
社会福祉法人　鎮守の森福祉会

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

１．法⼈基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法⼈番号 (5)法⼈区分 (6)活動状況

(7)法⼈の名称
(8)主たる事務所の住所
(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無
(12)従たる事務所の住所
(13)法⼈のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
(15)法⼈の設⽴認可年⽉⽇ (16)法⼈の設⽴登記年⽉⽇

２．当該会計年度の初⽇における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

３．当該会計年度の初⽇における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

４．当該会計年度の初⽇における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

〜

〜

５．前会計年度・当会計年度における会計監査⼈の状況

６．当該会計年度の初⽇における職員の状況

(1)法⼈本部職員の⼈数
①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③⾮常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数
(2)施設・事業所職員の⼈数
①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③⾮常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

43 熊本県 531 天草郡苓北町 43000 3330005006758 01 ⼀般法⼈ 01 運営中

社会福祉法⼈　鎮守の森福祉会
熊本県 天草郡苓北町 志岐３番地
0969-35-2170 0969-25-3012 2 無

(3-1)評議員の⽒名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所
轄庁からの再就職
状況

(3-5）他の社会福祉法⼈の評
議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評
議員会への出席回数(3-2)評議員の職業

http://www.shiki.or.jp/ (14)法⼈のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shim@shiki.or.jp
昭和55年7⽉30⽇ 昭和55年9⽉17⽇

7 7 0

保育園園⻑

川畑安廣 H29.4.1 Ｒ.3.6 2 無 1 有 1保育園園⻑

Ｒ.3.6 2 無 1 有 1保育園園⻑

⽥崎要助 H29.4.1 Ｒ.3.6 2 無 1 有 1保育園園⻑

洲崎豊裕 H29.4.1 Ｒ.3.6 2 無 1 有 1保育園園⻑

原⽥浩司 H29.4.1 Ｒ.3.6 2 無 1 有 1保育園園⻑

⽩川義洋 H29.4.1

福岡得史 H29.4.1 Ｒ.3.6 2 無 1 有 1保育園園⻑

福本康博 H29.4.1 Ｒ.3.6 2 無 1 有 1

2 無
H29.6.23 Ｒ1.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも⽀給なし 2松野重幸 3 その他理事 2 ⾮常勤 平成29年6⽉23⽇ 漁業⾃営

2 無
H29.6.23 Ｒ1.6 1 社会福祉事業の経営に関する識⾒を有する者 1 有 4 いずれも⽀給なし 2宮崎國忠 1 理事⻑ 昭和55年9⽉17⽇ 2 ⾮常勤 平成29年6⽉23⽇ 神職

(3-7)理事の
所轄庁からの
再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理
事と親族等特
殊関係にある
者の有無

(3-11)理事報酬等の⽀給形態

(3-13)前会
計年度におけ
る理事会への
出席回数

6 6 1 特例有

(3-1)理事の⽒名

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事⻑への就任
年⽉⽇

(3-4)理事の
常勤・⾮常勤

(3-5)理事選任の評議
員会議決年⽉⽇ (3-6)理事の職業

0

2 無
H29.6.23 Ｒ1.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも⽀給なし 2植⾥幸太郎 3 その他理事 2 ⾮常勤 平成29年6⽉23⽇ ㈱ﾚｲｼﾞｭｳ社⻑

2 無
H29.6.23 Ｒ1.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも⽀給なし 2荒⽊健作 3 その他理事 2 ⾮常勤 平成29年6⽉23⽇ 無職

2 無
H29.6.23 Ｒ1.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 4 いずれも⽀給なし 2⼭本政⼈ 3 その他理事 2 ⾮常勤 平成29年6⽉23⽇ 町議会議員・農業

2 無
H29.6.23 Ｒ1.6 3 施設の管理者 1 有 3 職員給与のみ⽀給 2宮崎志武 3 その他理事 1 常勤 平成29年6⽉23⽇ 保育園⻑

6 財務管理に識⾒を有する者（その他） 2

錦⼾勝⽣ 無職 2 無 平成29年6⽉23⽇
H29.6.23 Ｒ.1.6 3 社会福祉事業に識⾒を有する者（その他） 2

(3-3)監事選任の評議
員会議決年⽉⽇

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況 (3-7)前会計年度におけ
る理事会への出席回数

⽥中精⼀ 無職 2 無 平成29年6⽉23⽇
H29.6.23 Ｒ.1.6

2 2 0

(3-1)監事の⽒名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事⻑」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事⻑(会⻑等の他の役職名を使⽤している法⼈がある。)である。
　　　「業務執⾏理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執⾏理事(常務理事等の他の役職名を使⽤している法⼈がある。)である。

