
社会福祉法人　　松栄会
［Ⅰ］法人本部

(1) 理事会開催実績

(2) 監事監査実績 （令和2年度事業にかかるもの）

① 実施年月日

② 出席監事名 高山英樹　長谷川尚紀

③ 立会役職員名 園長　讃井　ゆりか

④ 監査報告書の内容

(3) 指導監査の結果

① 実施年月日

② 監査の主な指導事項及び改善報告内容

(4) 役員研修の実績 (理事・監事の研修実績があれば記入してください）
無し

［Ⅱ］ゆりか保育園

(1) 入所児童の延べ人数

合計

 乳児 257

 1．2才児 966

 3才児 502

 4才以上児 1,089

2,814

※　以上は各月初日の延べ人数であり、他に月中途入所がある

(2) 職員の配置実績 （下表にかかわらず配置職員の実績を示す工夫をしてください）

① 常勤職員 ② パート職員

保育士

調理員

その他

※令和3年度育休人数1名含む

評議員候補者の推薦

合計 36 1 37

2 11
その他 2 2 4

調理員 3 -1 2 合計 9

235 236 237 238 236 235 235

3
保育士 28 28 3 0 3

主任保育士 2 0 2 2 1

増減 年度末

園長 1 0 1 4 1 5

職種 当初配置 増減 年度末配置 職種 当初

41

91 91 90 91 90 90 91 91 91

42 42 42 42 42 41

91

42 42 42 42 42

91 91

合 計 233 232 231 234 232

24 24 24

83 82 81 81 80 81 80 80 81 79 79 79

17 17 18 20 20 22 23 24 24

年齢別 4月 5月 6月 7月 8月

施設運営
1.給与規程に「賃金の計算期間及び支給日」につい
て明確に定めること

1.給与規程に明確に定めた

財務管理
1.財産目録には、「場所・物量棟」「取得年度」「使用
目的等」「減価償却累計額」を記載すること

1.指摘された各項目について財産目録に記載し
た

3月9月 10月 11月 12月 1月 2月

法人運営

1.代表権を有する者にかかる登記は、就任（重任）
日から2週間以内に行うこと
2.評議員の報酬について、定款と「役員及び評議員
の報酬並びに費用弁償に関する規程」の整合性を
図ること

1.次回は2週間以内に行う
2.評議員は無報酬のため、定款に合わせ評議
員報酬規程を改定する

理事の業務執行状況 適正

法人の財産の状況 適正

令和3年度　事 業 報 告 書

開催年月日 出席理事数 欠席監事数 審議決定した事項
R3.9.2 6 0 理事候補者・監事候補者の推薦

令和2年度決算書類等の承認

評議員選任解任委員の選任
定時評議員会の日時・議案等の決定

R4.3.23 6 0 令和4年度事業計画・予算の件
令和3年度補正予算の件
給与規程・就業規則・育児介護休業規程変更の件
事務棟（子育て支援施設棟）事業計画の件

理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告の件

令和3年8月11日

区分 監査結果 関連意見

積立金（資産）の目的外使用の件
評議員会への提案の件

書面監査

項目 指示事項 改善報告内容



(3) 3年度の保育の重点方針とその実績

① 3年度の保育の重点方針

幼児期は人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である。
本園では乳幼児の発達の特性を踏まえて、近年の子どもを取り巻く環境の変化
(情報化・科学技術)にも対応出来る能力を育てる為に、遊びを中心とした楽しい
集団生活の中で、豊かな体験を通して、21世紀を生きぬく力を育て、心も体も
健やかな人間の育成に努める。

② ①に係る実績 （3年度の通常保育の実施に当たっての特筆すべき事項を記載）
（例えば、食育・体育・知育への取り組み等々）

○文字あそび
0才～年長ｸﾗｽの全ｸﾗｽで発達段階に応じて文字をとりいれています。
漢字やひらがなまたはｶﾀｶﾅをﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞや絵本の中で使っており、あそびを中心とした
保育の中にも集中力が高まり、楽しみながら文字に興味を持ちつつ、5歳児では文字を
使い、文を作る力も養われております。(0才～5才児)

