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平成２８年度 社会福祉法人明照学園 事業報告

１ 法人本部

１．会議の開催

（１）理事会を次の通り開催した。

第１回 平成２８年５月２４日

第１号議案 平成２７年度事業報告について

第２号議案 平成２７年度収支決算並びに監査報告について

第３号議案 定款変更について

第２回 平成２８年９月９日

第１号議案 平成２８年度補正予算について

第２号議案 マーヤ保育園運営規程変更について

第３回 平成２８年１２月２２日

第１号議案 平成２８年度補正予算について

第２号議案 定款変更について

第３号議案 評議員選任・解任委員会設置について

第４号議案 評議員選任・解任委員選任について

第５号議案 評議員選任・解任委員会運営細則について

第４回 平成２９年２月２４日

第１号議案 理事の欠員補充について

第２号議案 評議員候補者選任について

第３号議案 新理事・新監事候補者の選任について

第５回 平成２９年３月２９日

第１号議案 平成２８年度補正予算について

第２号議案 中長期計画について

第３号議案 平成２９年度事業計画について

第４号議案 平成２９年度収支予算について

第５号議案 認定こども園ともいき就業規則変更について

第６号議案 認定こども園ともいき育児・介護休業等規定について

第７号議案 マーヤ保育園就業規則変更について

第８号議案 マーヤ保育園育児・介護休業等規定について

第９号議案 経理規定変更及び経理規定細則について

第 10号議案 認定こども園ともいき園則（運営規程）変更について

（２）評議員選任・解任委員会を次の通り開催した。

第１回 平成２９年２月２４日

２．出納調査並びに監査

（１）出納調査並びに決算監査を次の通り開催した。

第１回 平成２８年５月２３日

第２回 平成２８年９月９日

第３回 平成２８年１２月２２日

第４回 平成２９年３月２９日

３．事業の実施状況

（１）次期中長期計画の策定

平成２９年度～平成３１年度の中長期計画を策定

（２）園環境の整備

ともいき、マーヤ両園の緑化事業を実施



- 2 -

２ 認定こども園ともいき

１．認定こども園の運営

（１）開設日数 ２９４日（内教育日数 ４３週２００日）

（２）休園日数 日曜祝日 ６６日 年末年始 ５日

（３）在籍数（定員１５０名）

１号児 延べ ８９０名

２号児 延べ ９３２名

合計 延べ １，８２２名

月平均 １５１．８名

（４）職員の配置等

職員数（年度末） ２７名 （内非正規職員 １４名）

健康診断実施状況 内科 １回

検便 毎月１回（給食担当者・給食補助）

年 １回（全職員）

インフルエンザ予防接種

２．事業の実施状況

（１）一人一人を大切にする保育

・ケース会議の開催 必要に応じて適宜開催

・園環境の整備 園庭の緑化事業実施

・遊具の充実 カプラ等木製遊具の購入

・行事

４月 入園式

５月 花祭り 田植え

６月 保育参観

７月 夕涼み会

８月 卒園児交流会

９月 稲刈り 運動会

１０月 リンゴ狩り

１２月 成道会 お遊戯会

１月 収穫祭

２月 節分 保育参観

３月 ひな茶会 卒園式

＊ 毎月１回誕生会・のの様の日

・健康管理

検便 ５月

歯科検診 年２回 ５月 １０月

健康診断 年２回 ５月 １０月

・避難訓練

火災訓練 ８回 地震 ７回

・広報の充実

園だより発行 １２回

クラスだより発行 延べ ６６回

ブログの更新

（２）利用者の尊重

・アンケート実施 年５回 （総合アンケート回収率 ４４％）

・苦情内容並びに解決結果の公表 ホームページに記載
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（３）職員研修

・全体研修会 県立大学井上准教授 ３月

・園内研修 井上准教授 年１９回

・園外研修 ３５回 延べ ６２人

・マニュアル研修 ８回

（４）生き甲斐のある職場

・年休取得率 ６８．９％

・臨時職員の正規職員への登用(法人全体) ２名

・職員互助会への補助実施

（５）地域貢献

・子育て支援 参加者 延べ １，０７６人（内子ども ５８８人）

・一時保育利用者 延べ ２１人

・町内会等への会場提供 ４回

・老人施設訪問 ４回

・イベントへの参加 消防演習 二戸祭り 敬老会

（６）業務・財務等

・会計事務所による指導監査 １２回

・社会保険労務士による就業規則見直し変更

・緑化工事の実施

・照明の LED化
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３ マーヤ保育園

１．保育園の運営

（１）開設日数 ２９４日

（２）休園日数 日曜祝日 ６６日 年末年始 ５日

（３）在籍数（定員７０名）

３号児 延べ ６７６名

月平均 ５６名

（４）職員の配置等

職員数（年度末） ２２名 （内非正規職員 １０名）

健康診断実施状況 内科 １回

検便 毎月１回（給食担当者・給食補助）

年 １回（全職員）

インフルエンザ予防接種

２．事業の実施状況

（１）一人一人を大切にする保育

・ケース会議の開催 必要に応じて適宜開催

・園環境の整備 園庭の緑化事業実施

・遊具の充実 カプラ等木製遊具の購入

・行事

６月 保育参観

１０月 運動会

２月 保育参観

＊ 毎月１回誕生会

・健康管理

検便 ５月

歯科検診 年２回 ５月 １０月

健康診断 年２回 ５月 １０月

・避難訓練

火災訓練 ６回 地震 ６回

・広報の充実

園だより発行 １２回

クラスだより発行 延べ ３６回

ブログの更新

（２）利用者の尊重

・アンケート実施 年５回 （総合アンケート回収率 ４４％）

・苦情内容並びに解決結果の公表 ホームページに記載

（３）職員研修

・全体研修会 県立大学井上准教授 ３月

・園内研修 井上准教授 年 ９回

・園外研修 ４１名

・マニュアル研修 １５回

（４）生き甲斐のある職場

・年休取得率 ６４％

・臨時職員の正規職員への登用(法人全体) ２名

・職員互助会への補助実施

（５）業務・財務等

・会計事務所による指導監査 １２回

・社会保険労務士による就業規則見直し変更
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・緑化工事の実施

・玄関等改修工事