(1-1)前会計年度の会計監査⼈の⽒名（監査法⼈の場合は監査法⼈名）
(1-2)前会計年度
の会計監査⼈の監
査報酬額（円）

(1-3)前年度
決算にかかる
定時評議員
会への出席の
有無

(2-1)当会計年度の会計監査⼈の⽒名（監査法⼈の場合は監査法⼈名）
(2-2)当会計年度
の会計監査⼈の監
査報酬額（円）

0 0 0

平成30年6⽉23⽇ 7 1 1

1.計算書類及び財産⽬録の承認
2.事業報告の承認

(1)評議員会ごとの評議
員会開催年⽉⽇

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・
会計監査⼈別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査⼈

0.0 0.0

13 0 5
0.0 1.3
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社会福祉法人　鎮守の森福祉会

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の⽒名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき
　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査⼈による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査⼈による会計監査報告における意⾒の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

平成30年5⽉26⽇ 6 2 1号議案　平成29年度事業報告承認
2号議案　平成29年度決算会計書類の承認及び監査報告

平成31年3⽉23⽇ 6 2

　
1号議案　平成30年度補正予算の承認
2号議案　３1年度事業計画及び予算の承認
3号議案　就業規則の変更について

0

(1)理事会ごとの理事会
開催年⽉⽇

(2)理事会ごとの理事・監事
別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

0

⽥中精⼀
錦⼾勝⽣

特になし

特になし

ウ　延べ床⾯積

イ　⼤規模修繕 （ア）－１修繕年⽉⽇
（１回⽬）

（ア）－２修繕年⽉⽇
（２回⽬）

（ア）－３修繕年⽉⽇
（３回⽬）

（ア）－４修繕年⽉⽇
（４回⽬）

（ア）－5修繕年⽉⽇
（５回⽬） （イ）修繕費合計額（円）

ア　建設費 （ア）建設年⽉⽇ （イ）⾃⼰資⾦額（円） （ウ）補助⾦額（円） （エ）借⼊⾦額（円） （オ）建設費合計額（円）

④事業所の⼟
地の保有状況

⑤事業所の建
物の保有状況

⑥事業所単位での事業開
始年⽉⽇

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4⽉〜3
⽉）利⽤者延べ総
数（⼈／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

①-1拠点区
分コード分
類

①-2拠点区
分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

2,666,540

003 志岐保育園
学童クラブ

02090401 放課後児童健全育成事業 志岐保育園学童クラブ
熊本県 天草郡苓北町 志岐3 2 ⺠間からの賃借等

イ⼤規模修繕 平成2年8⽉8⽇

昭和55年9⽉17⽇ 60 712
ア建設費 昭和58年3⽉17⽇ 35,029,750 35,244,000 0 70,273,750 474.590002 志岐保育園

02091201 保育所 志岐保育園
熊本県 天草郡苓北町 志岐3 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

昭和55年9⽉17⽇ 0 0
ア建設費 0001 鎮守の森福

祉会

00000001 本部経理区分 鎮守の森福祉会
熊本県 天草郡苓北町 志岐3 2 ⺠間からの賃借等 3 ⾃⼰所有

イ⼤規模修繕

3 ⾃⼰所有 平成5年4⽉1⽇ 20 400
ア建設費 0

イ⼤規模修繕

（イ）修繕費合計額（円）イ　⼤規模修繕 （ア）－１修繕年⽉⽇
（１回⽬）

（ア）－２修繕年⽉⽇
（２回⽬）

（ア）－３修繕年⽉⽇
（３回⽬）

（ア）－４修繕年⽉⽇
（４回⽬）

（ア）－5修繕年⽉⽇
（５回⽬）

⑧年間(4⽉〜3
⽉）利⽤者延べ総
数（⼈／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年⽉⽇ （イ）⾃⼰資⾦額（円） （ウ）補助⾦額（円） （エ）借⼊⾦額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床⾯積

①-1拠点区
分コード分
類

①-2拠点区
分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地 ④事業所の⼟
地の保有状況

⑤事業所の建
物の保有状況

⑥事業所単位での事業開
始年⽉⽇

⑦事業所単
位での定員

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4⽉〜3
⽉）利⽤者延べ総
数（⼈／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年⽉⽇ （イ）⾃⼰資⾦額（円） （ウ）補助⾦額（円） （エ）借⼊⾦額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床⾯積

