歳以上対象/生活習慣予防検診/婦人科検診） 
 ・保育者賠償責任保険加入（全職員対象） 
 ・団体医療保険の加入（パートを含む全職員加入、・職員負担なし/入院費額￥5,000 至急） 
 ・子の介護休暇（最大 10 日、有給休暇制） 
 ・病気休暇手当 
 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 260％を支給。また、期末賞与については人事考課の結果を基に支給
率を 0～40％の幅で加算する。 

・定期昇給・昇格：4月 
リーダー、サブリーダーについては、処遇改善加算Ⅱを原資とし職務手当を 5,000円～
40,000 円支給することと、処遇改善加算Ⅰについては、職員へ雇用や給与の改善を図
るよう使用する。 
また人事制度に則り、人事面談を通し、職員へキャリアプランを意識してもらい、保育
技術の向上と社会人としての資質向上を図り、職員一人一人が、己の役割を認識し目標
をもって働くことができる環境を構築する。 

 
13.資金計画 
令和３年度当初予算案の通り 

 
以上 
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令和２年 3月 1 日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
多賀城事業所 所長 伊藤 綾子 

 
令和３年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 多賀城事業所 事業活動計画 

 
社会福祉法第 44条に基づき、多賀城事業所の事業活動について下記の通り計画いたします。 

 
記 

1.利用児童数（令和３年４月１日時点） 
 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 １２人 １５人 １５人 １６人 １６人 １６人 ９０人 
入所児童 ９人 １５人 １８人 １８人 １６人 １５人 ９１人 
超過率 ７５％ １００％ ８３％ ８９％ １００％ １０７％ １０１％ 
障害児認定児童数：０人 
気になる子：０人 
 
2.開所時間 
平  日 ７時００分～１９時００分 （１時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時００分～１８時００分 
日・祝日 なし 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

伊藤 綾子 園長 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

佐藤 明美 主任保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

小原 信子 副主任保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

車塚 身江 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

長谷 紫織 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

大内 祐子 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 固定勤務 

飯田 公美 サブリーダー保育士 保育士資格   

横山 綾香  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 固定勤務 

育児休暇取得中 

赤間 恵里香  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 育児休暇取得中、 
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４月１６日復帰 

赤塚 詩穂 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

高橋 理夢 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

茂木 史帆 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 地域限定勤務 

三浦 香住 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

髙橋 有  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

杉浦 未央子  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 固定勤務 

大津 久美子 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

千葉 麻紀子  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 地域限定勤務 

井口 亜希子  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 パート保育士 

小野 美春  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 パート保育士 

米田 美紀  保育士資格  パート保育士 

※２月～入職予定 

石川 真理子  保育士資格  事務員 

野田 千果子  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 事務員、 

育児休暇取得中 

渡辺 和子  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 夕方パート保育士 

石井 アケミ 嘱託医（小児科）    

中野渡 晴子 嘱託医（歯科）    

 
4.保育理念に基づく保育の展開 
①：心身ともに健やかな子ども 

   乳幼児から就学前までの子ども達の健全な心と体を育てるために、快適な環境構成
の中で一人ひとりが様々な欲求が満たされるような関りを持ち情緒の安定を図る。 

②：自然を友とし慈しむ子ども 
   四季を通して自然との関りを伝えながら、年齢ごとに様々な体験を通して興味や関

心を持たせ豊かな感性を育てる。 
③：考えることを喜びとする子ども 

   生活や遊びの中で様々な大切な人との関りから、子ども達一人ひとりの気持ちに寄
り添い発達を十分に理解して環境を整える。 

 
5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
色ある教育と保育の部分で、保育理念の心身ともに健やかな子どもに通じる、身体作りの

ために、年間１０回外部の講師を依頼し、運動教室を今年度も実施する。 
 
6.年間行事計画 
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月 行事名 月 行事名 
4 月 入園式、クラス懇談会 10月 園外保育 

