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 平 成 ２７ 年 度 事 業 報 告 

                          社会福祉法人岡山こども協会 

社会福祉事業 

 

１ 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（２クラブ増設）、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。各園の定

員は維持しながらも、途中入園希望のご家庭を定員を超えて、可能な限りお受けする努力をしました。

職員を手配する以上に希望家庭が多く、お断りをせざるをえない状況でした。年度途中のこどもの受入

れに対する職員の確保も年々困難になっています。 

  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（旧さくらんぼ）クラブ」「スバル（旧おおぞら）

クラブ」「たいようクラブ」に新たに「カシオペアクラブ」「ぎんがクラブ」と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

ついて勘案しながら、施設整備について進めていくことになります。 

  ２年を経過した放課後等デイサービス事業「こぶしの家」は、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。利用を制限しなくては対応できない状況、多様なニー

ズに対応していくため、「こぶしの家」の増設も完成しました。今後はより、こども達にとって必要とさ

れる施設づくりを目指していきます。 

 

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 様々な形で保育への参加を促し、参観日

懇談日を増やすなど環境を整えている。 

保育に参加しにくい家庭への個別対応を丁寧に

していく。 

Ｃ，地域の子育てセンターとしての役割 

３ くつろげる居場所作りとして機能して

いる。 

地域の子育て家庭の把握のため市の協力体制づ

くり。電話相談等の情報発信 

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内容の充実と新展

開。居場所作り事業の展開 

指導員の研修。中高生へのアプローチ。暮らし

サポート事業の展開 

Ｅ，障がいのあるこどもとその保護者への支援 

３ こぶしの家を中心とした相談受付とニ

ーズに対応した支援。施設の整備 

障がいのある児童の日常保育での生活支援等の

確立。職員の研修 

Ｆ，高齢者とのつながり 

２ 就労支援事業の継続。高齢者施設への訪

問活動は定着している。 

日常的なつながりと施設に来ていただける工夫

の再考 

Ｇ，環境整備の推進 

４ こぶしの家の新施設完成。もみじの家、

いちょうの森こども園施設整備計画 

建設に向けた資金計画。安全について意識の徹

底。マニュアルの見直しと作成 
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Ｈ，ボランテイア活動の促進 

２ 卒園児の同窓会の実施。職員の地域活動

への参加 

「地域貢献活動とボランティアの区分け」運用

卒園児のネットワーク作り。 

Ｉ，職場改善及び人材確保と育成 

３ 有給取得率の向上。仕事の効率化の意識

付け。初任給等引上げ。 

人材確保のための効果的な採用方法の検討 

卒業生を中心とした養成校とのつながりづく

り。 

Ｊ，職員育成及び研修制度 

３ 外部講師を招いての研修 

研修計画に基づく県外出張等研修実施 

経験別の研修制度の効果的運用 

職員の規律とマナーアップ 

Ｋ，地域の専門機関、行政との連携、協力関係づくり 

３ 地方版子ども・子育て会議への出席 

地域のネットワーク会議等への参加。地

域イベントへの計画的な参加 

巡回指導、地域の関係機関との連携関係の再構

築。広報物のチェック機能確立、実施 

Ｌ，環境保全活動、環境教育の取組 

３ 地域美化活動の推進。地域の環境保全団

体への協力。エコ活動 

とよた・さくらんぼ保育園のＬＥＤ導入。リサ

イクルステーションの設置。こどもと多様なエ

コ・美化活動の推進 

Ｍ，情報公開と評価制度の導入 

３ 年２回の内部監査実施。保護者アンケー

トによる保育園評価。行事後のｱﾝｹｰﾄ実

施 

第三者評価の導入準備 

ホームページの有効的活用 

評価等の改善、実施 

 

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  原谷 雅彦 

    赤磐市桜が丘西３－１４－１９   定員  ２００名 

  イ さくらが丘保育園の設置運営  園長  坪井 幸子 

    赤磐市桜が丘東６－６－７０４   定員  １５０名 

ウ とよた保育園の設置運営    園長  花房 由美 

赤磐市松木５４９         定員   ７０名 

エ さくらんぼ保育園の設置運営  園長  松本 清美 

  赤磐市桜が丘東２－２－８０９   定員   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 

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 

  ・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 

 

