
2018 年度 事業報告 
（2018 年 4 月 1日～2019 年 3 月 31日） 

2018年度事業報告 

 自然災害に影響を受けることが多かったこの一年。台風の為保育所が休園となったり、
保育中に大きな地震にあったりしましたが、その中で子どもたちを安全に守り育てる意識
をあらためて確認いたしました。 

2018年度、みなさまのおかげで「はらっぱ感謝祭」を筆頭に、各事業とも事業計画に基
づいた運営を行うことができました。認定 NPO 法人となり、これまで以上に培ってきた経
験を外に向かって発信していき、たくさんの人に応援していただける団体になるよう、保
育、そして子育て支援活動の充実に努めて参ります。 

 

１ 法人運営について 
①  認定ＮＰＯ法人認定について 

7/16付で本認定がおり、認定NPO法人となりました。 
 
② 理事会の開催  

年５回開催  2018年 4/14、5/19、7/12、10/13、2019年 2/23 
  
③ 機関紙の発行 

   ＮＰＯ通信  年 4回×300部（一般の方々にも配布） 
   はらっぱ通信 年 11回×200部(主に保育の様子を知ってもらうお便り) 
   ＊はらっぱ通信については、2018年度より希望者のみに送付。その方々には、保

育の様子をまとめた「はらっぱほいくだより」を合わせて送付。 
 
  ④ 39周年記念事業 
  「はらっぱ感謝祭」の開催（来場者数約 200名） 
   ・はらっぱの「今」を支えて下さっている方々のご紹介 
   ・フリーペインティング、ライブ、各種販売 
   ・はらっぱの会による 39周年オリジナルグッズ販売 
 
⑤ 震災関連の取り組み 

   2018年度も「あの日を想って」事業を実施。そこで集めた募金は日本災害救援ボラ
ンティアネットワークに寄附。 

 
２ 保育所運営報告 
（１）運営総括 
   はらっぱ保育所（認可外保育施設） 
   小さなはらっぱ（地域型保育事業における小規模保育施設） 

2018年度保育所事業計画に基づき運営 
・小規模異年齢混合保育 
・しょうがい児を含めた多様な出会いのある保育 
・一時保育、短時間保育の対応 
・季節の行事を大切にし、自然との関わりを深める保育 
・日常の保育時間帯に様々な親子とのかかわりを持つ機会の提供 
・ボランティアや実習生など、地域の幅広い世代の方々との交流 
・食と暮らしを大切にした保育 
・災害や暴力から身を守る取り組み 
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（２）保育所事業の概要 

 ①年間保育人数と主な取り組み 

 定例 
保育 

定例 
一時 
保育 

緊急一時保育 
（のべ人数） 
乳幼児/小学生 

主な取り組み 

4月 37 3 5/5 花見、新人歓迎会、保護者会 
5月 37 1 6/2 氷上遠足、王子動物園遠足 

上ケ原中学校・平木中学校トライやるウィー
ク受け入れ 

6月 38 1  0/1 バザー、保護者会、PHD研修生受け入れ 
7月 38 1 0/4 大掃除、花火大会 
8月 38 1 0/12 保護者会、お泊まり会、 

ＣＡＰ子どもワークショップ 
9月 38 1 0/4 夕涼み会、健康診断、歯科検診、PHD研修受け

入れ 
10月 38 1 0/7 保護者会、運動会、甲山登山 
11月 39 2 1/3 バザー、芋煮会 
12月 39 2 2/8 保護者会、忘年会、クリスマス会、大掃除 

1月 39 2 0/3 お迎え訓練、もちつき、非常食おやつ 
2月 38 2 2/0 みそ作り、保護者会 
3月 38 2 8/12 バザー、健康診断、大掃除、お別れ遠足 

通年の取り組み 園外保育、食育（台所手伝い、畑作業）、誕生日会 
※定例保育人数のうち、小さなはらっぱ在籍は年間通して 16人。 

※スタッフ数は 4月 19人でスタート。10月に 1人退職。11月に新スタッフが入り 19人。 

 

② 定期行事 
・月 2回 音楽の時間（隈本由紀子さん） 

・月 1回 リトミック（薮田佳子さん） 
・月 1回 デイサービス「みどりの風」との交流 
・月 1回 避難訓練・身体測定 

 

 
③ ボランティア、実習生等の受け入れに関して 
・定例ボランティア                女性６人/男性（高校生）１人 
・その他ボランティア                    女性３人/男性 1人  
・子連れボランティア                          ８組 
・読み聞かせボランティア                         １組 