①-1拠点区
分コード分
類

①-2拠点区
分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地 ④事業所の⼟
地の保有状況

⑤事業所の建
物の保有状況

⑥事業所単位での事業開
始年⽉⽇

（イ）修繕費合計額（円）イ　⼤規模修繕 （ア）－１修繕年⽉⽇
（１回⽬）

（ア）－２修繕年⽉⽇
（２回⽬）

（ア）－３修繕年⽉⽇
（３回⽬）

（ア）－４修繕年⽉⽇
（４回⽬）

（ア）－5修繕年⽉⽇
（５回⽬）
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社会福祉法人　鎮守の森福祉会

現況報告書（平成31年4⽉1⽇現在） 別紙１

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況  （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）
（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）
　　①社会福祉事業⼜は公益事業（社会福祉事業に類する⼩規模事業）（円）
　　②地域公益事業（円）
　　③公益事業（円）
　　④合計額（①＋②＋③）（円）
（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
　　①社会福祉事業⼜は公益事業（社会福祉事業に類する⼩規模事業）（円）
　　②地域公益事業（円）
　　③公益事業（円）
　　④合計額（①＋②＋③）（円）
（4）社会福祉充実計画の実施期間 〜

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組
　①任意事項の公表の有無
　　㋐事業報告
　　㋑財産⽬録
　　㋒事業計画書
　　㋓第三者評価結果
　　㋔苦情処理結果
　　㋕監事監査結果
　　㋖附属明細書
(2)前会計年度の報酬・補助⾦等の公費の状況
　①事業運営に係る公費（円）
　➁施設・設備に係る公費（円）
　③国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩累計額（円）
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確⽴に向けた取組状況

(1)会計監査⼈⾮設置法⼈における会計に関する専⾨家の活⽤状況
　①実施者の区分
　➁実施者の⽒名（法⼈の場合は法⼈名）
　③業務内容
　④費⽤［年額］（円）
(2)法⼈所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職⼿当制度の加⼊状況等（複数回答可）
① 社会福祉施設職員等退職⼿当共済制度（(独)福祉医療機構）に加⼊
② 中⼩企業退職⾦共済制度（(独)勤労者退職⾦共済機構）に加⼊
③ 特定退職⾦共済制度（商⼯会議所）に加⼊
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県⺠間社会福祉事業職員共済会等が⾏う⺠間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職⼿当制度に加⼊
⑤ その他の退職⼿当制度に加⼊（具体的に︓●●●　　）
⑥ 法⼈独⾃で退職⼿当制度を整備
⑦ 退職⼿当制度には加⼊せず、退職給付引当⾦の積⽴も⾏っていない

①取組類型コード分類
➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

0

0
0
0
0

0

1 有

85,151,317
0

23,677,209

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
2 無
1 有
1 有

0
0
0

2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有
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別記第１   
様式第５ 

 
                                                          
 

平成 30 年度の主な事業報告 
 
 
                                              社会福祉法人 鎮守の杜福祉会 
 
 
 

社会福祉事業 

 

１、総括 
 

保育目標で謳っている“たくましく やさしい こどもらしいこども”を 家庭とともに育てていく

べく、各年齢の子供の姿をありのままに受け入れ、愛されているという実感の中から、心の充

実と情緒の安定をはかり、生活の中で年齢に応じた豊かな経験（心に響く絵本、体の機能を

助長する遊び、創造する楽しみ、自然や人との関わり、生活習慣の獲得など）ができるように

計画的、発展的に生活と遊びを展開することに力を注いできた。 

 学力・体力の向上につながって行くような保育を推進するため、長崎の西田先生による体育

あそび、地域の方々では、お茶の田中先生、、言葉遊びの長船先生たちにスペシャル先生と

してご指導をいただいた。 

体力の向上については、毎日の保育の日課の中に取り込み、確実に行うようにしている。体

力診断として、項目を定め、定期的に記録をつけている。 

地域との交流事業として、 高齢者大学、独居老人、獅子舞太鼓踊り保存会との交流など、地

域の方々と積極的に関わり、子供たちを見守っていただいた。 

 又、ホームページやSNSのフェイスブックページを活用してひろく園情報の発信の充実を計

った。 
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２、園運営の状況 

保育の状況 

① 年間児童数 年度当初は数名の定員割れがあったが７月からは定員を満たすことができた 

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 
10
月 

11
月 

12
月 

1月 2月 3月 

さくら 5歳 10  10  10  11  11  11  11  11  11  11  11  11  
もも 4歳 12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  
うめ 3歳 13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  
きく 2歳 12  12  12  13  13  13  13  13  13  13  13  12  
つぼみ 1歳 7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  
めぐみ 0歳 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  
合計   57  57  58  60  60  60  60  60  60  60  60  60  

