平成２８年度事業報告
社会福祉法人岡山こども協会
１

保育園事業・子育て支援事業・放課後児童健全育成事業・放課後等デイサービス事業の運営概要
当年度は、４保育園・２子育て支援センター・５放課後児童クラブ、１放課後等デイサービス事業
を運営いたしました。その運営にあたっては経営会議、運営会議を中心に各種委員会などを定期的に
開催し、各事業の運営、合同の研修・行事等について調整を図り、実施しました。赤磐市とも必要に
応じて協議しながら進めています。
保育園事業については、地域のニーズに対応するため、赤磐市と協議しながら進めました。年度途
中のこどもの受入れが困難になっていたため、赤磐市の公募に応じ、認定こども園の開所を進めてき
ました。施設建設も無事終了し、地域向け説明会等を経て、平成２９年４月開所となりました。
子育て支援事業については、積極的に地域に出かけることを念頭に進めてまいりました。また、ホ
ームページを保育園から独立させ、より利用しやすいようにしました。子育て相談専用の電話を設置
し、より利用しやすい体制を整えています。保育園を知っていただき気軽に利用していただくことが
今後の園運営にとっても重要であると捉えています。
放課後児童健全育成事業については、「アンドロメダクラブ」「スバルクラブ」「カシオペアクラブ」
「たいようクラブ」
「ぎんがクラブ」の５クラブの運営を行ないました。クラブ利用希望者も年々増加
しています。施設の一人当たりの床面積や１クラブの定員規模について改善を図るため、あすなろ保
育園敷地内に放課後児童健全育成事業用施設を新築いたしました。今後は、さくらが丘こどもセンタ
ーの施設整備について進めていきます。
障がい児通所支援事業は、
「こぶしの家」を開所して３年が経過しました。家庭や地域、支援学校等
の理解も得られ、順調に利用者、契約数を増やしてきました。保護者や利用児のニーズを把握し療育
内容及び環境の改善に努めていきます。また、同敷地内に障がいのある幼児への療育施設「あかいわ
児童発達支援センターもみじの家」を建設し、平成２９年４月に開所しました。地域における中核施
設となれるよう、自治体や幼稚園・保育園、他の事業所と連携をとりながら運営していきます。

２

重点課題の評価
評価点

成果

課題

Ａ，保育の充実
※各園での評価
Ｂ，こどもと保護者と保育者の共育ち
２

各施設が、工夫して様々な取り組みを行っ

結果として判断しづらく、手ごたえを感じ

ている。

られていない。

Ｃ，地域の子育てセンターとしての役割
３

前年度よりも多様な活動を展開して、未就

ＨＰや電話相談ダイヤルの積極的な活用。

園家庭の居場所となっている。
Ｄ，地域のこどもセンターとしての役割
３

学力サポート事業の対象者の拡大、施設整

小・中・高校生の居場所づくりが停滞して

備、職員研修等を行った。

いる。

Ｅ，障がいのあるこどもとその保護者への支援
３

障がいのある幼児対象施設「もみじの家」 障がいのあるこどもの保護者の居場所と
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を開所できた。

