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社会福祉法⼈慈愛会 



［１］慈愛会本部事業報告 

１．理事会報告 

第１回理事会 ６月１８日（火）13 時 10 分～14 時 15 分  

於：赤前保育園 ２階保育室 

出席 ４名、監事 ２名 

協議事項 

議案１. 理事長の選任について 

議案２. その他について 

 

第２回理事会 ８月２２日（木）13 時６分～14 時 42 分  

於：赤前保育園 ２階保育室   

出席 ５名、監事 ２名  

佐藤晃信税理士事務所 齋藤 孝 出席 

議案１．保育料無償化に関わる規定の変更について 

議案２．その他について 

 

第３回理事会 １０月 ３日（木）13 時 34 分～14 時 42 分  

於：赤前保育園 ２階保育室 

出席 ５名、監事 ２名 

議案 １．新理事の評議員会への推薦について 

 議案 ２．園長の給与変更について 

 議案 ３．副園長の事務長兼務の就任について 

 議案 ４．諸規定の変更について 

 議案 ５．令和元年度第１回補正予算（案）について 

 議案 ６．定時評議員会の開催について 

議案 ７．その他について 

 

第４回理事会  １月１８日（土）13 時 23 分～15 時 27 分  

於：赤前保育園 ２階保育室 

出席 ６名、監事 １名 

議案 １．理事長職務執行状況について 

議案 ２．令和元年度社会福祉法人指導監査実施報告について 

令和元年度保育所指導監査実施報告について 

令和元年度幼保連携型認定こども園指導監査実施報告について 

  

  

 

 



第５回理事会  ３月１８日（水）10時 14分から午前 10時 56分  

於：あかまえこども園 ２階保育室 

出席 ６名、監事 ２名 

議案 １． 令和元年度最終補正予算（案）の承認について 

議案 ２． 令和２年度当初予算（案）の承認について 

議案 ３． 令和２年度事業計画の承認について 

議案 ４． あかまえこども園の施設長人事の承認について 

議案 ５． 津軽石保育所の所長人事の承認について 

議案 ６． 花輪保育所の所長人事の承認について 

議案 ７． あかまえこども園の副園長及び事務長の人事の承認について 

議案 ８． 定款施行細則の改定について 

議案 ９． 慈愛会の全施設の給与規定の改定について 

議案 10． 慈愛会の全施設の経理規程の改定について 

議案 11． 花輪保育所就業規則の制定について 

あかまえこども園園則の改定について 

   花輪保育所育児、介護休業等に関する規則の制定について 

議案 12． 令和元年度台風 19 号による園舎被災に伴う  

修繕及び保険金について 

議案 13． 宮古市指導監査文書指摘事項について 

議案 14．  定時評議員会の開催について 

      報告事項１  理事長の職務執行状況の報告 

報告事項２  花輪保育所の指定管理の開始について 

 

第６回理事会 決議の省略の方法により実施 

 

議案１．決算令和１年度収入支出決算の認定について 

議案２．令和１年度監事監査報告について 

     議案３．令和１年度事業報告について 

議案４．台風１９号による園舎の修繕について 

議案５．理事長の職務執行状況について 

議案６．定時評議員会の開催について 

 

 

 

 

 

 

 



２．評議員会報告 

第１回評議員会 １０月１１日（金）11 時 4 分～11 時 48 分 

 於：赤前保育園 ２階保育室 

出席 ５名、監事 ２名 

議案１．新理事 山根 正敬氏 の選任について 

議案２． 園長の給与変更について（報告） 

議案３．副園長の事務長兼務の就任について（報告） 

議案４．諸規定の変更について  

議案５．令和元年度第１回補正予算（案）について 

議案６．その他について 

 

 

 

 

第２回評議員会  ３月２６日（木）10 時～   

於：津軽石公民館会議室 

出席 ４名、 

議案 １．令和元年度最終補正予算（案）の承認について 

議案 ２．令和２年度当初予算（案）の承認について 

議案 ３．令和２年度事業計画（案）の承認について 

議案 ４．あかまえこども園の施設長人事の承認について 

議案 ５．津軽石保育所の所長人事の承認について 

議案 ６．花輪保育所の所長人事の承認について 

議案 ７．あかまえこども園の副園長及び事務長の人事の承認について 

議案 ８．定款施行細則の改定について 

議案 ９．慈愛会の全施設の給与規定の改定について 

議案 10．慈愛会の全施設の経理規程の改定について 

議案 11．花輪保育所就業規則の制定について 

あかまえこども園園則の改定について 

花輪保育所育児、介護休業等に関する規則の制定について 

議案 12．令和元年度台風 19 号による園舎被災に伴う修繕及び保険金について 

議案 13．宮古市指導監査文書指摘事項について 

報告事項１  花輪保育所の指定管理の開始について 

 