○豊かな音楽性
いろいろな楽器にふれながら、未満児ではﾘｽﾞﾑあそびを楽しみ、4才児ではﾒﾛﾃﾞｨｵﾝを中心に
打楽器を取り入れた合奏、5才児運動会ではｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞを取り入れた鼓隊や12月の音楽発表会
での器楽合奏と年2回の大舞台を踏ませ音楽性を育んでいます。
それと同時に皆、心を一つにして楽曲を作り上げていく喜びや、達成感を養っています。

○ 英語教育
外国人の英語の先生と歌やリズム運動を通して、楽しく遊びます。

○ ダンスレッスン
3歳～5歳児は、みんなで一緒に表現することのよろこびを育てながら、楽しくダンスを踊ります。

○ 体力づくり
0～2才児では年齢に応じた体力づくり、3才～5才では専任の体育講師による体力づくり、
また、年間を通して「ﾏﾗｿﾝ大会」「なわとび大会」を開催しています。

○ 給食について
近年、ｱﾚﾙｷﾞｰの子どもが増えており、その対応として、また、食育という観点から、
平成21年度からは「日本の伝統食材」を取り入れ、受け継がれた優れた食材や食文化を
子ども達に継承しています。
普通食の子どももｱﾚﾙｷﾞｰの子どもも一緒に食べられる「和食」に着眼し、和食を中心とした
給食を取り入れています。また、試食会を開いたり、ﾚｼﾋﾟを紹介しながら「食」についての
取り組みを保護者に理解していただけるように、努めております。

(4) 通常保育の年間行事実施実績 （別紙として表を添付してください）

(5) 特別保育事業の実績 （例示にすぎませんので、適宜わかりやすい表現を工夫してください）

① 延長保育事業

（ 1 ） 時間 （特記事項）

登録利用者数 １時間延長 年間延 名 名

随時利用者数 １時間延長 年間延 名 名

② 一時保育事業

利用者数 4時間超 名 名 （特記事項）

4時間以内 名 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③ 障害児保育事業

軽度 年間延 名 1月平均 名 （特記事項）

中度 年間延 名 1月平均 名

中度より重い 年間延 名 1月平均 名

④ （その他実施した特別保育事業等を適宜加えてください）
※実施なし

年間延 1月平均

(日単位) 年間延 1月平均

入所者数

(月単位)

168 1日平均 　1

(日単位)

延長時間

190 1月平均　16



(6) 施設及び設備の整備実績

施設整備 … 創設・増築・改築・拡張・修繕（比較的大規模なもの）
設備整備 … 器具及び備品・非常通報装置・大型遊具・通園バス　他

(7) 職員の研修実績

(8) 苦情等解決機関の設置と実績

① 苦情等解決機関の設置

苦情受付担当者

② 令和3年度の苦情等の実績 特になし

(9) その他3年度事業に係る特記事項
※特になし

令和3年8月 保護者
園児の髪ゴムの破損につ
いて弁償を求める

話合いの上同品を購入して弁償
した

連 絡 先

施設外研修 年10回 保育協会・福岡市等 保育・給食・事務等の研修 23名

〃 年3回 文字の読み書きや算数研修 文字の読み書きや算数研修 3名

分園駐車場ライン新設区画工事 169,950

第三者委員 保育園へお問い合わせください。

申出年月日 申出者の種類 申出内容 解決結果

苦情解決責任者 園長 讃井　ゆりか （ゆりか保育園）

主任 城野真紀・江夏美歌 （ゆりか保育園）

職　　務 職名(職業） 氏　　名

研修の内容 参加者数

施設内研修 年6回 全体職員研修会 職員研修(意識改革etc) 60名

設備整備

デスクトップパソコン（事務用） 124,300

ＩＤＥＸ水ぴた自動水栓 212,314

デスクトップパソコン（主任用） 124,300

㈱九州ひかりのくに　スクールスタイル固定机・お行儀チェア 1,036,250

㈱九州ひかりのくに　避難兼用おでかけぐるま 215,000

区　分 実施年月 研修会名・主催者他

区　分 整　備　の　内　容 経　　費

施設整備

建設仮勘定 4,408,130

開閉式日よけテント 3,586,000