5 月 園外保育・体育教室開始（４・５歳児） 11月 個別懇談会 

6 月 保育参観 12月 おゆうぎ会・個別懇談会 

7 月 七夕会 1 月 個別懇談会 

8 月 夏季保育、プール遊び 2 月 まめまき会 

9 月 運動会 3 月 ひなまつり会、お別れ会、卒園式 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

家庭的な雰囲気の中で入園児童の健やかな成長と発達を家庭と共に実感できる環境整
備に努める。小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診 

 ②：栄養管理 
園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた「おおきくなったね
カード」の配布を通じ、子どもの発育を保護者と共有し、改善をする。 
また、身近な野菜の栽培や収穫から調理にも興味を持たせながら、食に関する活動を広
げて行く。 

 ③：調理業務 
業者へ委託（株式会社シダックス）但し、給食品質向上のため、園の栄養士と協議しな
がら子ども達に合った給食提供を行う。 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

毎月の避難訓練（年 2回の総合避難訓練を含み、火災・地震・水害・事故・不審者侵
入などを想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）、毎月
初め建物内外の点検を行う。 
 常に危機感を持ちながら必要な対応ができるように、訓練等を通して不足の事態に
備え職員間で共通理解をもつ。また、定期的な建物内外の安全点検と子ども達と関わる
中で遊びを把握する。 
さらに、園外保育等の活動に関しては十分な場所の下見と、子ども達が遊ぶ相応しい場
所等々、様々な視点を持って職員間で協議する。 

 
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修計画 

  宮城県保育協議会主催のキャリアアップ研修への参加予定者は下記の通り 
研修名 参加予定者 

乳児保育 小原 信子 車塚 身江 茂木 史帆 
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幼児教育 大内 祐子 三浦 香住 高橋 理夢 

障害児保育 小原 信子 大内 祐子 小野寺 理帆 

食育・アレルギー 長井 歩 茂木 史帆 赤塚 詩穂 

保健衛生・安全対策 長谷 紫織 車塚 身江 大内 祐子 

保護者支援・子育て支援 車塚 身江 三浦 香住  

マネジメント 小原 信子 車塚 身江  

保育実践 大内 祐子 高橋 理夢 千葉 麻紀子 

②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6 回）、アレルギー対応研修、心配蘇生研修、
感染症対策研修、リズム運動指導研修（年 1 回）、太陽の家による巡回相談（年３回） 
体育教室（年１０回） 
 

9.人材育成計画（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
  マネジメント研修、保健衛・生安全対策研修、食育・アレルギー対応研修、 

宮保協主任保育士研修 
②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
  保護者支援・子育て支援研修、保健衛生・安全対策研修、宮保協中堅保育士研修 
②：中堅職員（Ⅰ）クラス 
  幼児教育・乳児保育・障害児保育研修、中央ブロック未満児会・以上児会研修 

宮保協中堅保育士研修 
③：初任者クラス 

   中央ブロック未満児会・以上児会研修、宮保協初任保育士研修 
 
10.物品購入計画（固定資産該当品） 
保育物品と環境整備の用途として下記の物品を購入したい。 

品名 個数 金額 目的 
絵本 複数 ３0,000 絵本の破損あり入れ替えの為、 
紙芝居 複数 ３0,000 園の紙芝居が少ない為 
鉄棒 1 台 ４0,000 屋内の運動遊びで使用する為 
パーテーション 6 台 ３0,000 おゆうぎ会等で使用する為 
ホワイトボード 2 台 ５0,000 活動の写真、ポスター掲示の為 

 
11.修繕計画 
①：園舎 
 ▪全クラスの引き戸がきつくなっているので修繕が必要 
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  ▪施錠の鍵穴修繕 
  ▪ホワイトボードの設置（玄関ホール） 
②：園庭 
▪駐車場横フェンスに門扉設置 

 ▪駐車場からの門扉の鍵 
▪正面通園門扉（鍵穴） 

 ▪外階段のコンクリート外壁 
③：器具備品 

  ▪給食用食器 
④：その他 

  ▪なし 
 
12.職員福利厚生並びに処遇改善計画 
 ①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が３歳に達するまでは２時間短縮勤務可) 
・病気休暇手当 