 

 

 

 



第３回評議員会  決議の省略の方法により実施 

議案１．決算令和１年度収入支出決算の認定について 

議案２．令和１年度監事監査報告について 

    議案３．令和１年度事業報告について 

議案４．台風１９号による園舎の修繕について 

議案５．理事長の職務執行状況について 

 

３．監事監査報告 

  令和元年 ５月１７日（金） 出納調査 出席 2 名  

                  事業報告書・財産目録・貸借対照表・資金収支計算書及び 

事業活動計算書の状況と監査   

令和元年 ７月１２日（金） 出納調査 出席 2 名  

  令和元年１０月１１日（金） 出納調査 出席 2 名 

令和２年  １月１０日（金） 出納調査 出席 2 名 

令和２年  ５月１１日（月） 出納調査 出席 2 名 

事業報告書・財産目録・貸借対照表・資金収支計算書及び   

事業活動計算書の状況と監査  

 

４．社会福祉法人慈愛会 役員名簿 
  

役  職 氏  名 役 職 氏  名 

理 事 長 小関 憲一 監 事 川端 弘行 

理  事 三上  敏 監 事 花坂 ゆかり 

理  事 村松 岩藏     

理  事 小関 愛子      

理  事 小名 計子     

理  事 山根 正敬     

評議員 堀内 忠雄 評議員  芦埜 厚子 

評議員 佐々木平一郎 評議員  中島 史博 

評議員 一戸 綾子 評議員  山根 秀幸 

評議員 鈴木 道孝    

 

 

 

 

 

 



令和元年度あかまえこども園事業報告書 

 

実 施 日 内       容 

４月１６日（火） 

４月２３日（火） 

４月２５日（木） 

鮭稚魚壮行会 

内科検診（分園） 

内科検診（本園） 

５月 ９日（木） 食育（種まき、苗植え） 

５月１８日（土） 保護者総会 

６月 １日（土） 親子遠足 

６月 ６日（木） 歯科検診 

６月１２日（水） 水産高校合同クッキング教室 

７月 ６日（土） 七夕夏祭り会 

７月１０日（火） 

７月２７日（土） 

８月 １日（木） 

水産高校合同クッキング教室 

卒園児親子遠足 

昆虫教室 

８月 ９日（金） 青森中央高校交流会～10 日まで 

９月１８日（水） 水産高校合同クッキング教室 

９月２８日（土） 

１０月 ２日（水） 

１０月 ４日（金） 

１０月１８日（金） 

１１月１４日（木） 

１１月１６日（土） 

１１月２０日（水） 

１２月 ７日（土） 

１２月１１日（水） 

１２月１９日（木） 

１月２０日（月） 

１月２１日（火） 

２月 １日（土） 

２月１０日（月） 

３月１４日（土） 

親子運動会 

水産高校合同クッキング教室 

内科検診（分園） 

内科検診（本園） 

歯科検診 

園庭整備 

水産高校合同クッキング教室 

おゆうぎ会 

水産高校合同クッキング教室 

クリスマス会 

水産高校合同クッキング教室 

保護者役員会 

作品発表会 

お別れ遠足 

卒園式 

 

 

 
 



令和元年度 園内研修日程表 

４月２７日（土） 主体的な遊びで育つ子ども（ＤＶＤ鑑賞） 
５月 ７日（火） 保育園と幼稚園の違いについて 
６月１９日（水） 危険予知について学ぶ 
７月２４日（水） プール遊びについて 
８月１３日（火） 嘔吐物処理について 
９月２６日（木） 「アンガーマネジマント」とは 

１０月 ７日（月） ケース会議 
１１月１３日（水） 情報交換会 職員が受講した研究についての報告会 
１２月２５日（水） 連絡帳で伝えるポジティブワード、保育要録について 
 １月１４日（火） 認定こども園の教育・保育チェックリストについて 
 ２月１３日（木） まとめ（今年度の園内研修を振り返って） 
          本園・分園合同行事打合せ（卒園式について） 

