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  至 令和２年 3 月 31 日 

 

 

◎ 拠点区分 

＊本部 

＊みのり保育園 

＊めぐみ保育園 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 みのり愛の会 
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◎社会福祉事業 

 

１．法人役員会報告 

《評議員会》 

 第 1回評議員会 令和元年 6月 13日（木） 18：00～19：00 

[評議員] 出席 10名  欠席 2名 [理事] 出席 3名 ［監事］出席 2名 

＜主な議事＞ 

報告事項 平成 30年度事業報告（平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで） 

（本部・みのり保育園・めぐみ保育園） 

   決定事項 

第一号議案 平成 30年度計算書類・財産目録の承認 

（本部・みのり保育園・めぐみ保育園） 

   第二号議案 理事 6名及び監事 2名の選任 

第三号議案 社会福祉充実計画承認 

 

《理事会》 

第 1回理事会 令和元年 5月 23日(木)  16：30～18：00 

[理事] 出席 6名   [監事]出席 2名 

＜主な議事＞ 

第一号議案 平成 30年度事業報告及び平成 30年度計算書類等の承認 

（本部・みのり保育園・めぐみ保育園） 

第二号議案 次期役員候補者の承認 

第三号議案 社会福祉充実計画の承認ｓ 

第四号議案 定時評議員会の招集の件 

＜報告事項＞ 

理事及び業務理事の職務執行状況報告 

 

第２回理事会 令和元年 6月 13日（木） 19：30～20：00 

[理事] 出席 6名   [監事]出席 2名 

＜主な議事＞ 

  第一号議案 理事長選定の件 

  第二号議案 業務理事選定の件 

 

第 3回理事会  令和元年 10月 17日（木）16：30～18：00 

[理事] 出席 6名  [監事]出席 2名 

＜主な議事＞ 

第一号議案 令和元年度第 1次補正予算の承認 

  (本部・みのり保・めぐみ保)  
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第二号議案 めぐみ保育園改築計画の件 

第三号議案 令和 2年度周年事業計画の件 

 

＜報告事項＞ 

第一号報告 めぐみ保育園の東京都福祉保健局指導監査・ 

 豊島区子ども家庭部保育課指導検査報告 

第二号報告 みのり保育園東京都木育推進事業の件 

第三号報告 理事長及び業務理事の職務執行状況 

 

第４回理事会 令和 2年 3月 19日（木）16：30～18：00 

[理事] 出席 6名  [監事]出席 2名 

＜主な議事＞ 

  第一号議案 令和元年度第 2次補正予算の承認 

第二号議案 令和 2年度事業計画の承認（本部・みのり保育園・めぐみ保育園） 

  第三号議案 令和２年度当初予算の承認（本部・みのり保育園・めぐみ保育園） 

  第四号議案 令和 2年度周年事業について 

  第五号議案 職員の自転車通勤及び交通費支給なしの職員に対しての補助 

  第六号議案 人事採用に関して在職職員からの紹介での入職に関して在職職員への報酬 

＜報告事項＞ 

 第一号報告 豊島区子ども家庭部保育課指導検査報告（みのり保育園） 

 第二号報告 めぐみ保育園建設計画について 

 第三号報告 みのり保育園東京都木育推進事業終了報告 

 第四号報告 理事長及び業務理事の職務執行報告 

 