  
            

 
 
 

 

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

                          
。 

② 特別保育の取り組み 

延長保育、自主事業として一時預かり 休日・祭日保育を実施した。 

一時預かりは年間を通じて数回の利用のみだった。延長保育の利用者は年間を通じて少

数の状態である。休日・祭日保育の利用者もなかった。保護者の状況に対応して子育ての

環境を整えるための特別保育事業だが、子供にとっては利用しなくてもよいことが幸せな環

境だと思われる 
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安全管理 

 消防・避難訓練 地震津波 交通安全 不審者・暴行者対策の実地訓練を計画的に実施 

した。 安全管理、保健衛生管理マニュアルを見直した。 

 

職員の状況  

① 園児の増加が少数であった事で年度途中の職員数に変動がなく、又、非常勤1名の週40

時間常勤的勤務により充実した保育士の配置が出来た。 

② 職務 分担等勤務態勢 

職員は日常の業務に加え、多様な行事の実施に負担が多かったと思われるが、目的を理

解し、よく職務を遂行した。。・、 

③ ２９年度から処遇改善等加算Ⅱが委託費に加算され、職員の役職が追加された。昨年に

引き続き 副主任２名 幼児保育主任１名 乳児保育主任１名 特別支援担当主任１名 

安全管理リーダー１名 食育リーダー・アレルギー管理リーダー１名の役職を任命した。そ

れぞれの立場で情報の共有を図り職員のレベルアップと保育の充実を図っている。又キャ

リアアップ研修に積極的に参加し職員の資質の向上を図ることが出来た。 

④ 昨年に引き続き職員の俸給を４号俸引き上げた。  

 

職員研修 

-研修と研鑽内容別の計画− 

当園の保育の基本である「子供１人１人の姿を丁寧に把握し、発達を促す遊び」を取り入れ個

々の健やかな成長に繋がるよう職員全体で遊びや環境設定の工夫に取り組んだ。又、保育

士の愛情深い保育現場を紹介していくためにカラー印刷や写真を多用するなどの手法でクラ

スだよりの内容の充実に努めた。以上児は通常のお便りに加え、毎日の生活の様子を写真撮

影し、登降園時に保護者の方が閲覧ができるようにして、日々園での子供の姿が目に見える

よう工夫している。 

園内の研修として「新保育所保育指針の共通理解」をテーマに毎月園内での研修に取り組ん

だ。キャリアアップ研修に参加した職員の伝達を基に、保育所保育指針に示された保育所の

役割及び保育の内容についての共通理解を深めることに努めた。 

 

施設整備計画 

  大規模な施設設備の整備は行わず、日常的な生活環境整備にとどめている。 

 

３、次年度以降への課題 

年々園児の減少が進んでいる。保育の内容をさらに高め、魅力のある保育園として地域の方

たちに「選んでもらえる」保育園となるためにどうすべきかを考えながら、さらなる充実を目指し

ていきたい。 
 

公益事業 

なし 
 

 
 
 

なし 
 
 

収益事業 
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別表1 　　　　　　　　　　　　平成30年度地域における公益的な取組

1　苓北中学校職業体験学習（2年生）受入 志岐保育園

2　苓北中学校保育実習（3年生）受入

保小中連携協議会作業部会会議（年4回） 各担当者の学校

保小中各々の施設

保小中各々の施設

生活実態調査・おすすめ読書郵便実施）

高齢者大学との交流 *苓北町志岐地区の高齢者大学の方を園の
行事に案内したり、高齢者大学の行事に参
加したりして園児との交流を深めている。

志岐保育園
志岐地区集会所
（高齢者大学）

園庭開放 平日及び日祭日開放　地域の子供が利用
平日の場合は園児と一緒に遊んだり子育て
の情報を伝えて子育て支援の場としての保
育園を活用していただく

志岐保育園園庭

保小中連携コーディネーター会議（年5回）
特別支援教育内容を各施設共通で理解を
深め充実した支援のための勉強会を実施

苓北町特別支援教育連携
協議会
（苓北町保小中・養護学校・
拓新高等学校マリン校舎）

各担当者の施設

3　熊本県立拓新高等学校マリン校舎
インターシップ受入

4　保育専門学校・短期大学・大学の
保育実習生受入

5　苓北町内小中学校・義務教育初任者
研修受入

学校便り・園だより・学級だより・クラスだより
の交流

取組の名称 実施場所取組の内容

実習生の受入

保小中連携おすすめキャラバン
（ノーテレビデ―・ノーゲームデー・
ノースマホデーの実施

苓北町保小中連携協議会

目標
たくましく心豊かな苓北っ子

 
 