  
 
 
 
 
 



令和元年度宮古市津軽石保育所事業報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月 ７日（土） 

４月１６日（火） 

５月１４日（火） 

５月１７日（金） 

６月 ７日（金） 

６月２５日（火） 

７月１２日（金） 

９月２１日（土） 

１０月１８日（金） 

１１月１２日（火） 

１１月１５日（金） 

１２月２０日（金） 

１２月２５日（木） 

２月１４日（金） 

３月２１日（土） 

３月２３日（月） 

第 50 回入所式・後援会総会 

鮭稚魚壮行会 

内科検診 

遠 足 

保育参観 

歯科検診 

夏祭り会 

第 50 回運動会 

三陸鉄道お絵かき列車 親子遠足 

内科検診 

七五三宮参り 

生活発表会 

クリスマス会 

お別れ遠足 

第 50 回 卒園式 

修了式 



1．保育業務実施状況 あかまえこども園
（１）開設日数

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月 合計

日数 24 22 25 26 26 23 25 24 24 23 23 25 290

（２）入所児童数（定員６０名）
　
月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月 合計

０歳児 8 9 9 10 11 11 12 13 13 13 12 12 133 　

１歳児 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70 　

２歳児 18 18 18 17 18 17 15 14 14 14 14 14 191

３歳児 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 68 　

４歳児 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 153 　

５歳児 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156

総合計 63 64 64 65 67 66 64 64 64 64 63 63 771 　

 保育業務実施状況 宮古市津軽石保育所
（１）開設日数

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月 合計

日数 24 22 25 26 26 23 25 24 24 23 23 25 290

（２）入所児童数（定員６０名）
　
月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月 合計

０歳児 4 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 58 　

１歳児 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 116 　

２歳児 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 120 　

３歳児 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 　

４歳児 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 　

５歳児 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 　

総合計 50 51 52 52 53 54 55 55 55 54 54 54 639 　

(４)給食内容(一人一日当たり摂取量)

区分 担当医 実施状況

　(１)職員配置状況 　あかまえこども園

4月 1 1 1 2 7 3 3 2 20

3月末 1 1 1 2 7 3 3 　  19

採用     

移動 1    1

退職   　 2 2 4

無
無
無

代　替　職　員　名

あかまえこども園 齋藤麻衣子 H30.11～R31.11
あかまえこども園 佐々木明子 H30. 7～R1. 7

異
動

(2)産前産後休暇・育児休暇の状況
職　員 氏　名 期　間

保育士
栄養士
調理師

非常勤
保育士

保育
補助

非常勤
調理師

計

2.労務管理状況

12.8 364 16.5 14.8実績 433 15.3
概ね良好

11月14日

令和２年度事業報告書 施設事業報告書

(３)健康診断実施状況

内科検診 木澤医院

カロリー
(Kcal)

蛋白質
（g）

脂肪
(g)

カロリー
(Kcal)

目標 450 17 13 380

実施状況

区分

概ね良好

脂肪
(g)

3歳以上児３歳未満児

15

蛋白質
（g）

17

あかまえこども園 俵　　里美  Ｒ1.５～R２.５

4月23日 分園

  　 25日 本園

10月 4日分園

   　 18日本園

6月6日
歯科検診

昆デンタル
クリニック

区分 園長 副園長 主任 副主任

現
員



別 紙 

令和元年度職員研修・会議参加実績報告書 

社会福祉法人慈愛会 あかまえこども園さくらんぼ分園 
日時 会議・研修名 参加者 場所 主催者（実施主体） 

 4.4(木) 宮古保育会総会 園長・主任 

保育士 4 人 

宮古 宮古保育会 

 4.6(木) 宮古ブロック会総会 園長・主任 

保育士 2 人 

宮古 宮古ブロック会 

5. 8(水) 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

5.14（木） 給食研修会 栄養士 宮古 宮古保育会 

5.22 （水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

6.5 （水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

6.6 （水） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

6.13（木） 給食研修会 調理士 宮古 宮古保育協会 

6.26（木） 主任研修会 主任 宮古 宮古保育協会 

6.26（水） 

～27（木） 
平成 31 年度社会福祉従事者新任職員研修会 

保育士２名 滝沢市 社会福祉法人岩手県社会 

福祉協議会    

6.29（土） 

～30（日） 
食育アレルギー対応保育士等キャリアアップ研修会 

保育士 盛岡 岩手県立大学 

 