 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 260％を支給。また、期末賞与については人事考課の結果を基に支給
率を 0～40％の幅で加算する。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格予定者：今年度の該当者なし 
・昇給予定者：今年度の該当者なし 
リーダー、サブリーダーについては、処遇改善加算Ⅱを原資とし職務手当を 5,000円～

40,000 円支給することと、処遇改善加算Ⅰについては、職員へ雇用や給与の改善を図る
よう使用する。 
また人事制度に則り、人事面談を通し、職員へキャリアプランを意識してもらい、保育

技術の向上と社会人としての資質向上を図り、職員一人一人が、己の役割を認識し目標を
もって働くことができる環境を構築する。 

 
13.資金計画 
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令和 3 年度当初予算案の通り 
以上 
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令和 3 年 3月 1日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
白石事業所 所長 東海林 治樹 

 
令和３年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 白石事業所 事業活動計画 

 
社会福祉法第 44 条に基づき、白石事業所の事業活動について下記の通り計画いたします。 

 
記 

1.利用児童数（令和３年４月１日時点） 
 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 １２人 １５人 １５人 １６人 １６人 １６人 ９０人 
入所児童 6 人 １２人 １８人 ２０人 ２０人 １９人 ９１人 
超過率 ５０％ ８０％ １２０％ １２５％ １２５％ １１９％ １０６％ 
障害児認定児童数：４人 
気になる子：４人 
 
2.開所時間 
平  日 ７時００分～１９時００分 （１時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時００分～１８時００分 
日・祝日 なし 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

佐々木 淳子 園長 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

長山 恵美子 主任保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 地域限定正規雇用 

吾妻 久美子 副主任保育士 保育士資格   

大久保 恭子 副主任保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

蓬田 早紀 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

大内 佳代子 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 シフト固定雇用 

佐藤 望美 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

伊藤 芙美 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 地域限定正規雇用 

大泉てい子 サブリーダー保育士 保育士資格   

松野 由美 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 地域限定正規雇用 
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松永 未結 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

鈴木 菜緒花  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 育児休暇取得中、 

４月１６日復帰 

吉田 怜央奈 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 新規採用 

大槻 真理子  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 新規採用 

佐々木 彩夏  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 新規採用 

三上 もも  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 新規採用 

日下 亜季  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 臨時雇用 

佐藤 理恵  保育士資格  パート保育士 

我妻 志保  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 パート保育士 

相澤 和恵  保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 パート保育士 

佐藤 朱美 事務   パート雇用 

丹野 登喜子 庶務   パート雇用 

柿崎 周平 嘱託医（小児科）    

小野 貴志夫 嘱託医（歯科）    

4.保育理念に基づく保育の展開 
①：心身ともに健やかな子ども 

   乳幼児から就学前までの子ども達の健全な心と体を育てるために、快適な環境構成
の中で一人ひとりが様々な欲求が満たされるような関りを持ち情緒の安定を図る。 

②：自然を友とし慈しむ子ども 
   四季を通して自然との関りを伝えながら、年齢ごとに様々な体験を通して興味や関

心を持たせ豊かな感性を育てる。 
③：考えることを喜びとする子ども 

   生活や遊びの中で様々な大切な人との関りから、子ども達一人ひとりの気持ちに寄
り添い発達を十分に理解して環境を整える。 

5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
特色ある教育と保育の部分で、保育理念の心身ともに健やかな子どもに通じる、身体作り
のために、保育の主活動にリズム運動遊びを取り入れることや、令和 2 年 6 月 30 日に発
覚した不適切な保育の是正と、失われた保護者並びに地域からの信頼回復のため、子育て
支援の在り方について、新体制のもとで園として行う意義を学ぶ。 

 
6.年間行事計画 

月 行事名 月 行事名 
4 月 入園式、クラス懇談会 10月 園外保育 

5 月 園外保育 11月 個別懇談会 
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6 月 保育参観 12月 おゆうぎ会・個別懇談会 