 



社会福祉法人 鎮守の森福祉会 (単位：円)

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年 使用目的 取得価格 減価償却累計額 貸借対照表価格

Ⅰ　資産の額

 1　流動資産

  現金預金

   普通預金1 本部会計（肥後銀行　富岡支店） 運転資金として 465,608

   普通預金1 施設会計（天草信用金庫　苓北支店） 運転資金として 11,371,270

   普通預金1 学童クラブ（苓北町農協　本所） 運転資金として 2,147,808

   普通預金2 施設会計（肥後銀行　富岡支店） 運転資金として 1,086,983

   普通預金3 施設会計（熊本県信用金庫　御領支店） 運転資金として 3,896,947

   普通預金4 施設会計（苓北町農協　本所） 運転資金として 7,229,747

   当座預金 施設会計（天草信用金庫　苓北支店） 運転資金として 497,773

26,696,136

   事業未収金 学童クラブ他 2,230,460

　 未収金 34,400

   事業未収金 利用料未収分他 1,423,900

30,384,896

 2　固定資産

　(1)　基本財産

   土地

0

   建物
熊本県天草郡苓北町

志岐ツキ錠3ノ3 1982年

第 種社会福祉事業
る保育事業に使用して

いる 72,940,290 50,019,898 22,920,392

22,920,392

22,920,392

　(2)　その他の固定資産

   土地

0

   建物 (志岐保育園)屋上転落防止ネット 1981年度
第2種社会福祉行である志岐保
育園に使用している 1,771,100 1,309,395 461,705

   構築物 (志岐保育園)２連ブランコ 9,657,040 7,713,557 1,943,483

   車輌運搬具 (志岐保育園)ハイエースワゴンＧＬ 6,022,932 3,047,548 2,975,384

   器具及び備品 (志岐保育園)災害用備品収納小型物置 20,093,498 17,960,698 2,132,800

   ソフトウェア (志岐保育園)ファイアーウォール 他

第2種社会福祉行である志岐保
育園に使用している 725,000 302,083 422,917

  退職給付引当資産
退職者の為の退職金共

済 9,757,560

　長期前払費用
(志岐保育園)

ハイエースリサイクル
預託金 131,800

   人件費積立資産 (志岐保育園)
将来の（人件費）の為に積み
立てている 22,200,000

   修繕積立資産 (志岐保育園)
将来の（人件費）の為に積み
立てている 3,700,000

   備品等購入積立資産 (志岐保育園)
将来の（人件費）の為に積み
立てている 500,000

   施設･設備整備積立資産 (志岐保育園)
将来の（人件費）の為に積み
立てている 34,400,000

78,625,649

101,546,041

131,930,937

Ⅱ　負債の額

 1　流動負債

　事業未払金 志岐保育園 5,892,584

　職員預り金 志岐保育園 1,370,562

　賞与引当金 志岐保育園 3,500,000

　事業未払金 志岐保育園　学童クラブ 420,792

11,183,938

 2　固定負債

　退職給付引当金 志岐保育園 9,757,560

9,757,560

20,941,498

110,989,439

その他の固定資産合計

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

平成31 年 3 月 31 日 現在

小計

流動資産合計

基本財産合計

負債合計

差引純資産

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

固定負債合計



       令和 1 年度 社会福祉法人鎮守の森福祉会 

志岐保育園事業計画 

法人の概要 

名称 社会福祉法人鎮守の森福祉会 

所在地 熊本県天草郡苓北町志岐３ 

法人の基本計画 

地域福祉に貢献する使命の達成のために努めて行く。 

当法人で福祉サービスを受けるものが、心身ともに健やかで、あらゆる幸福を求める分野の活動に参加

する機会を得て、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、必要な福祉サービスが提供されることを目的