しての提供が不十分である。

Ｆ，高齢者とのつながり
３

施設訪問や保育園行事への招待などを通

取り組みに施設間の差がある。

じて、以前よりもつながりができている。
Ｇ，環境整備の推進
４

老朽化した施設の修繕、新規施設の建設等

計画的に修繕を実施するため、現在の状況

を実施した。

を調査し整備計画書を作成する。

Ｈ，ボランテイア活動の促進
４

なかよしキャンプの見直しにともない、学

今後のボランティア事業運営の確立

生や社会人のボランティアに参加いただ

職員の地域ボランティアの推進

いた。
Ｉ，職場改善及び人材確保と育成
４

人材確保チームの活動が成果となり、新規

職場改善が遅れている。

施設の職員も含めた人材を確保できた。
Ｊ，職員育成及び研修制度
４

人材育成システムを本格運用している。

研修後のフォローを行い、成果につなげ
る。

Ｋ，地域の専門機関、行政との連携、協力関係づくり
３

自治体や専門機関との連携ができている。 まだ、連携がとれていない機関もある。
また、地域ネットワーク会議等への参加も
積極的に行っている。

Ｌ，環境保全活動、環境教育の取組
２

各施設において、地域美化活動やエコ活動

こどもや職員の意識改善にまで至ってい

を実施している。

ない。

Ｍ，情報公開と評価制度の導入
３

施設アンケート（保護者、職員）を行い、 第三者評価の導入
結果を公表し、改善に努めている。

３

主な事業の実施

（１）保育園事業
ア あすなろ保育園の設置運営

園長

赤磐市桜が丘西３－１４－１９

原谷 雅彦

イ さくらが丘保育園の設置運営

定員
園長

坪井 幸子

赤磐市桜が丘東６－６－７０４
ウ とよた保育園の設置運営

定員

赤磐市桜が丘東２－２－８０９

１５０名

園長

花房

赤磐市松木５４９
エ さくらんぼ保育園の設置運営

２００名

定員

由美

園長

７０名
松本

定員

清美
８０名

（２）子育て支援拠点事業の実施
ア あすなろ子育て支援センターの設置運営
赤磐市桜が丘西３－１４－１９

所長

原谷 雅彦
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イ さくらが丘子育て支援センターの設置運営
赤磐市桜が丘東６－６－７０４

所長

坪井 幸子

（３）放課後児童健全育成事業の実施
ア あすなろこどもセンターの設置運営

所長

杉井 康志

・アンドロメダクラブの運営 定員４０名
・スバルクラブの運営

定員４０名

・カシオペアクラブの運営

定員４０名

・学力サポート事業「のびのび」実施
・
「キッズクラブ」「あそぼうでぇ」事業実施
・くらしサポート事業「ひのきカフェ」実施
イ さくらが丘こどもセンタ―の設置運営

所長

･ たいようクラブの運営

定員４０名

・ぎんがクラブの運営

定員４０名

杉井 康志

・学力サポート事業「まなびや」実施
･「将棋クラブ」事業実施
ウ とよた保育園
･「たいこクラブ」
「おおぞらクラブ」事業実施
エ さくらんぼ保育園
･「野外楽しみ隊」事業実施
（４）障害児通所支援事業
ア 放課後等デイサービス「こぶしの家」設置運営
赤磐市桜が丘西１０－２－１６

所長

齊藤 歩

定員２０名

（５）施設合同事業の実施
ア 第１０回「こども・あそび・ぶんか祭」の開催
平成２８年１１月５日、桜が丘いきいき交流センターで、地域開放児童文化事業として行いま
した。
「みんなで身体を動かして遊んでつながろう」をテーマにボランティアの力を借りながら、
参加者 300 名程の未就園児親子が集いました。エンディングは親子ふれあいあそびや踊りでみん
なの気持ちも繋がったひと時でした。
イ そら組（５歳児）キャンプの実施
国立吉備青少年自然の家において、平成２８年９月６日～８日（２泊３日）にさくらが丘・さ
くらんぼ２園の児童が一緒に、平成２８年９月１３日～１５日にあすなろの児童が、キャンプフ
ァイヤー、ハイキング、飯ごう炊さんなどをしました。また、とよたは平成２８年９月１５日～
１６日（１泊２日）に和気美しい森で行いました。
ウ ほし組（４歳児）お泊り保育
平成２８年１１月１０日～１１日（１泊２日）、岡山県青少年教育センター閑谷学校において４
園合同で行ないました。自然の中でハイキングや野外遊びを行い、親元を離れての生活を経験し
ました。
エ 熊山登山の実施
５歳児そら組児童親子を対象に、
「からだを育てる」事業の一環として熊山登山を行ないました。
参加したすべての子どもたちが自力で頂上まで登りました。
平成２８年１１月５日あすなろ･さくらんぼ保育園合同実施、１１月１８日さくらが丘・とよた
保育園で合同実施
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オ 卒園旅行の実施
平成２９年３月９日、あすなろ・さくらが丘・さくらんぼ保育園は神戸市王子動物園に行きま
した。３月１６日、とよた保育園は姫路城及び姫路市立動物園に行きました。
カ 第３７回なかよしキャンプ等の実施
平成２８年８月１６～１８日（２泊３日）に高学年の部、１８・１９日（１泊２日）に低学年
の部、１９・２０日（１泊２日）にこぶしの家の部、吉備中央町の矢萩の森キャンプ場で、自然
体験活動、テント宿泊及び飯盒炊飯等を実施しました。
４