7 月 七夕会 1 月 個別懇談会 

8 月 夏季保育、プール遊び 2 月 まめまき会 

9 月 運動会 3 月 ひなまつり会、お別れ会、卒園式 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

家庭的な雰囲気の中で入園児童の健やかな成長と発達を家庭と共に実感できる環境整
備に努める。小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診 

 ②：栄養管理 
園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた「おおきくなったね
カード」の配布を通じ、子どもの発育を保護者と共有し、改善をする。 
また、身近な野菜の栽培や収穫から調理にも興味を持たせながら、食に関する活動を広
げて行く。 

 ③：調理業務 
業者へ委託（株式会社メフォス）但し、給食品質向上のため、園の栄養士と協議しなが
ら子ども達に合った給食提供を行う。 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

毎月の避難訓練（年 2回の総合避難訓練を含み、火災・地震・水害・事故・不審者侵
入などを想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）、毎月
初め建物内外の点検を行う。 
 常に危機感を持ちながら必要な対応ができるように、訓練等を通して不足の事態に
備え職員間で共通理解をもつ。また、定期的な建物内外の安全点検と子ども達と関わる
中で遊びを把握する。 
さらに、園外保育等の活動に関しては十分な場所の下見と、子ども達が遊ぶ相応しい場
所等々、様々な視点を持って職員間で協議する。 

 
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修計画 

  宮城県保育協議会主催のキャリアアップ研修への参加予定者は下記の通り 
研修名 参加予定者 

乳児保育 松野 由美   

幼児教育 松永 未結   

障害児保育 伊藤 芙美   

食育・アレルギー 大泉 てい子   
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保健衛生・安全対策 蓬田 早紀   

保護者支援・子育て支援 大内 佳代子   

マネジメント 吾妻 久美子   

保育実践 佐藤 望美   

②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6 回）、アレルギー対応研修、心配蘇生研修、
感染症対策研修 
 

9.人材育成計画（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
  マネジメント研修、保健衛・生安全対策研修、食育・アレルギー対応研修、 

宮保協主任保育士研修 
②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
  保護者支援・子育て支援研修、保健衛生・安全対策研修、宮保協中堅保育士研修 
②：中堅職員（Ⅰ）クラス 
  幼児教育・乳児保育・障害児保育研修、中央ブロック未満児会・以上児会研修 

宮保協中堅保育士研修 
③：初任者クラス 

   中央ブロック未満児会・以上児会研修、宮保協初任保育士研修 
 
10.物品購入計画（固定資産該当品） 
保育物品と環境整備の用途として下記の物品を購入したい。 

品名 個数 金額 目的 
保育遊具 複数 100,000 破損玩具の入れ替え 
災害用品 １ 160,000 災害対応備品の購入 

 
11.修繕計画 
①：園舎 

  なし 
②：園庭 
 なし 
③：器具備品 

  なし 
④：その他 

   なし 
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12.職員福利厚生並びに処遇改善計画 
 ①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が３歳に達するまでは２時間短縮勤務可) 
・病気休暇手当 

 
 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 260％を支給。また、期末賞与については人事考課の結果を基に支給
率を 0～40％の幅で加算する。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格予定者：今年度の該当者なし 
・昇給予定者：今年度の該当者なし 
リーダー、サブリーダーについては、処遇改善加算Ⅱを原資とし職務手当を 5,000円～
40,000 円支給することと、処遇改善加算Ⅰについては、職員へ雇用や給与の改善を図
るよう使用する。 
また人事制度に則り、人事面談を通し、職員へキャリアプランを意識してもらい、保育
技術の向上と社会人としての資質向上を図り、職員一人一人が、己の役割を認識し目標
をもって働くことができる環境を構築する。 

 
13.資金計画 

令和 3 年度当初予算案の通り 
以上 
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令和３年 3月 1 日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 様 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
榴岡事業所 所長 小林公子 

