
平成２７年度	 法人本部事業報告書	 

	 

１	 新設保育園開所	 

	 平成２８年１月１日に小規模保育所「にじ保育園」を、白庭台駅前に定員９名で開所すること

ができました。また、保育所「もり保育園」の建物引き渡しが終了し、３月２４日に竣工式を執

り行い、２５日・２６日は行政関係者・保育関係者・自治会関係者等に対して内覧会を実施しま

した。	 

	 	 ４月１日に無事開園できる運びとなりました。	 

	 

２	 評議員会の開催状況	 

	 開催月日	 

場	 	 所	 
議	 	 	 	 	 	 	 	 題	 

出席者／	 

定数	 

第１回	 

５月２７日	 

はな保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

もり保育園進捗状況について	 

審議事項	 

第１号議案	 平成２６年度事業報告と決算の件	 

１２／１３	 

監事１名	 

第２回	 

９月７日	 

はな保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

もり保育園進捗状況について	 

審議事項	 

第１号議案	 小規模保育所新設の件	 

第２号議案	 小規模保育所「にじ保育園」平成２７年度

事業計画と予算の件	 

第３号議案	 平成２７年度第１次補正予算の件	 

第４号議案	 定款一部変更の件	 

第５号議案	 もり保育園整備資金借入に係る基本財産

担保提供の件	 

１１／１３	 

第３回	 

１１月３０日	 

はな保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

社会福祉法人どんぐり及びはな保育園並びにうみ保育

園指導監査について	 

にじ保育園整備進捗状況について	 

もり保育園整備進捗状況について	 

審議事項	 

第１号議案	 にじ保育園平成２７年度予算の件	 

第２号議案	 平成２７年度第２次補正予算の件	 

第３号議案	 定款一部変更の件	 

１２／１３	 

第４回	 

３月１８日	 

もり保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

社会福祉法人どんぐり及びはな保育園、うみ保育園、そ

ら保育園の指導監査結果について	 

にじ保育園整備状況について	 

１２／１３	 



もり保育園に係る備品購入及び搬入設置業務入札結果

について	 

審議事項	 

第１号議案	 平成２７年度第３次補正予算の件	 

第２号議案	 平成２８年度事業計画と予算の件	 

第３号議案	 定款一部変更の件	 

第４号議案	 もり保育園整備計画修正の件	 

第５号議案	 基本財産担保提供の件	 

	 

３	 理事会の開催状況	 

	 開催月日	 

場	 	 所	 
議	 	 	 	 	 	 	 案	 

出席者／	 

定数	 

第１回	 

５月２７日	 

はな保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

もり保育園進捗状況について	 

審議事項	 

第１号議案	 平成２６年度事業報告と決算の件	 

第２号議案	 平成２７年６月賞与の支給率の件	 

第３号議案	 はな保育園並びにもり保育園園長選任の件	 

第４号議案	 	 もり保育園副園長選任の件	 

６／６	 

監事１名	 

第２回	 

６月２９日	 

はな保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

もり保育園進捗状況について	 

審議事項	 

第１号議案	 入札実施の件	 

第２号議案	 小規模保育所新設の件	 

６／６	 

第３回	 

９月７日	 

はな保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

もり保育園進捗状況について	 

審議事項	 

第１号議案	 小規模保育所新設の件	 

第２号議案	 小規模保育所「にじ保育園」平成２７年度

事業計画と予算の件	 

第３号議案	 平成２７年度第１次補正予算の件	 

第４号議案	 定款一部変更の件	 

第５号議案	 もり保育園整備資金借入に係る基本財産担

保提供の件	 

第６号議案	 小規模保育所にじ保育園運営規程制定の件	 

第７号議案	 正規職員就業規則一部変更の件	 

第８号議案	 契約職員就業規則一部変更の件	 

第９号議案	 経理規程一部変更の件	 

６／６	 

第４回	 
１０月２１日	 

はな保育園	 

報告事項	 

小規模保育所にじ保育園について	 
６／６	 



会	 議	 室	 審議事項	 

第１号議案	 小規模保育所にじ保育園入札の件	 

第５回	 

１１月３０日	 

はな保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

社会福祉法人どんぐり及びはな保育園並びにうみ保育園

指導監査について	 

にじ保育園整備進捗状況について	 

もり保育園整備進捗状況について	 

審議事項	 

第１号議案	 にじ保育園平成２７年度予算の件	 

第２号議案	 平成２７年度第２次補正予算の件	 

第３号議案	 定款一部変更の件	 

第４号議案	 平成２７年１２月賞与支給率の件	 

第５号議案	 もり保育園に係る備品購入及び搬入設置業

務入札の件	 

第６号議案	 にじ保育園運営規程訂正の件	 

６／６	 

第６回	 

３月１８日	 

もり保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

社会福祉法人どんぐり及びはな保育園、うみ保育園、そ

ら保育園の指導監査結果について	 

にじ保育園整備状況について	 

もり保育園に係る備品購入及び搬入設置業務入札結果に

ついて	 

審議事項	 

第１号議案	 平成２７年度第３次補正予算の件	 

第２号議案	 平成２８年度事業計画と予算の件	 

第３号議案	 定款一部変更の件	 

第４号議案	 もり保育園整備計画修正の件	 

第５号議案	 基本財産担保提供の件	 

第６号議案	 各事業所運営規程一部変更の件	 

第７号議案	 もり保育園運営規程制定の件	 

第８号議案	 もり保育園消防計画制定の件	 

第９号議案	 正規職員就業規則一部変更の件	 

第 10号議案	 契約職員就業規則一部変更の件	 

第 11号議案	 経理規程一部変更の件	 

６／６	 

	 

４	 監事監査の実施状況	 

	 	 実	 施	 日	 平成２７年５月２５日	 

	 	 場	 	 所	 はな保育園	 会議室	 

	 	 監査内容	 理事の業務執行状況	 

	 	 	 	 	 	 	 法人の業務及び財産管理状況	 

	 	 	 	 	 	 	 法人および各事業の会計状況	 

	 	 	 	 	 	 	 総括及び細部状況	 



	 

	 

５	 研修等状況	 

実施月日	 研修会名	 主催者	 場所	 参加者	 

６月１０日	 
マイナンバー制度導入に

関する説明会	 
奈良県	 奈良市	 １名	 

７月１６日	 マイナンバーセミナー	 
キャノンシステムアンド

サポート株式会社	 
京都市	 １名	 

９月１７日	 

	 	 １８日	 

第３４回全国社会福祉法

人経営者大会	 

全国社会福祉法人経営者

協議会	 
大津市	 ２名	 

１１月１８日	 

「社会福祉法人が構築す

べき内部統制セミナー」

「マイナンバー制度」	 

総合経営グループ	 京都市	 １名	 

	 

６	 顧問弁護士契約	 

	 特に、相談するような案件はありませんでした。	 

	 

７	 顧問税理士契約	 

	 定期的に、会計事務について相談をさせていただきました。	 