イ さくらが丘こどもセンタ―の設置運営 

  ･ たいようクラブの運営      定員４０名 
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  ・ぎんがクラブの運営    定員４０名 

    ・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 

  ･「１００toy 教室」「野外楽しみ隊」事業実施 

（４）障害児通所支援事業 

    放課後等デイサービス「こぶしの家」設置運営 施設長 齊藤 歩 

    赤磐市桜が丘西１０－２－１６  定員１０名 

（５）施設合同事業の実施 

  ア 第９回「こども・あそび・ぶんか祭」の開催   

    平成２７年１２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ないま

した。「出会い・あそび・つながり」をテーマに地域大学生やボランティアのの力も借りながら、参

加者３００名程の未就園児親子が集いました。それぞれがお気に入りのあそびを見つけてあっとい

う間の２時間でした。 

  イ そら組（５歳児）キャンプの実施 

      平成２７年９月８日～１０日（２泊３日）、国立吉備青少年自然の家において行ないました。４園

の児童が一緒に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。 

  ウ ほし組（４歳児）お泊り保育 

    平成２７年１１月１１日～１３日（１泊２日）、岡山市上道小鳥の森三徳園で２園合同で２ｸﾞﾙｰﾌﾟ

に分かれて行ないました。小鳥の森公園の自然環境の中での野外遊び、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２７年１０月２３日さくらが丘・とよた保育園で合同実施。１１月７日あすなろ･さくらんぼ

保育園合同実施 

  オ 卒園旅行の実施 

    平成２８年３月１０日、３保育園合同で実施。また、３月３０日、さくらが丘保育園が神戸市王

子動物園に行きました。 

  カ 第３６回なかよしキャンプの実施 

    平成２７年８月１０~１２日（２泊３日）、島根県国立三瓶青少年交流の家を拠点に、三瓶山登山

をはじめ、広大な自然を満喫しました。小・中学校１１校から８４名のこどもたちが参加しました。 

          

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、２回（10 月及び３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１５件です。苦情内容は職員の対応が８件と最も多く、職員の

言葉態度２件、説明情報不足、保育内容、こどものトラブル、権利侵害、その他各１件となっています。 

           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。 
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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を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２７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）さくらんぼ保育園（独立行政法人福祉医療機構）※平成２７年度をもって完済 

    元 金     ２，４００，０００円  利 息 ３８，４００円 

    借入金残高            ０円  （利息 １，６％） 

（２）とよた保育園（独立行政法人福祉医療機構） 

    元 金       ７８０，０００円         

    借入金残高   ７，８００，０００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     １，７１０，０００円  利 息 ２８２，１５０円         

    借入金残高  １７，１００，０００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

分として利息負担がありません。         

   平成２７年度償還金合計  ５，２７４，６００円 

        内訳  元金  ４，８９０，０００円 

            利息    ３８４，６００円 

       償還金残高合計 ２４，９００，０００円 

 

 

８ 理事会の開催 

（１）第１７９回 平成２７年５月２３日   さくらが丘保育園 

         出席理事  ９名    （欠席理事  １名） 

         議  案  評議員の選任 

（２）第１８０回 平成２７年５月２３日   さくらが丘保育園 

         出席理事  ９名    （欠席理事 １名） 

         議  案  平成２６年度事業報告・決算・監査報告、第二放課後等デイサービス施

設の建設、児童発達支援センター施設・あすなろ保育園施設全面改築・

放課後健全育成施設・子育て支援センター施設各整備計画、さくらんぼ

保育園園舎増築、平成２７年度第１次補正予算、就業規則の改訂等  

（３）第１８１回 平成２７年８月８日  あすなろ保育園 

         出席理事  ９名    （欠席理事 １名） 

         議  案  定款の変更及び変更認可申請事務、平成２７年度第２次補正予算、評議

員の選任 

（４）第１８２回 平成２７年８月２２日  あすなろ保育園 

         出席理事  １０名    （欠席理事 ０名） 

         議  案  理事長・理事長職務代理の選任、さくらんぼ保育園園舎増築工事及びこ

ぶしの家新施設建設工事入札結果報告ほか。 
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（５）第１８３回 平成２７年１０月２４日   さくらが丘保育園 