 
令和３年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 榴岡事業所 事業活動計画 

 
社会福祉法第 44 条に基づき榴岡事業所の事業活動について下記の通り計画いたします。 

 
記 

1.利用児童数（令和３年４月１日時点） 
 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 6 人 14人 15人 15人 15人 15人 80人 
入所児童 6 人 18人 18人 20人 20人 20人 102 人 
超過率 １００％ １２８％ １２０％ １３３％ １３３％ １３３％ １２８％ 
障害児認定児童数：1人 
気になる子：20 人程度 
 
2.開所時間 
平  日 ７時００分～２０時００分 （２時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時００分～１9時００分 
日・祝日 なし 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

小林公子 園長 保育士資格   

高橋ちえ子 主任保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

川崎美紗 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

青柳史織 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

鎌田美咲 リーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

加賀谷もも サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

庄司美奈 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

片山理知子 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 地域限定 

千葉みずほ サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

谷津 倫 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  
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金澤美左 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

金野千晶 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

斉藤美久 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

鈴木海帆 サブリーダー保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

永浦美翔 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 固定勤務 

千葉美香 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 固定勤務、４/１６復

帰 

大橋晴佳 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

齋藤華奈 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

青山千里 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

佐々木彩織 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

稲場美空 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

佐藤菜乃 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 育児休業取得中 

齋 成美 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 育児休業取得中 

松﨑瑞穂 保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種 育児休業取得中 

大川明美 パート保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

林 由依 パート保育士 保育士資格 幼稚園教諭Ⅱ種  

田村優衣 栄養士 管理栄養士   

山口智也 事務長    

森川みき 嘱託医（小児科） 森川アレルギークリ

ニック 

  

脇川大介 嘱託医（歯科） 仙台つつじがおか歯

科 

  

4.保育理念に基づく保育の展開 
 
①：心身ともに健やかな子ども 
安心して過ごせる環境の中で、発達に応じた援助と関わりをしながら「よく遊び、よく食
べ、よく寝る」という基本的な生活の根っこの部分を大切にしながら、子どもたちの健や
かな成長を援助していく。 
②：自然を友とし慈しむ子ども 
戸外あそびや散歩、園外保育等を通じて、戸外であそぶ心地よさを感じたり、五感を刺激
したり、自然物等に興味関心を持つような保育をしていく。 
③：考えることを喜びとする子ども 

 様々な遊びや友だちとの関わり合いの中で、色々試したり、自分なりにじっくり考えて行
動したり、相手の思いや気持ちを考え、自分の気持ちも伝えることができるように、一人
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ひとりに寄り添った保育をしていく。 
 
5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
特色ある教育と保育の部分で、保育理念の心身ともに健やかな子どもに通じる、身体作り

のために、年間１０回外部の講師を依頼し、運動教室を今年度も実施する。 
 

6.年間行事計画 
月 行事名 月 行事名 

4 月 クラス懇談会、個別懇談 10月 運動会、歯科検診、園外保育。サッカー

教室、運動教室 

5 月 個別懇談、歯科検診、サッカー教室、運

動教室 

11月 サッカー教室、運動教室 

6 月 園外保育、サッカー教室、運動教室 12月 発表会、サッカー教室、運動教室 

7 月 七夕会、プール開き、運動教室 1 月 お店屋さんごっこ、運動教室 

8 月 プール納会、運動教室 2 月 まめまき会、運動教室 

9 月 内科検診、運動教室 3 月 ひなまつり会、お別れ会、卒園式、サッ

カー教室 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診 
 ②：栄養管理 

園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定 
 ③：調理業務 

業者へ委託（株式会社メフォス）但し、給食品質向上のため、園の栄養士と協議しなが
ら子ども達に合った給食提供を行う。 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

・毎月の避難訓練（年 1回の総合避難訓練を含み、火災・地震・事故・不審者対応など
を想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練） 
・毎月初め建物内外の安全管理と安全点検及び環境整備と自主点検の実施 
・薬点検、0、1歳児睡眠チェックリスト記入、年４回の事故防止チェックリスト記入 

  園外保育時 
  ・散歩時対応マニュアルの作成。マニュアルに沿った対応の確認と見直し。 
8.研修計画（保育の質の向上） 
①：外部研修計画 
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  宮城県社会福祉協議会主催のキャリアアップ研修への参加予定者は下記の通り 
研修名 参加予定者 

