
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

令和３年度 事業報告書 

令和３年４月１日から 

令和４年３月３１日まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校法人 川田学園 
 
 
 
 
 
  



 

 

１．法人の概要 
 名 称  学校法人 川田学園（昭和２９年１月７日法人設立） 
 代表者  理事長 川 田  長 嗣 
 住 所  大阪市東成区深江南３丁目７番２４号   
 電 話  ０６－６９７１－９１６６ 
 ＦＡＸ  ０６－６９７１－７０２８ 
 設置する学校  
    住 所 大阪市東成区深江南３丁目７番２４号  
    名 称 認定こども園深江幼稚園 

    住 所 大阪府東大阪市高井田西２丁目１０番１０号 
    名 称 ふかえキッズ 

    住 所 大阪市東成区深江南３丁目３番１３号  
    名 称 ふかえサンサン保育園【令和３年４月開園】 

  役 員              理 事 ６名  監 事 ２名  評議員 １３名 
理事会     ４回開催 
評議員会    ２回開催 
職 員      認定こども園深江幼稚園 ４８名 
         ふかえキッズ ４名 

                         ふかえサンサン保育園 ５名 
２．事業概要 

教育方針 ふかえっ子４つの姿 
元気でのびのび明るい子 
集団の中で自分を生かせる子 
よく聞き・よく話し・よく考え・最後までやりぬく子 
よく遊び創造する子 

教育内容 
基本的な生活習慣を身につけるよう努めます 
遊びの中で個の充実を図り、豊かな感性を養います 
一人一人を大切に異年齢児を含めた人との関わりの中、思いやりのある優し

い心を育みます 
３．在籍園児数 
『認定こども園深江幼稚園』 
 １・２号子ども 

クラス数 園児数 クラス数 園児数 クラス数 園児数

利用定員 3 68 3 72 3 83 9 223

2020年度 3 75 3 76 2 69 8 220

2021年度 3 66 3 78 3 75 9 219

2021年度 3 67 3 69 3 79 9 215

クラス数計 園児数計
３歳児 ４歳児 ５歳児  

 ３号子ども 

クラス数 園児数 クラス数 園児数 クラス数 園児数

利用定員 1 7 1 18 2 35 4 60

2020年度 1 3 1 12 2 24 4 39

2021年度 1 6 1 12 2 24 4 42

2022年度 1 3 1 22 2 18 4 43

クラス数計 園児数計
０歳児 １歳児 ２歳児  

 



 

 

≪職員構成≫ 
  園長 １名 主任 １名 保育教諭 ５０名 栄養士 ３名 事務員１名 
≪施設関係≫ 
 園地面積 ２,１１２㎡  運動場面積 １,４２８㎡ 園舎 １,１９４.６㎡ 
≪設備関係≫ 
 消防設備法定点検実施 
≪運 営≫ 

保育時間
⽉〜⾦曜⽇ 教育標準時間 9時30分〜13時30分

保育標準時間 7時〜18時
保育短時間 9時〜17時

公定価格
利用者負担⾦１号・２号認定こども無償化のため徴収なし
         ３号認定こども 各市で定められた額

上乗せ徴収
教育充実費 ３〜５歳児 ⽉額１，０００円
教材費 ０〜２歳児 ⽉額  ５００円

実費徴収

給食費　　　１号認定こども ⽉額３，８００円
２号認定こども ⽉額４，４００円

父母会費 ３〜５歳児  ⽉額５００円
その他の費用

入園準備金 ０〜５歳児  入園時５，０００円

 

預り保育の内容及び費用
延長保育事業

　 対象 保育時間 費用

延長保育 ０～２歳児
３号保育認定時間終了後
１９時まで

５００円／３０分

対象 保育時間 費用

早朝預かり保育 １号認定こども ７時３０分～９時 月額４，０００円

月額７，０００円

日額　　５００円

月額４，０００円

日額　　２００円

延長預かり保育（Ｂ） １８時～１９時まで 月額４，０００円

長期休暇中（午前） １-２号認定こども ９時～１１時３０分 日額　　２５０円

月額７，０００円

日額　　５００円
長期休暇中（一日）

（２号保育認定こど

も対象外）
９時～１７時

一時預かり事業（幼稚園型）　　

１-２号認定こども

３-５歳児

通常預かり保育 ３-５歳児 保育終了後１７時まで

延長預かり保育（Ａ） １７時～１８時まで

 

