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　　1）勤務体制
週４０時間の一年単位の変形労働時間制、一日の勤務時間を７時間45分にした。
保育教諭は、7：00～19：00の間で時差出勤とする。

　　2）カルチャー教室の講師　　　（別紙　①）

5・ 経営総括 「子ども子育て支援法、学校教育法、児童福祉法に基づき、乳幼児に教育、保育を
し、快適な環境を与えて、心身の健全な発達を助長するとともに、保護者に対する
子育ての支援を行う事を目的とする。」の設置目的に基づき、未来を拓す子ども達
への教育・保育の総合的な関わりができた。施設型給付費も十分で安定した経営が
できた。園児数も定員を超える月もあり、園舎面積（保育室）の増築をした。
また、園舎に隣接の土地を借用できることになり、駐車場として整備をする。行事
の時などスムーズに行った。保育支援総合システムも導入し、登校園管理・職員の
事務仕事の削減に応用できるようにした。

年　6　回 年　6　回 年　4　回 冬季期間中
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辻浦　靖子 市川友一 工藤万里子 久保田公尊

日本体育協会公認 青森県サッカー協会 日本習字 青森県スキー協会

11 26

水　泳　 サッカー 習　字 スキー

44 1,269 1,269 1,207 1

保育教諭 合　計

18：00～18：30
日平均

18：31～19：00
日平均

年間延べ人数 年間延べ人数

9：00～13：00

18：01～19：00 7：00～19：00 7：00～19：00

特別保育事業

一時預かり事業 延長保育事業
障害児保育

一般型 幼稚園型

44名 36名 87名 7:00～19：00
7：00～18：00 8：30～16：30

７名 38名 32名 ７７名 7名

定　　員 園児数(３月現在）
開所時間

保育標準時間 保育短時間 教育標準時間

延長保育時間 時間外保育時間 時間外保育時間

幼保連携型認定こども園
平成27年4月1日 久保田利子 2.299.7㎡ 406.53㎡

乙供文化保育園

施設の概要

施設名称 認可設立 施設長名 敷地面積 園舎面積

上北郡東北町字𠏹沢105番地1
0175-

久保田利子
昭和52年

理事６人・監事２人・評議員４人
63-2544 4月1日

平成30年度 　　　　事　　業　　報　　告
社会福祉法人こばと福祉会
平成31年３月３１日現在

法人の概要

主たる事業所の所在地 電話番号 代表者氏名 法人設立年月日 役員数



6・ 事業総括 入園式には、重要事項の説明や（入園のしおり）、個人情報使用同意書・一斉メー
ル登録・保険証のコピーの提出をお願いした。また、保護者会では、登校園システ
ム作業についての説明を行ったり、元明の星短大教授の木村博子氏をお招きして、
音楽を通してコミュニケーション作りや、絵本の読み聞かせの大切さ・子育てのヒ
ントなど話してもらいました。行事も滞りなく終え、行政参加にも積極的に行いま
した。子育て支援事業は第3土曜日を開放したり、検診等へのお手伝いをしました。
３学期に行われたクラス懇談会には、90％の参加率で、次年度に向けて準備する
事や、保・小・中連携事業事業で研究した「早寝早起き朝ごはん」「歯磨き調べ」
の集計結果や評価についても話し合いました。

　　1）主な行事実施状況

入園式 郷土食作り ようこそ蛯小へ

親子バス遠足 オータムフェスタ 餅つき会

参観日・保護者会 歩き遠足 豆まき集会

交通安全指導 作品まつり ひな祭り集会

大運動会 子ども赤十字大会 卒園式

七夕集会 職場慰問 お別れ遠足

お泊り保育 七五三集会 お別れ会

交流バス遠足 クリスマス会 修了式

＊お誕生会・・・(毎月) ＊交通安全教室（毎月） ＊身体測定（隔月） ＊避難訓練（毎月）
＊クラス懇談会・１月１2日（ひばり・はと組）１月19日（かなりや・ひよこ組）１月26日（ことり組）