乳児保育 谷津 倫   

幼児教育 鈴木海帆   

障害児保育 金野千晶   

食育・アレルギー 千葉美香   

保健衛生・安全対策 斉藤美久   

保護者支援・子育て支援 金澤美左   

マネジメント 片山理知子   

保育実践    

 
②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6回）、アレルギー、誤食対応研修、救急講
習、感染症対策研修、熱性けいれん研修、リズム運動指導研修（年 1 回）、夜間研修 

 
9.人材育成計画（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
仙台市独自の主任研修が多くあるので、必ず受講する 

②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
  宮城県保育協議会、仙台市主催の研修、外部大学の研修受講しキャリアアップを図る 
  コーディネーター研修の受講。 
②：中堅職員（Ⅰ）クラス 

  必ずひとつはキャリアアップが図れる研修を受講する 
③：初任者クラス 

  保育実践研修の参加をする(わらべうた、運動遊び、手遊び等) 
 
10.物品購入計画（固定資産該当品） 
保育の用途として下記の物品を購入したい。 

品名 個数 金額 目的 
パソコン 1 200,000円 故障のため 
ワンタッチテント 1 150,000円 運動会で使用のため 

 
11.修繕計画 
①：園舎 
特になし 

②：園庭 
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特になし 
③：器具備品 
特になし 

④：その他 
  エアコンの点検・清掃 
 
12.職員福利厚生並びに処遇改善計画 
 ①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象/生活習慣予防検診：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・育児、介護休暇規程の一部変更(子が３歳に達するまでは２時間短縮勤務可) 
・病気休暇手当 

 ②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 260％を支給。また、期末賞与については人事考課の結果を基に支給
率を 0～40％の幅で加算する。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格予定者：特になし 
・昇給予定者：青柳史織 
リーダー、サブリーダーについては、処遇改善加算Ⅱを原資とし職務手当を 5,000円～
40,000 円支給することと、処遇改善加算Ⅰについては、職員へ雇用や給与の改善を図
るよう使用する。 
また人事制度に則り、人事面談を通し、職員へキャリアプランを意識してもらい、保育
技術の向上と社会人としての資質向上を図り、職員一人一人が、己の役割を認識し目標
をもって働くことができる環境を構築する。 

 
13.資金計画 

令和３年度当初予算案の通り                       以上 
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令和３年 3月 1 日 
社会福祉法人はるかぜ福祉会 
理事長 東海林 和博 殿 

社会福祉法人はるかぜ福祉会 
向陽台事業所 所長 佐藤 香  

 
令和３年度 社会福祉法人はるかぜ福祉会 向陽台事業所 事業活動計画 

 
社会福祉法第 44 条に基づき、向陽台事業所の事業活動について下記の通り計画いたしま
す。 

記 
1.利用児童数（令和３年２月８日時点） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 
定員 ６人 １２人 １５人 １５人 １６人 １６人 ８０人 
入所児童 ６人 １２人 １８人 １９人 １９人 １８人 ９２人 
超過率 １００％ １００％ １２０％ １２６％ １１９％ １１３％ １１５％ 
障害児認定児童数：２人 
気になる子：１０人程度 
 
2.開所時間 
平  日 ７時１５分～２０時１５分 （２時間延長保育実施） 
土 曜 日 ７時１５分～１９時００分 
日・祝日 なし 
 
3.職員体制 

氏名 職務 保有資格 備考 

佐藤 香 園長 保育士、幼稚園教諭二種免許  

渡辺 敦子 主任保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

佐々木 美香 リーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

武者 優子 リーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

横山 由美子 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許 時間固定勤務 

丹野 麻美 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

志賀 沙也香 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

堤 綾夏 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

斉藤 知佳 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

高橋 みな美 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭一種免許  
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船迫 瑠莉 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