２.法人年間報告 

Ⅰ.法人は 2施設の運営を行う 

「子ども・子育て新制度」5 年目となり、標準時間認定・短時間認定の保育受け入れの際

には入園課との確認作業等があった。また、地域にも認可保育園の運営があり当初の入園数

が心配であった。  

みのり保育園では、4月当初、0歳児 4名、欠員 2名でのスタートとなった。家庭支援の必

要な家庭があり、東部子ども支援子ども権利との連携を行った。3 歳児クラスは、国際色が

豊かで、ネパール・中国となった。アレルギー対象児童は、7 名うちエピペン持参 2 名、熱

性痙攣の為、ダイアップ 3 名がいた。看護師中心となりアレルギーに関する研修等を実施し

た。保護者支援、地域子育て支援事業として、年間を通して 3 回実施、夏まつり、子どもま

つりと親子での木の玩具で遊ぶ楽しさを体験した。園見学の地域の方へお知らせを行い多数

の参加者があった。地域の子育てとし「おひさまクラブ」は、「電車の見える公園」2回実施

をした。紙芝居、ボール遊びを遊びに来ている親子に喜んで参加をして貰うことが出来た。

また、延長保育の月決め 3 名と希望者も少なかったがスポット保育での利用は、兄弟関係で
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の希望があり 4～５人程であった。土曜保育の利用は、9～10名であった。 