7.3（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

7.4 （木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

7.18 （水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

7.20（土） 

～21（日） 

涌津保育園視察研修会 園長 

職員 10 名 

一関市 あかまえこども園 

 

7.23（火) 社会福祉法人会計経営セミナー 事務 盛岡 佐藤晃信税理士事務所 

8.7（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

8.8 （木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

8.10（土） 

～11（日） 

乳児保育士等キャリアアップ研修 保育士 盛岡 岩手県立大学 

 

8.24（土） 給食担当職員研修会 栄養士 盛岡 岩手県私立保育園連盟 

 

8.28 （水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

8.31（土） 

~9.1（日） 

勤続職員の表彰式及び職員全体研修会及び保育士

等キャリアアップ研修 

園長 

保育士 3 名 

盛岡 社会福祉法人日本保育協会

岩手県支部      

9.18（木） 

~19（金） 

第 102 回. 第 103 回社会福祉法人会計経営セミナ

ー 

園長.保育士 

事務 2 名 

盛岡 佐藤晃信税理士事務所 

9.22（日） 

~23（月） 
幼児保育保育士等キャリアアップ研修会 

保育士 盛岡 岩手県立大学 

 

10.2（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

10.3（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

10.21（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   



11.6（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

11.7（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

11.20（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

1..6（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

1.8（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

1.16（木） 第 104 回社会福祉法人会計経営セミナー 園長 盛岡 佐藤晃信税理士事務所 

 

1.17（金） 第 105 回社会福祉法人会計経営セミナー 事務 盛岡 佐藤晃信税理士事務所 

 

1.20（月） 

~22（水） 

令和元年度初任保育所長等研修会 保育士 東京都 厚生労働省 

 

1.22（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

2.4（水） 栄養士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

2.5（木） 保育士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

2.14（金） 第 106 回社会福祉法人会計経営セミナー 保育士 2 名 

事務 

盛岡 佐藤晃信税理士事務所 

 

2.19（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

3.3（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

3.4（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

3.11（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 紙 

令和元年度職員研修・会議参加実績報告書 

社会福祉法人慈愛会 津軽石保育所 
日時 会議・研修名 参加者 場所 主催者（実施主体） 

4.4(木) 宮古保育会総会 所長・主任 

保育士 2 人 

宮古 宮古保育会 

4.6(木) 宮古ブロック会総会 所長・主任 

保育士 2 人 

宮古 宮古ブロック会 

5. 8(水) 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

5.14（木） 給食研修会 栄養士 宮古 宮古保育会 

5.22 （水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

6.5 （水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

6.6 （水） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

6.13（木） 給食研修会 調理士 宮古 宮古保育協会 

6.19 （水） 新任保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

6.22（木） キャリアアップ研修会 保育士   

6.23（木） 日本保育士協会岩手県支部キャリアアップ研修会 保育士   

6.26（木） 主任研修会 主任 宮古 宮古保育協会 

6.26（水） 

～27（木） 
平成 31 年度社会福祉従事者新任職員研修会 

保育士２名 滝沢市 社会福祉法人岩手県社会 

福祉協議会    

6.29（土） 

～30（日） 
食育アレルギー対応保育士等キャリアアップ研修会 

保育士 盛岡 岩手県立大学 

 

7.3（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

7.4 （木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

7.6 （木） キャリアアップ研修会 保育士   

7.13（木） キャリアアップ研修会 保育士   

7.18 （水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

7.20 （水) キャリアアップ研修会    

7.20（土） 

～21（日） 

涌津保育園視察研修会 職員 2 名 一関市 あかまえこども園 

 

8.7（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

8.8（土） 

～9（日） 

キャリアアップ研修会 保育士   

8.8 （木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

8.10（土） 

～11（日） 

乳児保育士等キャリアアップ研修 保育士 盛岡 岩手県立大学 

 

8.24（土） 給食担当職員研修会 栄養士 盛岡 岩手県私立保育園連盟 

 