遠藤 愛香 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

大場 明日香 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

佐藤 花桜里 サブリーダー保育士 保育士、幼稚園教諭一種免許  

伊藤 未々 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

今井 希 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

佐藤 舞香 保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

今野 理恵子 栄養士 栄養士免許  

佐々木玲奈 栄養士 栄養士資格  

吉田 ルミ子 パート保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

鈴木 美奈 パート保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

山崎 理恵 パート保育士 保育士、幼稚園教諭二種免許  

渡邊 祐子 パート調理員   

鈴木 雅美 パート調理員   

釜神 恵 パート調理員 管理栄養士免許  

佐藤 幸恵 事務   

佐藤 幸江 用務   

永井 豊子 嘱託医（小児科）  向陽台クリニック 

菅原 真由美 嘱託医（歯科）  ソラナデンタルクリニック 

 
4.保育理念に基づく保育の展開 
①：心身ともに健やかな子ども 
１日を安心して過ごせる環境の中で、発達に応じ「よく遊び、よく食べ、よく寝る」とい
う基本的な生活の基礎を築いていき、子どもたちの健やかな成長を促していく。 
②：自然を友とし慈しむ子ども 
戸外遊びや散歩、園外保育を通して、動植物や自然に触れることで興味関心を持ち、小さ
な発見をみんなで共感しあいながら活動できるよう働きかけていく。 
③：考えることを喜びとする子ども 
様々な遊びや友達との関わりの中で、自分なりに考えて行動したり、試したりする中で、
相手の思いや気持ちを考え、受け入れたり伝えたりすることができる環境を作っていき、
豊かな感性や表現力を育んでいく。 

 
5.保育実施計画（全体的な計画の策定並びに改版状況） 
・理念に沿い、心身ともに健やかな子どもに通じる、体づくりに力を入れリズム運動、サ
ッカー教室、体操教室を外部講師に来てもらい実施する。また、園庭には、可動式の雲梯
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や鉄棒を設置し、子ども達が取り組みたいという気持ちを大事に取り組んでいく。 
 
6.年間行事計画 

月 行事名 月 行事名 
4 月 入園式、クラス懇談会、内科健診 10月 運動会、内科健診、歯科健診、総合避難

訓練、園外保育、サッカー教室、秋遊び

週間 

5 月 歯科健診、サッカー教室、運動教室、保

育参加、クラス懇談会 

11月 サッカー教室 

6 月 保育参加、クラス懇談会、サッカー教

室、運動教室 

12月 プレ発表会、発表会、リズム運動 

7 月 七夕会、プール開き、運動教室、夏祭り

週間 

1 月 クラス懇談会、お正月遊び週間 

8 月 プール納会、運動教室、リズム運動 2 月 まめまき会、クラス懇談会、お店屋さん

ごっこ週間 

9 月 運動教室 3 月 ひなまつり会、お別れ会、大きくなった

お祝い会、卒園式、サッカー教室 

 
7.運営管理体制 
 ①：健康管理 

家庭的な雰囲気の中で入園児童の健やかな成長と発達を家庭と共に実感できる環境整
備に努める。小児科医・歯科医による年 2回内科・歯科健診 

 ②：栄養管理 
園の栄養士による栄養指導、離乳指導、カウプ指数測定に基づいた「おおきくなったね
カード」の配布を通じ、子どもの発育を保護者と共有し、改善をする。 

 ③：調理業務 
給食品質向上のため、栄養士と協議しながら子ども達に合った給食提供を行う。 

 ④：安全管理 
  通常保育時 

毎月の避難訓練（年１回の総合避難訓練を含み、火災・地震・事故・不審者侵入などを
想定し、子どもの避難誘導と関係機関への通報、初期消火などの訓練）、毎月初め建物
内外の点検を行う。 

  園外保育時…公園などに出かけるときは、下見など充分に行い、行き帰りの道の安全も
確認する 

 
8.研修計画（保育の質の向上） 
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①：外部研修計画 
  宮城県主催のキャリアアップ研修への参加予定者は下記の通り 