苦情処理制度の普及と対応
年度当初、保護者に対して苦情対応制度の説明と第三者委員等対応担当者の名簿を配布しています。
保護者及び地域から出された苦情については苦情解決責任者（各施設長）で解決できたものも含めて、
第三者委員会に報告し、指導助言をいただきました。
第三者委員は、弁護士１名及び赤磐市内民生児童委員経験者２名を委嘱し、１回（１０月）苦情解
決第三者委員会を開催いたしました。第三者委員への通告を求める苦情申し出はありませんでしたが、
報告・指導助言をいただいた件数は１１件です。苦情内容は下表のとおりです。
なお、第三者委員への通告はなかったので、苦情内容の公表はしていません。

５ 個人情報の適切な管理
個人情報の秘匿義務については、職員に個人情報誓約書の提出を求め、年度末研修会及び職員会議
等で周知徹底を図っています。
６

地域への情報公開の推進

（１）情報公開パンフレットの作成・配布
法人及び各施設の事業について、その事業内容及び財政状況に関するパンフレットを作成し、保
護者、関係機関、その他地域に９００部配布しました。
また、運営状況、財務状況については、各施設事務室の閲覧しやすい場所に常に公表開示すると
共にホームページでも公開しています。
（２）顧問会計士・顧問弁護士の委嘱
顧問会計士については、丸川税理事務所と顧問契約を締結し、財政状況、経理内容について指導、
監督を毎月 1 回受けました。また、顧問弁護士として、太陽綜合法律事務所と顧問契約を行い、法
人・各施設に関わる苦情等の事案について相談助言を受けました。
７

借入金の償還
独立行政法人福祉医療機構に対し、平成２８年度分借入金元金及び利息の償還を行いました。
なお、償還金は、該当する保育園会計により処理しました。

（１）とよた保育園（独立行政法人福祉医療機構）
元 金
借入金残高

７８０，０００円
７，０２０，０００円 （利息 ０％分）

とよた保育園（独立行政法人福祉医療機構）
元 金
借入金残高

１，７１０，０００円

利 息

２５６，５００円

１５，３９０，０００円 （利息 １．５％分）

（注）とよた保育園園舎改築借入金は５千万円ですが、うち１，５７０万円は老朽園舎改築分

-3-

として利息負担がありません。
平成２８年度償還金合計
内訳

２，７４６，５００円

元金

２，４９０，０００円

利息

２５６，５００円

償還金残高合計 ２２，４１０，０００円
８

理事会の開催

（１）第１８６回 平成２８年５月２１日

さくらが丘保育園

出席理事

１０名

議

評議員の選任

案

（欠席理事

（２）第１８７回 平成２８年５月２１日

０名）

さくらが丘保育園

出席理事

１０名

議

平成２７年度事業報告・決算・監査報告、経理規程の改正・資金収支

案

（欠席理事 ０名）

計算書勘定科目の変更、就業規則、非正規フルタイム職員就業規則及び
非正規パートタイム職員就業規則の改定、給与・退職金規程及び非正規
フルタイム職員給与・退職金規程の改定、賞与支給規程の改正、平成２
８年度第１次補正予算、いちょうの森こども園事業計画及び当初予算、
あかいわ児童発達支援センターもみじの家事業計画及び当初予算等
（３）第１８８回 平成２８年９月１０日

和さび

出席理事

９名

議

あすなろこどもセンター建設、あかいわ児童発達支援センターもみじ

案

（欠席理事 １名）

の家開設進捗状況、いちょうの森こども園開設進捗状況
（４）第１８９回 平成２８年１０月８日

あすなろ保育園

出席理事

８名

議

平成２８年度補正予算等

案

（欠席理事 ２名）

（５）第１９０回 平成２８年１２月３日

さくらが丘保育園

出席理事

１０名

議

平成２８年度第３次補正予算及び第２次補正予算、定款の変更及び変

案

（欠席理事 ０名）

更認可申請事務、いちょうの森こども園の認可申請（管理・運営規程制
定）
、あかいわ児童発達支援センターもみじの家の認可申請（管理・運
営規程制定）、あすなろ保育園管理・運営規程の改定、施設長の任命等
（６）第１９１回 平成２９年１月２８日
出席理事
議

案

あすなろ保育園

１０名

（欠席理事 ０）

評議員選任・解任委員会運営規則の制定、役員及び評議員、並びに各
種委員の報酬等に関する規程、経理規程の改正

（７）第１９２回 平成２９年３月４日
出席理事
議

案

さくらが丘保育園

１０名

（欠席理事 ０名）

給与・退職金規程及び賞与支給規程の改正、平成２８年度補正予算、
平成２９年度事業計画・当初予算、制度改正に伴う諸規定等の整備につ
いて、施設長の任免、評議員選任報告等