＊防災訓練・・・8月28日（炊き出し訓練）

　　2）健康診断

＜内科医：間瀬　豊先生＞ ＜歯科医：久保田　誠先生＞

　・職員の健康診断　（随時実施） ＜インフルエンザ予防接種は希望者のみ実施＞

　・感染状況 新年度早々、流行性耳下腺炎が流行。８月には手足口病が流行し１０月まで続き、
マイコプラズマ肺炎も流行。１１月水疱瘡。１月にインフルエンザB型が２月いっ
ぱい続いた。行政や学校関係への連絡はもちろん、一斉メールで保護者へ通知し
感染予防に努めた。

　　3）安全管理
遊具等の点検は毎月実施、園庭の遊具は年度初めに業者による点検をお願いしている。
消防点検は、年2回実施、総合避難訓練は、年１回（7/23）消火器を使った訓練をした。
交通安全教室や防犯訓練では、駐在所さんに協力をお願いし、指導してもらった。
今年度は、炊き出し訓練を（8/28)実施。日本赤十字社青森県支部の大石さんから指導
を受けた。また、防犯カメラ・ＡＤＥの設置、非常食用食糧・発電機を常備し職員・
保護者の連絡網を作成。緊急時の一斉メール配信システムも導入。

　　４）職員研修　
＜外部研修・内部研修・職員会議等＞　　（　別紙　②　）

　　５）情報公開
当会の事業報告書の「会報」を６月上旬に配布、閲覧した。ホームページを活用し
園の様子や、行事の光景、お便り等を公開。園たより・給食たより・クラスだより
を毎月１回以上発行。感染症情報等は、玄関掲示板に掲示したり、行政機関や学校
関係者と密に連絡を取っている。また、苦情要望等解決する為に「意見箱」を設置
したり、第三者委員２名を置いて相談に応じている。
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実施機関 ちびき病院 ちびき病院 実施機関 久保田歯科医院久保田歯科医院

実施日 4月26日 10月16日 実施日 4月18日 10月15日

2回目
人　数 　　74人 　　81人 人　数 　　74人 　　80人

7月24日 12月8日 3月22日

１回目 2回目 1回目

7月3日 11月6日 3月12日

7月6日 11月15日 3月15日

5月8日 10月7日 2月22日

6月9日 10月11日 3月9日

4月13日 9月8日 1月11日

4月21日 9月21日 2月1日

4月2日 8月30日 12月18日



　　６）その他

　　＊職場体験・ボランティア受入れ状況　　（別紙　③）

　　＊保・小・中連携事業

・6月10日　運動会に参加

・7月24日　浅虫水族館へバス遠足（1.・2年生）

・10月8日　作品まつりに参加

＊その他に、情報交換会・研修会等を開催

　　＊地域との交流連携・協力

・7月4日、乙供駐在所に笹飾りをして交通安全祈願をする。

・９月8日、東北町秋まつり（オータムフェスタパレード）に、以上児組が参加。

・１０月8日、地域の方々を招待して「作品まつり」を実施。

・１１月6日～8日まで、以上児組が職場慰問をして感謝の気持ちを持たせる。

・東北町社会福祉協議大会に参加。

・子ども赤十字活動の拡充（1円玉募金・プルタブ、古切手の収集等の実施）

　　７）建物修繕、備品・遊具等購入

　

　　8）財産目録

1.　資産の部 2.　負債の部

　　9）施設型給付費等に係る法廷代理受領の通知　（別紙参照）
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施設・設備整備費 70,205

資産の合計 109,891 差引純財産 104,674

ソフトウエア 583
繰越積立資産 15,540

固定資産 車輪運搬 249
器具及び備品 4,701

建物付属 5
その他の 構築物 189

固定資産 基本財産 5,061 資産の合計 5,217

未収金 0 その他の未払い金 0
未収補助金 3,558 預り金 1,907

保・小・中
連携事業

地域との
　交流
連携・協力

（単位・千）

流動資産 現金預金 9,800 　　　　流動負債 未払金 3,310


