
 

 

 
 

令和の保育が始まりました。新しい時代も、保育理念

「いつも子どもが真ん中です」を常に念頭に、子どもた

ちにとって何が一番大切なのか、どんな環境や状況が

最も望ましいことなのかを考えた保育を、一生懸命、実

践して参りますことをお誓いいたします。 

さて、私たち社会福祉法人あおもり愛育会の保育者

（＝職員）は、皆「全国保育士会」に加入しています。

県内には保育園や認定こども園で働く保育者が約 8 千

人いますが、残念ながら全国保育士会の会員はその

15％にあたる約 1,200 人にしか過ぎません。その内

の 100 人近くがあおもり愛育会の保育者というのも

何か違和感がありますが、他法人の保育園等では一人

ひとりの保育者が全国組織の会員である価値を重視し

ていない･･･と言えなくもありません。 

全国保育士会

は、平成１５年、

かつて「保母」と

呼ばれていた資

格がようやく専

門職として認知

され、児童福祉法

に「保育士」とい

う専門職として国家資格化されたことを記念して「全

国保育士会倫理綱領」なるものを制定しました。この綱

領は右に示すように、保育者として、子どもや保護者、

地域社会に向けて、守るべきこと、尽くすべきこと等が

述べられたもので、私たちあおもり愛育会の保育者は

これを「スタッフの誓い」として園内に掲げ、また職員

はカードを携帯して日々の行動指針としています。 

今さら言うまでもないことですが、子どもは「命」で

あり「権利の主体」であり「未来」そのものです。私た

ち保育者の何気ない表情や一言が、時に子どもの夢を

膨らませ大きく伸ばしたりたり、逆に心を傷つけ人格

をゆがめたりしてしまう可能性を大いに秘めています。

だからこそ、私たち保育者は全国保育士会の会員とし

て倫理綱領を胸に刻み、誇りと責任を二重三重に抱き

ながら、日々、進歩と向上を目指しているのです。 

新しい時代にな

ったとはいえ、子

どもの命や権利や

未来の重さはいつ

の時代でも同じで

す。子どもたちと

巡り合った幸運、

そしてたくさんの

保護者・家族のみなさんに選んでいただいた喜びを力

に、あおもり愛育会の底力を存分に発揮させていただ

く覚悟です。           （理事長：記） 
 

 

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、子どもと子育てに優しい社会を創ります。 
  

（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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代は 「令和」 、新たなる誓い 
 
30 年続いた平成の時代が終わり「令和」の時代を迎

えました。今思えば平成は、保育そして子育てにとっ

てはとても激しい変化をもたらした時代でした。 

少子化なのに全国的に保育を希望する人たちは増え

に増え、待機児童問題が深刻になり、非常勤保育士の

活用促進やみなし保育士の活用など人的条件が緩和さ

れました。そのことが保育士等の賃金処遇を低下させ、

労働条件の整備は遅れ、保育士不足を招くことになり

ました。そして 5 年前からは「子ども・子育て支援新

制度」がスタートし、保育園や幼稚園とならんで認定

こども園が第三の幼児教育・保育の場として期待され

たものの、当初目指していた保育の一元化からは逆に

遠ざかることになってしまいました。まさに、平成は

保育制度が迷走したともいえる時代でした。 

令和の時代。秋からはわが国初の「幼児教育・保育

の無償化」が始まります。当然、安かろう悪かろうの

保育ではなく、他園よりも「育ての理念」がしっかり

と貫かれた上質な保育、利用者本位の保育を提供して

いくことが求められます。 

私たち、4 園、およそ 100 人のあおもり愛育会の

保育者は、そのことをしっかりと胸に刻みつつ、昨日

より今日、今日より明日の保育の充実を目指して励ん

で参りますことをお誓いいたします。 

今後とも、ご理解とご支援をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第８号 の TOPIX  
１     ６月の定時評議員会で平成３０年度決算が 