として、事業を行っていく。 

第２種社会福祉事業 

(イ)保育所 熊本県天草郡苓北町志岐３において志岐保育園の設置経営する。 

(ロ)同所において放課後児童健全育成事業（志岐保育園児童クラブ）を運営する。 

沿革 

社会福祉法人鎮守の森福祉会・志岐保育園のあゆみは、昭和29年12月より地域の人々の切実な要望を叶えるた

めに始まった。志岐八幡宮拝殿を園舎に志岐保育園が発足して以来、地域の信頼を得ながら年々充実してきた

が、少子化の影響で、90人であった定員を平成16年度より60人定員にした。 

 

園の状況 

年度当初園児が定員に届かない状況が確実である。特に乳幼児の入所が 1 名と大変厳しい状況がある。３歳未

満児は今後特に減少すると思われる。少子化傾向は変わらず、状況を見極めながら運営を考えていきたい。 

 

保育方針・保育目標・保育内容 

神社神道の精神のもと、我が国の歴史や伝統を大切にしながら、鎮守の森での神社保育を行うことで、地域社

会に貢献してゆく。 

保育目標 

「愛情溢れる安定感に満ちた保育環境の中から、明るくすなおな こどもらしいこども、 

たくましい身体と心を備えたこどもを育てる。」 

重点テーマは下記の通り 

親しみを持って誰にでも挨拶できるこども 

かかわりを喜ぶことができるこども 

絵本に親しむことができるこども 

食に関心を持ち、楽しんで食べることができるこども 

子どもたちの健やかな心身の発達を願ってこれまで同様、毎日の日課の中に体育遊びを入れていく。 



たくましく やさしい こどもらしいこどもを 家庭とともに育てていきたい。 

各年齢の子どもの姿をありのままに受け入れ、愛されているという実感の中から心の充実と情緒の安定をはか

り、生活の中で年齢に応じた豊かな経験（心に響く絵本、体の機能を助長する遊び、創造する楽しみ、自然や

人との関わり、生活習慣の獲得など）ができるように計画的、発展的に生活と遊びを展開する。あらゆるもの

に興味、関心を持ち、意欲・体力の向上につながって行くような保育のあり方を研究していきたい。 

保育のなかでは、個々の児童の成長をしっかりと促すために、担任個人の主観に偏らず、広い視野を持ち続け

るために、園内で職員相互にかかわることで、全体でさらなる信頼関係を構築して行く。 

日常の生活を重視した給食や栽培、飼育などの当番活動、異年齢の交流と思いやり助け合いを考えるたてわり

クラス、地域や世代間の関わりを深める事業などを通して心身の発達をはかる。特に丈夫な体作りをめざして、

運動能力の記録ををはじめ、西田体育教室による体育遊びなど、多くの方々の協力をえて児童の能力の発達を

はかっていく。 

また鎮守の森の恵まれた自然環境や伝統行事、けじめや感謝の気持ちを大事に、情緒の安定から五感の発達を

うながし、色々な事象に興味関心を持ち、意欲的に生活できる環境を構築していきたい。 

 

職員の構成、クラス編成 別表 1 

29年度から処遇改善等加算Ⅱが委託費に加算され、職員の役職が追加された。今年度は園児減少に伴い役

職の対象数が減じる状況にあるが、昨年同様 副主任２名 幼児保育主任１名 乳児保育主任１名 特別

支援担当主任１名 安全管理ﾘｰﾀﾞｰ1名 食育ﾘｰﾀﾞｰ･ｱﾚﾙｷﾞｰ管理ﾘｰﾀﾞｰ1名の役職を継続任命した。それぞれ

の立場で情報の共有を図り職員のレベルアップと保育の充実を図っていく 

園児の減少により年齢別クラスの編成がとりにくい状況がある。以上児は、３歳児クラス、４,５歳児たて

わり２クラスの編成で保育をするが各年齢に適した経験が出来るよう十分留意して保育の充実を図る。 

。 

保育計画 

年間指導計画に従い、各担当別に計画をたて、年齢、家庭環境、季節、社会性など十分に行き届いた配慮

のもとに保育を実践する。行事等の変更は特に無く、園外での活動や、訪問等の依頼にも積極的に参加を

していく。昨年に引き続きテーマをきめて職員研修を実施し、全職員が改定保育指針の内容の理解を深め

ることで保育計画に反映していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日課表    

3 才未満児 3 才以上児 

7:00～ 開園（登園の始まり） 7:00～ 開園（登園の始まり） 

8:30 登園、所持品の始末 8:30 登園、所持品の始末 

8:30 片付け 8:20 当番活動 

   8:30 片付け 

8:40 朝のお集まり 8:40 朝のお集まり 

        