         出席理事  ８名    （欠席理事 ２名） 

         議  案  定款の変更及び変更認可申請事務、平成２７年度補正予算、さくらんぼ

保育園駐車場用地取得ほか。 

（６）第１８４回 平成２８年１月３０日   さくらが丘保育園 

         出席理事    １０名   （欠席理事 ０） 

         議  案  放課後等デイサービス「こぶしの家」運営規程の改正、定款の変更及び

変更届出事務、赤磐市桜が丘東３丁目の新設保育所の応募ほか。 

（７）第１８５回 平成２８年３月５日  あすなろ保育園 

  出席理事    ９名   （欠席理事 １名） 

         議  案  平成２７年度補正予算、平成２８年度事業計画・当初予算、諸規定の制

定・改正、こどもセンター所長の任命ほか  

 

 

９ 評議員会の開催 

（１）第５３回  平成２７年５月２３日   さくらが丘保育園 

         出席評議員  １７名   （欠席評議員 ４名） 

         議  案  平成２６年度事業報告・決算・監査報告、第二放課後等デイサービス施

設の建設、児童発達支援センター施設・あすなろ保育園施設全面改築・

放課後健全育成施設・子育て支援センター施設各整備計画、さくらんぼ

保育園園舎増築、平成２７年度第１次補正予算等 

（２）第５４回  平成２７年８月８日  あすなろ保育園 

         出席評議員  ２０名   （欠席評議員 １名） 

         議  案  定款の変更及び変更認可申請事務、平成２７年度第２次補正予算、理事・

監事の選任ほか。 

（３）第５５回  平成２７年１０月２４日   さくらが丘保育園 

         出席評議員   １６名   (欠席評議員 ５名) 

         議  案  定款の変更及び変更認可申請事務、平成２７年度補正予算、さくらんぼ

保育園駐車場用地取得ほか。 

（４）第５６回  平成２８年３月５日  あすなろ保育園 

         出席評議員   １８名   (欠席評議員 ３名) 

         議  案  平成２７年度補正予算、平成２８年度事業計画・当初予算ほか。 

 

10 法人・保育園監査の実施 

（１）監事監査  平成２７年５月１４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２７年８月２０日  さくらが丘保育園  

                 ９月１５日  あすなろ保育園 

                １０月 ５日  さくらんぼ保育園 

                １０月 ７日  とよた保育園 

   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２６年度及び２７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   １件 
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        （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２７年７月 １日 あすなろ・さくらんぼ 

７月 ２日 こぶしの家 

７月 ８日 さくらが丘・とよた 

平成２８年２月２４日 とよた・こぶしの家・さくらが丘 

  ２月２５日 さくらんぼ・あすなろ 

     

11 こども・子育て支援事業運営委員会の開催 

  第７回  平成２７年６月２３日  放課後等デイサービスこぶしの家 

       出席運営委員  １０名  （欠席運営委員 ２名） 

       議  案  平成２６年度事業報告・平成２７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 ほか。 

  第８回  平成２８年２月２４日 放課後等デイサービスこぶしの家 

       出席運営委員 １２名  （欠席運営委員 ０名） 

       議  案  平成２７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・児童発達支援センター施設新設についてほか。 

 

12 第三者委員会の開催 

  第１回  平成２７年１０月２１日  さくらが丘保育園 

       出席委員    ３名  （欠席委員  ０名） 

       議  案  上半期の苦情内容について ほか 

  第２回  平成２８年３月２４日  さくらが丘保育園 

       出席委員    ３名  （欠席委員  ０名） 

       議  案  下半期の苦情内容について 

以上 