  
 



 

 

≪行事実施状況≫≫ 

令和3年行事予定
4月 5月 6月 7月 ８月 9月

入園式 総会 七夕まつり 水遊び 夏休み
クラス会 夕べのつどい 保育参観

入園式 総会 七夕まつり 水遊び 夏休み
クラス会 保育参観

入園式 総会 七夕まつり 水遊び 夏休み
親子つどい園内 クラス会 保育参観

10月 11月 12月 1月 2月 3月
運動会 作品展 音楽会 おもちつき 節分 親子お別れ会　

芋ほり 焼き芋 生活発表会 卒園式
運動会 作品展 音楽会 おもちつき 節分 おもいで会
芋ほり 焼き芋 生活発表会
運動会 作品展 音楽会 おもちつき 節分 おもいで会
芋ほり 焼き芋 生活発表会

5月 6月 9月 11月 12月 1月

三瀬公園 ドリーム21 西堤ｽｶｲﾊﾟｰｸ 雪滑り

徒歩 電車 徒歩 バス

三瀬公園 海遊館

徒歩 バス

ぶどう

バス

年中

年中

年少

年少

年長

年長

令和３年園外保育【実績】

年中
親子遠足
大阪城

年長

年少
親子遠足
大阪城

 
 
『企業主導型保育事業 ふかえキッズ』 

３号子ども 
  ０歳児 １歳児 ２歳児

園児数 園児数 園児数

2020年度 0 4 6 10

2021年度 2 3 4 9

2021年度 2 5 3 10

園児数計
保育園

定員18人

 

 

≪職員構成≫ 
  園長 １名 主任 １名 幼稚園教諭 ２名 

≪施設関係≫ 
 園地面積 ２１１,２㎡  運動場面積 ３１.００㎡ 
 園舎   １２１.５０㎡ 
設備関係 

 消防設備法定点検実施 
 
『小規模保育所 A 型 ふかえサンサン保育園』 
３号子ども 

０歳児 １歳児 ２歳児

園児数 園児数 園児数

2021年度 2 3 7 12

2022年度 3 4 10 17

園児数計
保育園
定員18人

 



 

 