    9:00 運動あそび 

      マット、飛び箱、ジョギングなど 

9:00 おやつ 9:40 鑑賞曲、絵本 

  月刊絵本 10:00 クラス活動（設定保育） 

9:40 リズム遊びなど     

9:40 自由遊び（運動遊びなど）     

10:30 かたづけ     

11:00 昼食 11:20 かたづけ 

11:30 着替え 11:30 布団敷、昼食準備 

12:00 おひるね 11:30 昼食 

      歯磨き、着替え 

      絵本 

    1:00 おひるね 

      当番活動 

      

14:30 目覚め 2:30 目覚め 

15:00 おやつ 15:00 おやつ 

      片付け、当番活動 

      

      

15:40 夕お集まり 15:40 夕お集まり 

      

16:00 降園のはじまり 16:00 降園のはじまり 

18:00 延長保育 18:00 延長保育 

19:00 閉園 19:00 閉園 

 

 

 

 

   

 

 



 

年間行事 

  年間行事計画 

4 月 
 入園式始園式 仲良し遠足 親子遠足 保育説明会 クラス懇談会 歯科検診 内科健

診 交通安全指導 戦没者追悼式（２年に１回） 

５月 
 子供の日 奉仕作業 家庭訪問（新世帯のみ）  

スポーツテスト（以上児のみ）  

６月  検尿検査 福祉スポーツ大会 第１期お楽しみ会 プール開き 保育参観 

７月  七夕の集い なごし祭  獅子舞保存会交流会 お泊まり保育（年長児） 

８月  学童合宿 獅子舞保存会交流会 

９月  運動会 交通安全タッチ運動 

１０月 
 秋祭り 敬老会（２年に 1 回） バス遠足 第２期お楽しみ会 内科健診 おふくろの

集い よってみん祭 お城まつり 内科健診 

１１月  七五三 職場見学 文化展 町内年長児交流会 お遊戯会園内リハーサル 

１２月  お遊戯会 もちつき 

１月 
 お正月 初詣 どんどや  第３期お楽しみ会 保育参観 育児後援会 志岐地区高齢

者大学新年会（年長児） 

２月  節分  マラソン大会  

３月 
 ひなまつりのつどい 春祭り 卒園を祝う会  防火パレード 修了式 卒園式 茶話

会 

  

  

毎月 

 誕生奉告祭・誕生会 言葉あそび（３歳以上児） 西田先生体育あそび お茶（年長

児）食育の日（毎月１９日） フッ化物添付（週 5 日） 

交通安全指導 火災・地震・不審者避難訓練 

 
保護者による呼びかけ運動（毎月 1 日） 

消防士による消防訓練（年 2 回） 

 

安全管理 

安全への取り組みの充実を図る。消防・避難計画 地震津波、交通安全に加え、不審者・暴行者対策の意識を

高めていく。 

 

内容別の計画 

給食計画はじめ、体育遊び 自然と一体 森 虫 海 園外 読み書き 感性 音楽 絵画 絵本などをテー

マにそれぞれのキーワードを意識した保育計画を練り上げること。 



 

特別保育事業などへの取り組み（自主事業を含む） 

 世代間交流（高齢者との交流） 

 地域伝承芸能活動（獅子舞太鼓踊り保存会との交流） 

 施設の訪問 

 放課後児童クラブ 

 時間延長保育 

 障害児保育 

 一時預かり 

 日曜・休日保育 

 育児講座 

 

職員の配置計画 

職員、その他の非常勤職員で対応し長時間保育や一時保育、休日保育にも対応する、 

家庭との連携 

受け入れや送り出しの時間を 重視し、保護者の方とのコミュニケーションをしっかりと行う。お便り 家庭

連絡帳 掲示板 インターネットなどを利用し、十分な家庭連絡を取って信頼関係を築いていく。 

地域との連携 

行事や地域活動を通じて老人会、高齢者大学、また体験学習や園行事を通じ連携を深めるまた、幼保小連携の

担当者会議などを通して学校などとも交流を深める。地域からの交流依頼には積極的に応じていく 

。 

職員の資質向上 

公共団体の企画する研修には積極的に参加する。キャリアアップのための園内研修自己学習を推進するため援

助する。 

研修計画 

保育士の資質向上のため、又保育をよりよくするための研修を計画的に行う。 

別表 2 別表 3 

 

 

 

 

 

 