8.28 （水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

8.31（土） 

~9.1（日） 

勤続職員の表彰式及び職員全体研修会及び保育士

等キャリアアップ研修 

所長 

保育士 3 名 

盛岡 社会福祉法人日本保育協会

岩手県支部      



10.2（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

10.3（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

10.21（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

11.6（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

11.7（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

11.20（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

1..6（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

1.8（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

1.22（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

2.4（水） 栄養士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

2.5（木） 保育士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

2.19（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

3.3（水） 保育士研修会 保育士 宮古 宮古保育協会 

3.4（木） 栄養士研修会 栄養士 宮古 宮古保育協会 

3.11（水) 主任研修会 主任 宮古 宮古保育会   

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



学童の家主要事業 
施設名 主要事業（行事） 

花輪学童の家 1 主要事業 

⑴ 遊びの環境作りと安全指導 

⑵ 宿題の指導（学習の定着、落ち着いて取り組む） 

⑶ 健康観察と基本的生活習慣の指導 

  ・児童受入れ時の健康チェック 

  ・おやつや食事のマナ－（手洗い、当番、挨拶、片付け） 

  ・挨拶や返事を元気よく交わす 

・身の回りの整理整頓、掃除の手伝い 

・集団での遊びを通し、協調性、他人への思いやり、マナーを学ぶ 

・食育指導 

⑷ 保護者との意志疎通 

  ・児童迎えの際の連絡報告 

・ 保護者からの連絡簿のチェックと返事 

2 行事 

・ 入館式 

・ お誕生会（誕生者がいる月に実施） 

・ ぞうさんの耳による読み聞かせ会 （毎月１回） 

・ 季節ごとの製作活動（毎月１作品） 

・ お花見遠足 （４月 会場 桜堤公園） 

・ 新入生歓迎会 

・ 食育事業 「食」体験事業 かぼちゃ作り（５月～１０月） 

・ 食育事業 野菜作り（５月～１０月） 

・ フォークダンス教室 

・ 夏休み遠足 山田 青少年の家 

・ 食育事業 第１回食育教室 「かぼちゃを食べよう！」 （９月） 

・ 親子レク 

・ クリスマス会（１２月） 

・ 「百人一首に親しむ会」参加（会場 小山田総合体育館）（１月） 

・ 豆まき会（２月） 

・ 文集作り（１月～２月） 

・ 学童卒業生送る会（３月） 

津軽石学童の家 1 主要事業 

○ 保護者との意思疎通 

○ 宿題の指導 

 ○ おやつや食事のマナー（手洗い、当番、挨拶、片付け） 

○ トイレの使い方指導 



 ○ 食育指導 

2 行事 

・ お誕生会（誕生者がいる月に実施） 

・ ぞうさんの耳による読み聞かせ会 （毎月１回） 

・ 季節ごとの製作活動（毎月１作品） 

・ 新入生歓迎会 

・ 駐在所へ七夕飾りをプレゼント 

・ 食育事業 「食」体験事業 かぼちゃ作り（５月～１０月） 

・ 食育事業 野菜作り（５月～１０月） 

・ 夏休み遠足 山田 青少年の家 

・ 生花教室 （9 月） 

・ 食育事業 第１回食育教室 「かぼちゃを食べよう！」 （１１月） 

・ クリスマス会（１２月） 

・ 「百人一首に親しむ会」参加（会場 小山田総合体育館）（１月） 

・ 豆まき会（２月） 

・ 学童卒業生送る会（３月） 

赤前学童の家 1 主要事業 

○ 遊びの環境作りと安全 

 ○ 宿題の指導 

 ○ 基本的生活習慣の指導 

 ○ 食育指導 

 ○ 保護者との意思疎通 

2 行事 

・ お誕生会（誕生者がいる月に実施） 

・ ぞうさんの耳による読み聞かせ会 （毎月１回） 

・ 季節ごとの製作活動（毎月１作品） 

・ 新入生歓迎会 

・ 食育事業 「食」体験事業 かぼちゃ作り（５月～１０月） 

・ 食育事業 野菜作り（５月～１０月） 

・ 介護施設へ七夕飾りをプレゼント 

・ 食育事業 第１回食育教室 「かぼちゃを食べよう！」 （９月） 

・ クリスマス会 

・ 食育事業 第２回食育教室 「お餅を食べよう！」（１月） 

・ 「百人一首に親しむ会」参加（会場 小山総合体育館）（１月） 

・ 豆まき会（２月）     

・ 学童卒業生送る会（３月） 
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