
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人多摩福祉会 
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高度成長期の働く人々の切実な保育要求を受け、 

父母との共同的な保育の実現をめざして 1972年に浦辺史

（うらべひろし）日本福祉大学教授（当時）を理事長として

設立されました。現在は多摩市・世田谷区・練馬区に４つの

保育園と３つの学童クラブを運営しています。 

多摩福祉会に就職すると 

 

多摩福祉会の３つの理念 

はたらく親が 

安心して 

預けられる 

子どもたちが 

安心して 

遊べる 

職員が 

安心して 

はたらける 

理事長 垣内国光 

民主的な多摩福祉会の仲間と一緒に働きませんか？ 

■子どもたちとゆったり向き合えます！ 

■実践を楽しむことができます！ 

■プロとして成長することができます！ 

■賃金・労働時間・休暇などがきちんと 

保障されています！ 

 

社会保険・産休・育休 

感染症特別休暇 

短時間正職員制度など 



 

 



4月から多摩福祉会の 

一員として、先輩方や 

子どもたちとの関わりを

通して「良い保育」とは

何であるかを常に考えて

いきたいと思いました。 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

体育研修 美術研修 法人内交流研修 

わらべうた研修  

自主研修（※法人助成金あり） 

給食部会 保健部会 自治体研修 

 

わらべうたに触れる 

機会がこれまでほとんど

ありませんでしたが、独

特のリズムや言い回しが

面白く、子どもと一緒に

わらべうたを歌ってみた

いと思いました。 

同期を含め法人の様々な方と

顔を合わせて共に 1 日を過ご

したことで、就業後のイメージ

がわいてきました。自主性を重

んじ、発言を歓迎する空気であ

ることが分かりました。 

新規採用 

職員研修 

給食が 

おいしかった! 

「保育指針は子どもの中にあ

る」という言葉が印象的でし

た。今の子どもたちにとって大

切なことを、毎日向き合ってい

る私たちが考えていかなけれ

ばならないと思いました。 

就職して 2年。法人内も施設も外

部も、こんなに研修の機会がある

とは思いませんでした。 未熟さ

も感じますが、学ぶことで成長し

ている実感があります。 

外部研修の助成もしっかりして

いるのでありがたいです。 



 

 

こぐま保育園の 

長い歴史を知り、 

ここで学ぶことができ 

る事を幸せに思いました。 

しっかりと守り、つないで

いけるように努力したいと

思いました。 

法人合同 

研究集会 

シンポジウムを通じて、

現場での「生の声」を 

聴くことが出来て有難か

ったです。 

保護者、先輩職員の 

みなさんが大変温かい 

眼差しでお話ししてく 

れました。 

乳児保育の悩みは 

共有できる部分が多いのだ

と感じました。各施設、対応

の仕方はそれぞれで大変勉

強になりました。保育で大

切にしたいことを共有でき

たので、日々の保育に活か

していきたいです。 

分科会では、少ない

人数の中で深い話を

聞くことができ、             

有意義な時間に 

なりました。 

シンポジストとなった

ことで、今までの経験

や考え方を振り返るこ

とができ、とても良い

経験になりました。 

創立 45年を迎えた 2018年のテーマは 

「自ら学び共に育ちあってきた 45年 今、次世代に希望を託す」 

講演会やシンポジウム、興味のある分野に分かれての分科会など 

が行われ、150名ほどが参加しました。 
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「先生、もうココ治ったよ」「先生、ケガしちゃって痛いの…」

など子どもたちの方から声が掛かることが増え、そんな瞬間がと

ても嬉しく、やりがいを感じます。何よりも子どもたちと過ごす

時間はかけがえのないものとなっています。 

砧保育園 看護師・2019年 4月入職 

東邦大学医療短期大学卒業 看護師資格 

異年齢保育ならではの、小さい子と大きい子が育ちあう姿から日々学び、

たくさんの笑顔に癒されています。子どもの姿に寄り添いながら、温かな

保育を考えあう時間はやりがいがあり、保育の楽しさを感じます。 

こぐま保育園 保育士・2017年 4月入職 

聖学院大学卒業 保育士資格 幼稚園教諭資格 

子どもたちをまんなかに、共に考え、学び、成長できる法人だと

思います。チームの中でそれぞれの個性が発揮できるような職場

づくりを一緒にしてみませんか？ 

永山学童クラブ 放課後児童支援員・2015年 4月入職 

日本大学卒業 放課後児童支援員資格・中学校教諭資格 

・保育士資格 

福島出身の姉妹です。地方出身者が多く、色々な人間、考えを尊重しな

がら保護者や子どもとの関係も作っている法人です。ですから人と違う

考えや生き方でも「良さ」として認め合い、一緒に働けるところが魅

力！ 

実際に私は上北沢こぐま保育園の設計から携わり、現在は副園長をして

います。妹は砧保育園の初年度から栄養士として働き、五感を使って感

じる食育を大事にしています。地方メニューを取り入れた献立もありま

すよ！！ 

「こうしたい！ああしたい！」を多摩福祉会で実践しませんか?! 