別表1

職　　名 氏　名 分　担　事　項

理事長 宮崎　國忠　 　園運営管理全般 経理渉外

園長 宮崎　志武 　園運営管理全般　経理

宮崎　良子 　経理・事務全般・小口現金保管

主任保育士 平井　十子

　園長補佐 保育士・調理員指導・保育計画立案、
実施にかかる業務
　保護者関係･地域連携・環境整備・保健衛生・
小口現金取り扱い

副主任保育士 荒木　洋子
【未満児担当　つぼみ組】副主任　 職員研修　保
健衛生

副主任保育士 宮崎　ゆき 【以上児担当　】副主任　交通安全・庶務(物品)

乳児保育担当
主任保育士

山下　マヤ
【以上児担当　もも・さくら組】 　交通安全　保
護者会（会計）地域連携

幼児保育担当
主任保育士

田口　栄里
【未満児担当　きく組】幼児保育担当　災害対策
職員研修（記録）

障害児保育担当
主任保育士

岡野　秀香
【未満児担当　きく組】障害児保育担当　交通安
全　環境整備

保健衛生・安全対策
担当リーダー

江崎　京子
【以上児担当　うめ組】保健衛生・安全対策担当
職員研修（慶弔費・親睦会・被服）　環境整備

保育士 宮﨑　千尋
【未満児担当　め組】　保護者会・地域連携　庶
務（絵本）

保育士 田口　真理子 【未満児担当　め組】　交通安全・災害対策

常勤的非常勤保育士 吉村　雅美 　未満児保育補助

調理員
食育・アレルギー対

応リーダー
小野　美恵子

　食育・アレルギー対応担当　給食業務全般・保
健衛生

給食補助員
宮崎　尚子

横山　佳代子 　給食補助

嘱託医 猪口　成美 　園内健診、健康相談

歯科医 青砥　圭吾 　園内健診、歯科指導

保育補助員

　
錦戸　睦美

立場　すみ子
松下　敏江

　保育補助

学童保育担当指導員 山崎   翼 　学童指導

平成31年度職務分担表



別表 2           園内職員研修年間計画（令和元年度） 

月 実施日 内容１ 内容２ 

5 月 

5 月 11 日（土） 研修の取り組みについて 

ねらい：職員の資質向上 

内容：保育のしおり（改訂版）を学ぶ 

 

食育：給食委員会の報告と今月の目標

など 

ねらい：一人ひとりの子どもの育ちをの姿を理

解し、「１０の姿」に近づける保育に取り組もう 

内容：昨年に引き続きさくら組のこどもたちを丁

寧に見ていく。担任（以上児クラス）より問題提

議してもらい全保育士で関わりや保育について

意見を出し合う 

6 月 
6 月１日（土） 第５章職員の資質向上 P36～P42 

食育：給食委員会の報告など 

さくら組からの問題提議 

7 月 

7 月 7 日（土） 育みたい資質・能力 3 つの柱 P９ 

育ってほしい 10 の姿の確認 

食育：給食委員会の報告など 

前回の問題提議に関してからの各保育士から

の意見交換会 

8 月 

8 月 3 日（土） 第４章子育て支援 P31 

食育：給食委員会の報告など 

さくら組からの問題提議 

9 月 

9 月 14 日（土） 第４章子育て支援 P31 

 

食育：給食委員会の報告など 

前回の問題提議に関してからの各保育士から

の意見交換会 

10 月 

10 月 5 日（土）  

食育：給食委員会の報告と今月の目標

など 

さくら組からの問題提議 

11 月 

11 月 2 日（土）  

食育：給食委員会の報告と今月の目標

など 

前回の問題提議に関してからの各保育士から

の意見交換会 

12 月 

12 月 7 日（土）  

食育：給食委員会の報告と今月の目標

など 

さくら組からの問題提議 

1 月 

1 月 4 日（土） 保育所児童保育要録について P43 

食育：給食委員会の報告と今月の目標

など 

前回の問題提議に関してからの各保育士から

の意見交換会 

2 月 

2 月 1 日（土）  

食育：給食委員会の報告と今月の目標

など 

幼児期終わりまでに育ってほしい姿の見直し会 

3 月 

   

食育：給食委員会の報告と今月の目標

など 

まとめ 

 

 



 

 

令和元年度 職員会議実施予定 

 テーマはその都度提案により進める 実施予定 

職員会議 毎月１回。概ね月末の土曜日 

リーダー会議（主任・副主任） 毎週、月曜日又は火曜日 

グループ会議 

未満児・以上児 

＊未満児・以上児クラス分かれて実施 

毎週、金曜日又は土曜日 

給食担当者会議 *概ね毎月 1 回 職員研修と同日に実施 

 

 

 

 

 
