補助金に関しては、東京都産業労働局農林水産部森林課「保育園・幼稚園等による木育推

進事業」の申請を７月に行い９月には交付申請がおりて事業を実施した。内容としては、多

摩地区の産材を利用してハード面では、2.4 階の腰壁工事またソフト面としては、幼児クラ

スでは、森林の専門家から紙芝居やお話を聞いた後にドミノを紙やすりで削って木の香りを

嗅いでみる事を体験した。ドミノ倒しでは、参加した保護者の方も一緒になり楽しんでいた。

また、2月 29 日(土)に木育インストラクター受講を 2名の職員が参加。東京都から東京都民

の意見で「森と自然を活用した保育推進事業」として補助金を受けることが出来た。 

人事面に関しては、４月より新任栄養士として 2 名採用を行った。しかし、精神的な面で

の不安定さがあり、1名は 7月から 9月半ばまで傷病手当申請を行った。また、1名情緒不安

定の為、3月上旬で退職となった。3月になり非常勤保育士 1名、保育士 1名も精神面での不

安定さから休む事となった。職員の精神的な不安定さが目立った年度であった。採用に関し

て今後の課題となった。 

めぐみ保育園は、98名定員で４月当初は定員 98名で運営となった。4月当初は殆どの保護

者は標準時間となっていたが出産の保護者、就労の関係で短時間となった家庭も後半にはあ

った。6月より途中入園児、0歳児 1名、4歳児 2名になり 103名の園児となったアレルギー

対象児童は 11名おり、7名とも薬持参の症状を持っていた。熱性痙攣 3名ダイアップ持参と

なる。みのり保育園同様、看護師中心となりアレルギーに関する研修等を実施した。昨年度

より地域への園庭・園内解放「なかよしの日」を行い地域や連携園と交流し、夏のプールで

乳児の参加家庭があった。園内見学の参加希望が 34組あり次に繋がる形に進んでいる。また

卒園児が職場体験において園での参加型活動が多かった。 

延長保育に関しては、月極めの 1時間延長が 7名、2時間延長が 5名の希望家庭があった。

土曜日保育においては幼児３名、乳児４～５名であった。平日のスポット保育での利用は多

く、時間ギリギリに申し込むことが多く、突然のアレルギー児利用の対応には課題が残る。

人事の面では、4 月末 6 月途中と常勤退職者が保育士 1 名調理師 1 名、又 2 月末で保育補助

病気療養のため 1名の退職職員が出る。 

途中雇用者が保育士 3 名あった。途中退職が出たが妊娠・ご主人の転職都外移動・個人の

病気においての事情があり退職にいたった。今後の保育に関しても職員の家庭状況を踏まえ

て保育士の課題が残る。 

保育運営全般として、平成 30年度 4月 1日より「保育所保育士指針改定」に伴い移行期と

して「新保育指針」を解釈、計画をどの様にしていくか保育士で話し合いをもって「保育課

程」の見直しを行い、「平成 30年度教育及び保育の内容に関する全体的な計画」を行った。 

平成 26 年度より保育士等処遇改善費として、職員の基本給へ支給を行った。また、キャリ

アアップの補助金に関しては、正規職員と非常勤職員に関しては賞与への支給を行った。ま

た、平成 30 年度より補助金の処遇改善費Ⅱがあり職務分掌の見直しを行った。給与規定別表

に調整手当Ⅱとして該当する職員へ支給を行った。処遇改善費Ⅱに関しては各職員の職務務

分掌により研修会への参加により認定証が交付されることになり受講の申し込みや職員が出

張時の保育体制等を配慮する必要があった。 
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令和元年 10月より幼児(3歳児以上)保育料の無償化が開始され、運営費に関して後半の予

算計画が行政からの報告が遅く苦労した。また、保育無償化となり給食費（補食分）の有償

化が問題化されたが豊島区では、補助金を出してくださる事となり給食費も無償化となった。 

 

 

Ⅱ．社会福祉法人制度改革 

 社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を目的として非営利法人として長年、社会福

祉の中心的な役割を果たしてきている。今年度は、理事・監事の改選が行われ再選となった。

また、平成 30年度決算において社会福祉充実計画を行うこととなりめぐみ保育園の建設計画

の予算として計画をする事となった。福祉サービスの利用の仕組みが措置から利用者との契

約へ移行、また特定非営利活動法人（NPO 法人）などの非営利組織や株式会社など多様な経

営主体による社会福祉サービスへの参入が進出し社会福祉のニーズも多様化・複雑化してい

きている。豊島区私立保育園では、法人立 19 法人、株式会社 29 社と年々、増加している。

行政側は、待機児ゼロとなっても新保育園の設立計画を行政側が打ち出している。園児獲得

と同時に職員定着などについての課題を、法人運営の中長期計画を見直しながら行う必要が

ある。 

 

 

Ⅲ．めぐみ保育園建設計画 

 駐輪場設置完成後にめぐみ保育園園舎建設計画が行われ平成 30 年度より理事会会議で議

題となってきた。令和元年度では、豊島区子ども家庭部保育政策保育計画グループの神田係

長と連絡を取り合いながら進めてきた。第３回理事会において（株）ジャクエツからの提案

書を提出し討議をおこなった。建設予算なども具体的な予算が出てきて監事からは、高額が

金額であるので他社からの見積もりも必要であるのご意見をいただいた。令和２年３月の第

４回理事会にて（株）時設計事務所からの予算提示があった。２社ともに 600,000 千円代と

高額なため削減できないか提案をして欲しいとの意見があった。（株）時設計においては整備

費などを金額の削減ができることが考えられるのでまた次回打ち合わせをしたいとお話があ

った。また、(株)ジャクエツにおいては計画概要や備品費のコストの削減・仕上げの選定な

どを変更することによって金額を下げ考えることができるとお話があり、現在の状勢を踏ま

えながらもう一度金額の訂正を考えて話し合っていく事となった。 

 

 

Ⅳ．豊島区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 

 豊島区保育等従事者宿舎借り上げ支援事業の拡充に伴い、平成 28年度途中から職員の契約

をしている住居を法人契約として宿舎借り上げ支援を行い今年度も引き続き支援事業を行っ

た。職員対象としてみのり保育園では 5 名、めぐみ保育園では 9 名が支援事業となった。ま

た、事務職員 2 名が対象外となるため法人独自として事務職員にも宿舎借り上げの対象とし

て事業を行った。 
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Ⅶ.法人「みのり愛の会・ラポール」機関紙の発行 

機関紙「ラポール 心の架け橋」NO.13を 12月 1日に発行した。各施設職員が担当をし

て計画的に行なった。法人からは、理事・監事の改選年度であり寄稿をお願いして掲載を

行った。理事の写真を載せた事で法人に対して親しみをもってもらえる広報誌とした。各

施設の保護者からの寄稿文、各園行事の写真掲載等で好評であった。法人面では、平成 30

年度寄付と決算報告・理事会報告を行った。 

  


