
 

平成 28年度事業報告 

＊＊＊あざみ会法人理念＊＊＊ 

安らぎと楽しさ、個性を引き出す保育 

保護者が気軽に意見、要望を出せる保育 

職員の資質の追及・より良い労働条件の保全 

 

 

 

1. 運営概況 

2. 理事・監事・評議員・評議員選任解任委員 

3. 理事会開催状況 

4. 評議員会開催状況 

5. 評議員選任解任委員会開催状況 

6. 外部監査予備調査実施 

 

  



社会福祉法人 あざみ会 

1.運営概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊園児数および職員数＊＊＊ 

どんぐり保育園（認可保育園） 

大田区立雪谷保育園（公設民営園） 

みずなら保育園（認可保育園） 

みはら保育園（認可保育園） 

みやうち保育園（認可保育園） 

くりのき保育園（認可保育園） 

小規模保育園 

しいのみ保育園 

0歳児 1～2歳児 合計 職員数 

5名 14名 19名 6名 

 

法人本部 
職員数 

6名 

 



 

 

2.理事・監事・評議員・評議員選任解任委員 

28年度の理事（6 名）、監事（2 名）、評議員（13 名）、評議員選任解任委員（4名）は次の

通り。 

理 事 長 小原 一男 

常務理事 川西 絹子 

理  事 川西 弘泰  高橋 純子  椎名 二朗  北澤 眞由美 

監  事 中尾根 剛  宮地 恵美子 

評 議 員 小原 一男  川西 絹子  高橋 純子  旭 美千子 

富平 和   諸橋 浩一  扇田 尚儀  金 泰和   木村 亮仁 

加藤 雅子  高橋 敬子  松澤 剛   椎名 二朗 

評議員選任解任委員 

     旭 美千子  宮地 恵美子 冨平 和   松澤 剛 

 

3.理事会開催状況 

第 1回 2016年 5月 18日 

第一号議案 27年度事業報告及び決算報告（別紙参照） 

      監査報告 

第二号議案 理事及び評議員改選について 

第三号議案 理事長の選任 

第四号議案 経理規定の改正について 

第五号議案 新園開園について 

第 2回 2016年 6月 10日 

第一号議案 平成 28年度民間社会福祉施設設備改善整備費補助について 

第二号議案 給与規程の改定について 

第三号議案 旅費規程の改定について 

第四号議案 人事考課について 

第五号議案 海外研修について 

第六号議案 非常勤職員のソウェルクラブ加入について 

第七号議案 職員の一人居残りについて 

第 3回 2016年 9月 5日 

第一号議案 人事考課運用マニュアルについて 



第二号議案 今後の新園展開について 

第三号議案 ストレスチェック実施と産業医・衛生委員会の設置について 

第四号議案 どんぐり保育園中規模修繕について 

第 4回 2016年 9月 23日 

第一号議案 どんぐり保育園中規模修繕入札者決定について 

第 5回 2016年 10月 3日 

第一号議案 西品川 2丁目新園開園について 

第二号議案 産業医選任について 

第三号議案 しいのみ保育園および病後児、キャリアアップ補助金の申請について 

第四号議案 サーバーデータバックアップ機の増設について 

第五号議案 宿舎借上げ制度の拡充について 

第六号議案 給与明細及び扶養控除等申告書の電子化について 

第七号議案 どんぐり保育園本園 1階トイレ工事について 

第 6回 2016年 12月 7日 

第一号議案 社会福祉法改正に係る定款の変更について 

第二号議案 28年度上半期決算について 

第三号議案 29年度各園園長および主任の選任について 

第四号議案 宿舎借上げ補助対象者拡充について 

第五号議案 非常勤職員職員時給改定について 

第六号議案 経理規程の改定について 

第 7回 2017年 1月 6日 

第一号議案 みやうち保育園不祥事について 

第 8回 2017年 1月 25日 

第一号議案 ２８年度第三四半期決算報告 

第二号議案 評議委員および評議員選任・解任委員の選任について 

第三号議案 29年度各施設施設長および主任の選任 

第四号議案 かんぽ生命積立保障プランについて 

第五号議案 定款変更について 

第 9回 2017年 3月 1日 

第一号議案 評議委員および評議員選任・解任委員の選任について 

第二号議案 29年度処遇改善手当について 

第三号議案 ベルビル１階（第二分園１階部分）の借用について 



第四号議案 かんぽ生命養老保険について 

第五号議案 減給処分について 

第 10回 2017年 3月 27日 

第一号議案 28年度補正予算について 

第二号議案 29年度事業計画・予算案について 

第三号議案 定款の変更について 

第四号議案 就業規則、経理規定の改定について 

第五号議案 新園開設について 

第六号議案 事務所棟新築工事について 

第七号議案 利用料回収不能の顛末について 

 

4.評議員会開催状況 

第 1回 2016年 5月 12日 

第一号議案 27年度事業報告及び決算報告（別紙参照） 

第二号議案 理事及び評議員改選について 

第三号議案 経理規定の改正について 

第 2回 2017年 3月 21日 

第一号議案 28年度補正予算について 

第二号議案 29年度予算案および事業計画について 

第三号議案 評議委員および評議員選任・解任委員の選任について 

 

5.評議員選任解任委員会開催状況 

第 1回 2017年 3月 21日 

第一号議案 29年度評議員の選任について 

 

6.外部監査予備調査実施 

社会福祉法の改定に伴い、外部監査に備え予備調査を下記の日程において行った。 

2016 年 8月 4日 5日 8日 9日 合計 4日間 

改定の結果、初年度は事業収入 30 億以上となり、弊会は対象外となった。しかしながら、

2年ごとに改定される予定であり、31年度は 20億、33年度は 10億になる予定なので、外

部監査に耐えられる整備が必要となる。 



 

 