研修名 参加予定者 
乳児保育 堤 綾夏   

幼児教育 斉藤 知佳   

障害児保育 横山 由美子   

食育・アレルギー 佐々木 美香   

保健衛生・安全対策 高橋 みな美   

保護者支援・子育て支援 船迫 瑠莉   

マネジメント 丹野 麻美   

保育実践 志賀 沙也香   

②：内部研修計画 
作業療法士、臨床心理士による巡回相談（年 6 回）、アレルギー対応研修、心配蘇生研修、
感染症対策研修、リズム運動指導研修（年 1 回） 

 
9.人材育成計画（職務内容・キャリアパスシートを基として） 
①：主任クラス 
・園長と十分な意思疎通を行い、業務の補佐をする。 
・現場全体を把握し、状況を見て適切に判断し業務を円滑に遂行する。 
・仙台市で行う主任保育士研修に参加する。 
②：中堅職員（Ⅱ）クラス 
・主任と十分に意思疎通を行い、業務の補佐をする 
・専門分野に関わる技術指導などに関して、中心的な役割を担う 
・園内研修などの企画、実施などの中心的な纏め役として職員の専門性向上に努める。  
・宮城県保育協議会、仙台市主催研修(仙台市保育協議会、連合会)、大学で行う研修受講
しキャリアアップを図る 
②：中堅職員（Ⅰ）クラス 
・担当分野に関わる技術指導に関して、中心的な役割を担う 
・担当分野に関する知識や技能の向上に努める 
・各研修に積極的に参加し、知識や技能の向上を図る 
③：初任者クラス 
・指導、指示、助言を受けながら担当業務を遂行し、知識、技能の習得に努める 
・組織の中で自分の役割を理解する 
・組織の理念や目標を理解し、そこに向かって業務をする 
・保育実践の研修に参加し、保育に生かす 
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10.物品購入計画（固定資産該当品） 
保育の用途として下記の物品を購入したい。 

品名 個数 金額 目的 
ＡＥＤ １ 約３０万 心肺停止になった子の対応の為 
発電機 １ 約１２万 震災などで電気が供給停止になった

時の為 
 
11.修繕計画 
①：園舎 

  なし 
②：園庭 
テラス部分にクッション材のシートを貼り、転倒事故防止に努める。 

③：器具備品 
  なし 
④：その他 

  なし 
 
12.職員福利厚生並びに処遇改善計画 
 ①福利厚生 
・宮城県保育協議会会費法人負担(全職員対象) 
・インフルエンザ予防接種ワクチン費用法人負担(全職員対象) 
・健康診断(３５歳以上対象／生活習慣費用法人負担：婦人科検診) 
・保育者賠償責任保険加入(全職員対象) 
・団体医療保険の加入(パートを含む全職員加入／職員負担なし／入院日額５，０００円
支給) 
・育児・介護休暇規定の一部変更(子が３歳に達するまでは２時間勤務を可能とする) 
・子の看護休暇(最大１０日、有給休暇制) 
・病気休暇手当 
・年１回の保育着貸借(エプロン) 

②職員処遇 
・1年単位でのシフト交代制（8時間勤務 / 45 分休憩）/ 年間休日日数 120 日 
・賞与時期と金額：年 3回賞与支給予定 （7月・12 月・3 月）、基本給と職歴手当の合計
額に対し年間合計 260％を支給。また、期末賞与については人事考課の結果を基に支給
率を 0～40％の幅で加算する。 

・定期昇給・昇格：4月 
・昇格予定者：なし 
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・昇給予定者：渡辺 敦子、斉藤 知佳、今野 理恵子 
リーダー、サブリーダーについては、処遇改善加算Ⅱを原資とし職務手当を 5,000円～

40,000 円支給することと、処遇改善加算Ⅰについては、職員へ雇用や給与の改善を図る
よう使用する。 
また人事制度に則り、人事面談を通し、職員へキャリアプランを意識してもらい、保育

技術の向上と社会人としての資質向上を図り、職員一人一人が、己の役割を認識し目標を
もって働くことができる環境を構築する。 

 
13.資金計画 
令和 3 年度当初予算案の通り 

 
以上 
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