（姉）上北沢こぐま保育園副園長 保育士・2006年 4月入職 

福島学院短期大学卒業 保育士資格・幼稚園教諭資格 

（妹）砧保育園 栄養士・2009年 4月入職 

桜の聖母短期大学卒業 栄養士資格 
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給食の様子を見に行くと、楽しそうに食べている姿に癒され、

「おいしかった！」という言葉に元気をもらえます。保育室と給

食室がすぐ隣にある環境は大事だなと感じます。ここで働けて本

当によかったなと思っています。 

こぐま保育園 栄養士・2014年 4月入職 

二葉栄養専門学校卒業 栄養士資格 

 

学童クラブとしては珍しい「グループ育成」を取り入れ、子どもた

ち一人ひとりの“悩み”や“優しさ”を、よりきめ細やかに見るこ

とが出来るようになりました。みんなで笑い合う瞬間、この仕事を

選んで良かったなと感じます 

貝取学童クラブ 放課後児童支援員・2017年 4月入職 

こども教育宝仙大学卒業 放課後児童支援員資格 

・保育士資格・幼稚園教諭資格 

毎日一緒に生活する中で、子どもたちの小さな発見や成長から、たくさんの笑顔とパ

ワーをもらっています。そこには、職員同士が話しあい、学びあい、共に保育を考え

あえる環境があるからです。子どもの主体性を大切にし、「やってみたい！」「でき

た！」という子どもたちのキラキラとした姿から何よりもやりがいを感じます。 

上北沢こぐま保育園 保育士・2017年 4月入職 

帝京平成大学卒業 保育士資格・幼稚園教諭資格 

長い時間をかけて作りあげられてきた「異年齢保育」という恵ま

れた環境で学べることはもちろん、行事や給食、まわりの先輩方

などたくさんの“素敵”と“あたたかさ”に出会うことができ、

“こうなりたいな”という気持ちがあふれます。 

こぐま保育園 保育士・2017年 4月入職 

北海道名寄市立短期大学卒業 保育士資格・幼稚園教諭資格 
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入職してから 1歳児クラスの担任として奮闘してきました。バタバタ

とあっという間に過ぎていく毎日に頭がパンクしそうな時もあります

が、子どもたちの日々の小さな成長を発見するたびに、自分頑張ろう

と思えます。子どもたちのキラキラした笑顔を見ると、この仕事のや

りがいを感じます！ 

向山保育園 保育士・2017年 4月入職 

白梅学園短期大学卒業 保育士資格・幼稚園教諭資格 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩福祉会の施設 

上北沢こぐま保育園 
（認可定員 92 名） 

 

世田谷区上北沢 1-32-10  TEL.03-5357-8531 

 

砧保育園 
(認可定員 76 名) 

世田谷区祖師谷 4-3-17 TEL.03-3483-1950 

練馬区立向山保育園 
（認可定員 120 名） 

練馬区向山 1-5-7  TEL.03-3970-6088 

 

https://tamafukushikai.koguma.or.jp 2019ver.2 

法人事務局 世田谷区北沢 2-36-9-4F 

 〒155-0031 TEL.03-6804-8345 

 

こぐま保育園 
(認可定員 211 名) 

多摩市永山 3-5 TEL.042-375-4677 

自然豊かな緑の都市「多摩」。地域と共に生ま

れ、地域と共に時を刻んだ半世紀。一つの家族

のように、つながりあう保育園です 

練馬区の中村橋駅から 6 分程の所にあり、目の前

を走る西武線は子どもたちに大人気！元気いっぱい

の子どもたちと楽しく保育しましょう 

商店街近くの住宅街にあり、芝生の園庭が自慢です。

1,2 歳のこどもたちも親しい年上の子どもたちと個別

に混ざって遊ぶ姿がかわいいです！ 

上北沢の閑静な住宅街の中で、2017 年に開園しました。 

木の温もりあふれる園舎と大きな桜の木、井戸が自慢です。

人と人とが豊かにつながりあえる保育園です 

多摩市永山 3-6 TEL.042-372-7980 

永山児童館の２階にあり、異年齢の子ども達が一つの

家族のように過ごしながら、遊びや行事を通じて 

育ちあっています。笑顔あふれる学童っ子たちです！ 

京王・小田急永山駅 
徒歩 7 分 

西武池袋線中村橋駅 
徒歩 6 分 

小田急線祖師ヶ谷大蔵駅 

徒歩 10 分 

京王線上北沢駅 
徒歩 8 分 

多摩市永山 2-8-1 永山小学校内 TEL.042-376-7273 永山小学童クラブ 
(定員 70 名) 学校の敷地内にあるので、広い校庭で鬼ごっこやサッカー 

などをしたり、コマ遊びをしたりして遊んでいます！ 

みんな仲良く元気一杯です！ 
京王・小田急線永山駅 

徒歩 7 分 

多摩市貝取 1-44-1  TEL.042-374-2551 

 

広いお庭が自慢の貝取学童クラブ。子どもたちは 

3 つのグループに分かれて自分たちで考え行動 

しながら元気に生活しています 
貝取北センターバス停 

徒歩 1 分 

京王・小田急線永山駅 
徒歩 7 分 

永山学童クラブ 
（定員 70 名） 

HP 

貝取学童クラブ 
(定員 70 名) 