年間ボランティア計      女性９人/男性２人 
                     組数計            ９組 
 
・ＰＨＤ協会研修生受け入れ        海外研修生女性３人/国内研修生女性人 
・海星女子学院大学実習受け入れ                   女性２人 
・上ケ原中学校トライやるウィーク受け入れ               女性４人 

  ・平木中学校トライやるウィーク受け入れ           女性２人/男性１人 
年間研修生・実習生計     女性１２人/男性１人 
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３ その他子育て支援事業報告 
（１）運営総括 

2018年度その他子育て支援事業計画に基づき運営 
○地域の親子に子育てに関する情報や体験の機会の提供 
・毎週土曜日に保育所開放事業「オープンはらっぱ」を定期的に開催し、絵画教室や子
育てに関する講演会や講習会の実施 

・保育所の絵本や図書を地域に開放する「はらっぱ文庫」、「おはなしの会」の開催                
・子ども、そして親を対象とした食に関するイベントの開催 
・育児相談室を定期的に開催 

○親子だけに限らず、地域の方々との交流の場としての活用 
・はらっぱの食事を一般の方にも提供する「はらっぱ食堂」と、「ラ・ラ・ラ        
カフェ」を月 2回開催 

○自然との関わりを意識できる取り組み 
 ・田植え、稲刈り 
○さまざまなボランティア活動の場所を提供 
○災害や暴力から子どもを守る取り組み 
 ・あの日を想って事業 
 ・CAPワークショップ 
 
（２）子育て支援事業の概要 

年間の主な取り組み 
４月 おはなしの会 ＊2（14日） 

正子さんの子育て相談室・お絵描き教室（21日） 
５月 おはなしの会 ＊2・お絵描き教室（12日） 

氷上田植え ＊4（13日） 
正子さんの子育て相談室（19日） 

 ６月 クラルテ人形劇・おはなしの会 ＊2・お絵描き教室（23日） 

７月 はらっぱごはん・正子さんの子育て相談室・お絵描き教室（14日） 
おはなしの会 ＊2・CAP大人ワークショップ（28日） 

８月 みんなで楽しむストーリーテリング＊2（7日） 
アイシングクッキー作り（10日） 
おはなしの会 ＊2（18日） 
お絵描き教室（25日） 

９月 夕涼み会（1日） 
稲刈り（8日）→雨天の為中止 
正子さんの子育て相談室（15日） 
お絵描き教室（29日） 

 10月 おはなしの会 ＊2（13日） 
はらっぱごはん・正子さんの子育て相談室・小児科医講演会（20日） 

  11月 おはなしの会 ＊2（17日） 
39周年イベント はらっぱ感謝祭 ＊1（17日） 

12月 正子さんの子育て相談室・おはなしの会 ＊2（8日） 
こねこねべたべたクッキー作り（14日） 
お絵描き教室（15日） 
クリスマスおはなし会 ＊2（21日） 

１月 あの日を想って＊3（19日） 
おはなしの会 ＊2・お絵描き教室（26日） 

２月 
 

絵本の講演会（9日） 
おはなしの会 ＊2・心肺蘇生講習会 ＊3（16日） 
こねこねべたべたあーおいしい みそ作り（22日） 
土曜版こねこねべたべたあーおいしい みそ作り（23日） 

   ３月 お絵描き教室（2日） 
正子さんの子育て相談室・おはなしの会 ＊2（16日） 
みんなで楽しむストーリーテリング（25日） 

    通年 オープンはらっぱ（計 34回）はらっぱ食堂・ラ・ラ・ラカフェ（計 19回） 
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注） 

＊１ 兵庫県県政 150周年記念事業助成金 はらっぱ感謝祭 

＊２ 子どもゆめ基金助成 

おはなしの会、はらっぱ文庫、絵本の講演会、ストーリーテリング 

＊３ ひょうご安全の日推進事業助成 

あの日を想って、心肺蘇生講習会、月 1回の避難訓練、防災関連施設への遠足 

＊４ ひょうご子ども・若者応援団助成  田植え 

 

 
４．イベント実行委員会の開催 

  イベント実行委員会とは現役保護者で構成され、保育所行事に加え、地域に向けた行
事の企画・運営をお手伝いいただく会となっています。 

 
任期      総会終了後～1年間 

  年 5回開催   2018年 7/14、8/18、10/6、11/22、2019年 3/16 
 【主な取り組み】 花火大会の企画協力 

夕涼み会の企画・運営協力  
クリスマス会の企画協力 
あの日を想っての企画・運営協力 