承認されました 
 

２ かなぎの移転新築事業を盛り込んだ「社会 
福士充実計画」を策定し、県に申請へ 

 
３ ひろたが３度目の福祉サービス第三者評価 

を受審、これまでにない好結果を得る 
 
４ 初めての「こども食堂」、大いににぎわう 
 
５ 役員全員が再任、理事⾧も再選されました 
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法人シンボルマーク・コンセプト 

太陽は保護者・地域・園を表し、その 

温かな日差し（愛情）の下で、子ども 

たちが生き生きと過ごす様子を表現し 

ています。また、大地に立つ子どもが 

未来を見通す先には、地域社会全体が 

笑顔になる幸せな未来（四つ葉のクローバー）がある… 

シンボルマークにはそんな想いが込められています。 

社会福祉法人あおもり愛育会 会報 子育てエッセー  

全国保育士会の一員としてこれからも 
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平成３０年度決算が承認されました。 
 

去る６月１８日に開催された定時評議員会で平成３０

年度決算が事業報告とともに承認されました。平成３０年

度は法人が経営する４つの認定こども園で、園児の入園が

順調に続いたこともあり、ひろたが 2,900 万円、かなぎ

が 4,800 万円、たていしが 1,300 万円、あとむが 1,600

万円の積立預金を計上することができ、法人本部を含む全

体では 3 億 6 千万円余の積立預金を保有することとなり

ました。 

ただし、ひろたは、平成 30 年度、外構工事や遊具新設

等のため、4,000 万円の積立預金を取り崩した他、法人

本部からも 2,500 万円繰り入れたことから、実質 3,600

万円のマイナスとなった他、園舎建設のための借入金も約

7,400 万円残っ

ています。 

また、今回の決

算を経て、2 年ぶ

りに社会福祉充実

残額が 2,300 万

円ほど生じたため、

令和 5 年度までの

社会福祉充実計画を作成し、県知事の承認を申請すること

となりました。（充実計画については下を参照ください。） 

 

 
 

４～５か年でかなぎを改築の予定です。 
 

平成 30 年度決算で生じた社会福祉充実残額は、令和 4

～5 年を目途とするみどりの風こども園かなぎの移転新

築事業計画の一部に組み込む形で、定時評議員会で承認

されました。今後、県知事の承認が出次第、市役所と具体

的な協議を進め、一定の方向が確定次第、用地選定や基本

設計等に入ることになります。 

これまでの広大で自然あふれる環境は、とても捨てがた

いのですが、現状では木造部のシロアリ被害が広がってい

ることや、非効率な冷暖房・清掃・草刈・除雪などの問題

があります。 

移転新築することで、金木中心部から遠く離れた立地の

悪さを解消し、もっと地域に溶け込んだ保育が可能な園を

目指したいと思っています。  （下はイメージです。） 

 

今年２月にひろたが３度目の受審。 
 

ひろたが今年 2 月に通

算 3 度目の福祉サービス

第三者評価を受審し、先頃

結果が公表されました。そ

の結果、平成 26 年以降に

新しい判断基準となって

以来、県内の福祉事業所としては最高水準である、ａ64

項目、ｂ1 項目という評価となりました。 

今年 9 月には、かなぎが 2 度目の受審を予定していま

すが、これらの積極的な取組を通じて、法人を挙げて更な

る保育の質の向上を目指して参ります。 

 

 

初めてのこども食堂、大いににぎわう。 
 

6 月 1 日（土）、当法人としては初めてとなるこども食

堂を、旧ひろた園舎で開催しました。当食堂は「つくる・

あそぶ・たべる」をテーマに、子どもたちに大人気のカレ

ー専門の子ども食堂を目指していますが、当日は、約 30

名の学童、園児、保護者に訪れ、体験や食事を楽しみまし

た。また、ひろた・かなぎの保育職員約 10 名が意欲的に

関わり、終始、楽しい雰囲気で行

われました。 

次回は 8 月 3 日（土）、「夏野

菜カレー」をメニューに、野菜の

収穫や道の駅での購入後に、み

んなで調理していく内容を予定

しています。 

 