９

評議員会の開催
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（１）第５７回

平成２８年５月２１日

さくらが丘保育園

出席評議員

（欠席評議員 １名）

議

案

２０名

平成２７年度事業報告・決算・監査報告、経理規程の改正・資金収支
計算書勘定科目の変更、就業規則、非正規フルタイム職員就業規則及び
非正規パートタイム職員就業規則の改定、給与・退職金規程及び非正規
フルタイム職員給与・退職金規程の改定、賞与支給規程の改正、平成２
８年度第１次補正予算、いちょうの森こども園事業計画及び当初予算、
あかいわ児童発達支援センターもみじの家事業計画及び当初予算等

（２）第５８回

平成２８年１０月８日
出席評議員
議

案

あすなろ保育園

１８名

（欠席評議員 ３名）

あすなろこどもセンター建設、平成２８年度補正予算、あかいわ児童
発達支援センターもみじの家開設進捗状況、いちょうの森こども園開設
進捗状況、平成２８年度上半期事業報告等

（３）第５９回

平成２８年１２月３日

さくらが丘保育園

出席評議員

（欠席評議員 １名）

議

案

２０名

平成２８年度第３次補正予算及び第２次補正予算、定款の変更及び変
更認可申請事務、いちょうの森こども園の認可申請（管理・運営規程制
定）
、あかいわ児童発達支援センターもみじの家の認可申請（管理・運
営規程制定）
、あすなろ保育園管理・運営規程の改定、あすなろこども
センター開設進捗状況等

（４）第６０回

平成２９年３月４日
出席評議員
議

案

さくらが丘保育園

２０名

（欠席評議員 １名）

平成２８年度補正予算、平成２９年度事業計画・当初予算、理事の解
任・新理事の選任、評議員選任・解任委員選任の報告、評議員選任の報
告、いちょうの森こども園の建設経過、あかいわ児童発達支援センター
もみじの家の建設経過、あすなろこどもセンターの建設経過、保護者に
よる施設アンケートの結果、平成２９年度職員採用結果等

10 評議員選任・解任委員会の開催
平成２９年２月２２日
出席委員

４名

（欠席委員０名）

出席理事

２名

（理事長及び専務理事）

議
11

あすなろ保育園

案

評議員の選任について等

法人・保育園監査の実施

（１）監事監査

平成２８年５月１３日 あすなろ保育園
出席監事

２名

監査内容

法人・保育園・こぶしの家・子育て支援センター・児童クラブの運
営及び財務

（２）岡山県指導監査

平成２８年 ８月２４日

さくらんぼ保育園

８月３１日

とよた保育園

９月２８日

さくらが丘保育園
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１０月 ５日

あすなろ保育園

監査担当者

岡山県備前県民局保健福祉部職員

監査内容

平成２７年度及び２８年度各施設の運営状況

＊指導監査結果について
施設関係 文書指導

なし

施設関係 口頭指導
・あすなろ保育園

４件

・とよた保育園

３件

・さくらんぼ保育園 １件
（３）月例経理監査
丸川税理士事務所により、毎月１回経理監査と経理指導を受けています。
（４）内部監査
＊法人監事、理事長及び理事２名により、施設の運営状況及び経理状況について各施設単位に実
施しました。
平成２８年７月 ８日 あすなろ・さくらが丘・こぶしの家
７月１３日 とよた・さくらんぼ
12 こども・子育て支援事業運営委員会の開催
第９回

平成２８年６月２８日
出席運営委員
議

案

１１名

さくらが丘保育園
（欠席委員 １名）

平成２７年度事業報告・平成２８年度事業実施状況、学力サポート事業・
放課後等デイサービス事業経過報告、あかいわ児童発達支援センターの建設
について ほか。

第 10 回 平成２９年２月１３日 放課後等デイサービスこぶしの家
出席運営委員 １２名
議

案

（欠席委員 ０名）

平成２８年度事業経過報告、放課後等デイサービスの運営状況、あすなろ
放課後児童クラブ・あかいわ児童発達支援センター・いちょうの森こども園
等建設経過報告等についてほか。

13 第三者委員会の開催
第１回

平成２８年１０月２４日
出席委員
議

案

３名

さくらが丘保育園
（欠席委員

０名）

上半期の苦情内容について ほか
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