≪職員構成≫ 
  施設長 １名 主任保育士 １名 保育士 ２名 

≪施設関係≫ 
 園地面積 ３１３,７５㎡  園舎   ２５５.４２㎡ 
４．事業報告 

令和３年度の事業は、前年度から定着を図った新生活様式による園生活によ

り、安定した保育活動を継続することができた。ただし、夏の第５波や三学期

の第６波はこどもへの感染が広がり対応に追われた。特に乳幼児はマスクの着

用が困難なため登園自粛要請が重なり保護者へ大変な迷惑をおかけした。 
また、職員の感染もあり綱渡りの配置が続き大きな負担となった。３月に入

り一転して収束に向かい、無事年度末行事を行うことができよかったが、新年

度の計画策定作業がむつかしかった。 
結果的にはウイルスに翻弄されながらも一年を通じてそれなりに安定した保

育を行うことができた。昨年度中止となった年少組の親子遠足、今年は年中組

も参加し取り返すなど行事も予定どおり行ことができた。なにより「さいえ

ん」を活用した食育を軌道にのせることもできた。特にサツマイモの植え付け

から収穫、焼き芋大会とつながる一連の体験はこども達の保育活動への意欲や

広範囲の興味関心につながった。また植え付け準備のための畝作りは職員が担

当し保護者の協力も得ながら進めることで子どもと同様に意味のある活動とな

った。 
サンサン保育園も初年度にも関わらず順調に園児が増えて充実した保育を行

うことができた。ふかえ保育園やふかえキッズとベースを共用しながら乳幼児

のカリキュラムも一層充実し、遊び込むこどもの姿が随所にみられるようにな

った。 
【施設備品整備】 
 ふかえサンサン保育園開園 
 「さいえん」「えほんかん」整備完了 
 職員室２階リニューアル工事 

光触媒抗菌コーティング施工(R3.04.25) 
 倉庫屋根修繕 
【父母の会】 

 事業計画と規約作成変更 

 ５月総会と給食参観をリモートで実施 

 コロナ対応予算作成 

【うさちゃん】 

 園庭と絵本館開放 

【福利関係】 

 表彰制度 自己研鑽表彰 企画改善提案感謝状 

【ICT 関係】 

 会計処理アカウント作製運用 

【苦情解決報告】 

 特になかった 

【自己評価】 

確実に実施し公表している。また、その自己評価の内容を、学校関係者で確認

内容を別紙のとおりまとめた 

４．財務状況 

  別紙参照。 

  



 

 

５．職員研修参加状況 
 
 
 
 

日付 研修名 施設名 主催名 人数

7月28日 保育者・子どもの安全意識を育てるには 大阪市保育・幼児教育センター 阪私幼 １名

8月3日 子どものあそびの展開(1) 大阪科学技術センター 阪私幼 １名

8月24日 １学期を振り返って ホテルアウィーナ大阪 阪私幼 １名

8月25日 幼児期にふさわしい読み書きの学び 大阪市保育・幼児教育センター 阪私幼 １名

8月31日 食物アレルギーのすべて 大阪科学技術センター 阪私幼 １名

9月7日 個別の支援計画の作成と小学校との連携(2) 大阪市保育・幼児教育センター 阪私幼 １名

9月9日 子どものあそびの展開(2) 大阪科学技術センター 阪私幼 １名

9月11日 子どもの育ちと学びをつなぐ言葉の力 大阪科学技術センター 阪私幼 １名

9月16日 気づきの質を高める 西高殿若葉幼稚園 阪私幼 １名

9月23日 特別支援を要する幼児の保護者との連携(1) 大阪市保育・幼児教育センター 阪私幼 １名

10月2日 夢の広がる歌唱指導講座 ホテルアウィーナ大阪 阪私幼 １名

10月6日 多文化共生保育 大阪教育大学天王寺キャンパス １名

10月7日 人形づくり ホテルアウィーナ大阪 阪私幼 １名

10月13日 就学前教育カリキュラムの活用(1) 大阪市保育・幼児教育センター 阪私幼 １名

10月21日 特別支援教育 大阪科学技術センター 阪私幼 １名

10月26日 音楽あそびの指導法 ひかりのくに社 阪私幼 １名

10月27日 幼児期・児童期からのいじめ予防 大阪私学会館 阪私幼 １名

10月28日 造形遊びから表現を育む 大阪科学技術センター 阪私幼 １名

11月20日 幼児期の食事について 大阪私学会館 阪私幼 １名

12月7日 小学校との連携・接続 大阪私学会館 阪私幼 １名

9月9日 新規採用保育者研修 東成区民センター 大私保連 １名

10月16日 子育て支援研修 西成区民センター 〃 １名

10月19日 乳児保育研修 此花区民一休ホール 〃 １名

10月22日 人権保育研修 中央区民センター 〃 １名

11月6日 子育て支援研修 天王寺区民センター 〃 １名

11月9日 保育実践研修 港区民センター 〃 １名

11月10日 キャリアアップ研修（保健衛生・安全対策） 武藤記念ホール 〃 １名

11月12日 乳幼児保育研修 大阪私学会館 阪私幼 １名

11月18日 安全管理研修 福島区民センター 大私保連 １名

11月19日 食育研修 天王寺区民センター 〃 １名

11月24日 人権保育研修 東成区民センター 〃 １名

12月9日 保育実践研修 天王寺区民センター 〃 １名

12月10日 障がい児保育研修 福島区民センター 〃 １名

1月13日 キャリアアップ研修  （保健衛生・安全対策） たかつガーデン 〃 １名

2月12日 安全管理研修 東成区民センター 〃 １名

3月15日 テーマ別研修 大阪私学会館 〃 １名