 

全役員が再任、理事長も再選されました。 
 

6 月 18 日の定時評議員会で、これまでの理事 6 名と

監事 2 名が全員再任され、同日、引き続いて開催された

理事会で渡邊理事長が再選されました。これから2年間、

法人の事業を役員一丸となって強力に進めて参ります。 

なお、役員は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

役 職 氏  名 主な役職等 

理事長 渡邊建道 
みどりの風こども園ひろた園長 
青森県保育連合会長 

理 事 

吉岡良浩 中川保育園副園長、五所川原市議 

一戸哲彦 こども園もがわ園長 

日照田ちか子 県レクリエーション協会指導者 

渡邊ルミ子 たていし愛児園長 

濱谷伊利子 みどりの風こども園かなぎ園長 

監 事 

三上行彦 五所川原市社会福祉協議会金木支所長 

棟方光秀 
特別養護老人ホーム鶴松園理事長 
青森県老人福祉施設協会長 

TOPIX 1 決算がまとまる 

TOPIX 2 社会福祉充実計画 

TOPIX 4 こども食堂を開催 

第三者評価を受審 TOPIX 3 系列４園の園長からのメッセージ 

所 在 地 五所川原市みどり町三丁目 93-1 

利用定員  １50 名 

事業内容 延長・一時預かり・休日・障がい児・学童・ 

     地域子育て支援・病後児 
 

園の近況 

新園舎も 2 年目となりました。今年度は樹木の植栽や

遊具の増説などを進め、ますます魅力あふれる園庭環

境を整備して参ります。また、旧園舎を活用しての学童

保育は、市の放課後児童健全育成事業として承認され

就学後も安定した保育が可能となりました。【渡邊建】 

所 在 地 五所川原市金木町川倉七夕野 84-66 

利用定員  105 名 

事業内容 延長・一時預かり・休日・障がい児・学童・ 

     地域子育て支援 
 

園の近況 

民営化・開設から 10 年目。園児がここ数年減少傾向に

あり初めて100人を割っての新年度のスタートとなり

ました。それでも元気いっぱいの子どもたちと、笑顔い

っぱいのスタッフで明るく楽しい毎日を過ごしていま

す。今年度も子ども第一で頑張ります。   【濱谷】 

所 在 地 鰺ヶ沢町大字建石町字島田 124-3 

利用定員  45 名 

事業内容 一時預かり・休日・障がい児・学童 
 

園の近況 

園舎は古くてあちこち痛みが激しくなってきています

が、それでも愛児園の保育を選んでくださる方が増え、

30 数年ぶりに定員を増員することになりました。今春

からは元気いっぱいの職員も加わり、子どもたちとい

ろいろなことにチャレンジできることを楽しみにして

います。どうぞご期待ください。     【渡邊ル】 

所 在 地 五所川原市相内 258-1 

利用定員  30 名 

事業内容 一時預かり・障がい児・地域子育て支援 
 

園の近況 

民営化から４年目を迎えました。市浦地域唯一の保育

施設として、ふるさとを舞台に、地域の方々との交流を

通じた子育てを目指して参ります。子どもが少なくな

ってきているからこそ、子ども一人ひとりの尊さがま

すます重くなっていると思います。これからも一人ひ

とりを大切に育んで参ります。       【長利】 

本紙の感想をはじめ、地域の子育てをめぐるご意見がございましたら、お気軽にお寄せください。私どもでできること、

地域のみなさまや行政と一緒にできることなど、いろいろと考えて参りたいと存じます。 

→ 社会福祉法人あおもり愛育会 フリーダイヤル☎0120-338875 

※匿名によるお申し出には対応できないことがございます。前もってご了承ください。 

TOPIX 5 ２年ぶりの役員改選 


