
令和３年度 法人本部事業報告書 

概    要 

  コロナウイルス感染が収束しきれない状況下で、各事業所とも保育の質を堅持し、１年間を進

めていくことに対して、法人とともに運営ができました。 

このような時期であるがゆえに、しっかりとした土台固めができ、次の事業運営を展開する準

備ができました。 

   

【法人全体事業】 

（１） 安定的な法人運営の確立 
 財政基盤の安定化も図るために、各施設会計から法人本部会計へほぼ予定通り繰入を行えまし

た。 

（２）各施設への内部監査 
   各施設の内部監査を９月に実施しました。 

（３）職場環境の整備 

  優秀な人材を確保するため、様々な就労フェア等に積極的に参加しました。 

 新卒者採用に際して、就職報奨金を１年間支給し、社会人１年目の新生活スタートがスムーズ

に送れるような対策をとり人材確保の一つのＰＲとした。 

 また、法人全体の離職率を１０％以内にとどめることができました。 

（４） 年次有給休暇の取得促進 

有給休暇がとりやすい職場環境を確保し、各事業所目標の概ね８割以上の取得ができました。 

（５） プラチナくるみんマークの継続 
「子育てサポート企業」として厚生労働省が認定する「くるみんマーク」さらに高い水準で

継続的な取組を促進しする「プラチナくるみんマーク」取得した内容を継続し行いました。 

 

【法人本部事業】 

（１） 職員の資質の向上 

 コロナウイルス感染拡大の影響で、研修会自体が中止となる中、リモート研修にできるだけ

参加しました。また、事業所間の連絡を密にするため、法人内管理職会議をオンラインにて定

期的に実施しました。 

（２） 理事会･評議員会等の開催 
理事会については、必要な時期に開催できたが、評議員会は全て書面審議での開催となりま

した。 
３ 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 
６月２１日 

書面審議 

審議事項 

第１号議案  令和２年度事業報告と決算の件 

第２号議案  白樫学理事選任の件 

第３号議案  山中啓亨理事選任の件 

第４号議案  間嶋太一理事選任の件 

第５号議案  山本弘二理事選任の件 

第６号議案  亀井徹理事選任の件 

第７号議案  白樫恵美理事選任の件 

第８号議案  川崎正幸監事選任の件 

第９号議案  山本尚武監事選任の件 

７／７ 



 

 

４ 理事会の開催状況 

 開催月日 

場  所 
議       案 

出席者／ 

定数 

第１回 

６月２日 

もり保育園 

会 議 室 

報告事項 

理事長職務の執行状況の報告について 

理事長の専決事項の報告について 

社会福祉法人どんぐり充実残額について 

審議事項 

第１号議案  令和２年度事業報告と決算の件 

第２号議案  令和３年度第１次補正予算の件 

第３号議案  令和３年６月賞与の支給率の件 

第４号議案  新理事・新監事候補者選定の件 

第５号議案  令和３年度定時評議員会決議の省略の件 

６／６ 

監事２名 

第２回 

６月２１日 

もり保育園 

会 議 室 

同意事項 

招集手続き省略の同意について 

報告事項 

理事・監事候補者の選任結果について 

審議事項 

第１号議案  理事長互選について 

６／６ 

監事２名 

第３回 

１１月２６日 

もり保育園 

会 議 室 

報告事項 

理事長職務の執行状況の報告について 

理事長の専決事項の報告について 

審議事項 

第１号議案  令和３年第２次補正予算の件    

第２号議案  令和３年１２月賞与の支給率の件 

６／６ 

監事２名 

第４回 

３月１７日 

もり保育園 

会 議 室 

報告事項 

そら保育園の指導監査結果について 

審議事項 

第１号議案  令和３年第３次補正予算の件    

第２号議案  令和４年度事業計画及び予算の件  

第３号議案  各事業所運営規程一部変更の件     
第４号議案  正規職員就業規則一部変更の件     
第５号議案  契約職員就業規則一部変更の件     

第６号議案   育児育児・介護休業等に関する規一部変更の件 

第７号議案  ハラスメント規程制定及びパワーハラスメント

規程廃止の件                    

第８号議案  今年度積立金の件 

６／６ 

監事１名 

 

５ 監事監査の実施状況 

  実 施 日 令和３年５月２８日 

  場  所 もり保育園 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 

 

６ 研修等状況 

実施月日 研 修 会 名 主 催 者 場所 参加者 

４月２２日 企業価値向上セミナー トヨタレンタリース京都 オンライン １名 

５月１８日 令和３年度第１回役員会 
奈良県社会福祉法人経営者協

議会 
橿原市 １名 

５月２７日 
奈良県社会福祉法人経営セ
ミナー 

奈良県社会福祉法人経営者協
議会 

橿原市 １名 

６月１５日 企業弔辞対応セミナー 公益社 オンライン １名 

６月２９日 マナーセミナー弔電の手配 公益社 オンライン １名 

７月２９日 
奈良県青年経営者会オンラ
インオープンセミナー 

奈良県社会福祉法人経営者協
議会 

オンライン １名 

８月２３日 
全国社会福祉法人経営青年
会組織・人材マネジメント
委員会セミナー 

全国社会福祉経営青年会 オンライン １名 

８月３１日 
社会福祉法人の経営力強化
セミナー 

福祉経営研究機構 オンライン １名 

９月 ２日 全国社会福祉経営者大会 
全国社会福祉法人経営者協議
会 

オンライン ５名 

９月２１日 
企業存続のための災害対応
ＢＣＰ 

トヨタレンタリース京都 オンライン １名 

１０月１２日 社会福祉法人財務会計 厚生労働省 オンライン １名 

１１月 ９日 障害者雇用機会拡大会議 奈良公共職業安定所 田原本町 １名 

１１月１８日 
令和３年度経営改善基礎講
座 

大阪府社会福祉協議会 オンライン １名 

１１月２２日 社会福祉法人の経営力強化 福祉経営研究機構 オンライン １名 

１２月 １日 
改正育児・介護休業法、パ
ワーハラスメント対策説明
会 

奈良労働局 
リガーレ春
日野 

１名 

１２月１４日 
令和３年度近畿ブロックＩ
ＣＴ研修会 

近畿社会福祉法人経営者協
議会 

ｵﾝﾗｲﾝ １名 

１２月１６日 
令和３年度経営改善基礎講
座 

大阪府社会福祉協議会 オンライン １名 

１月２０日 
令和３年度経営改善基礎講
座 

大阪府社会福祉協議会 オンライン １名 

１月２７日 令和３年度第３回役員会 
奈良県社会福祉法人経営者協
議会 

橿原市 １名 

１月３１日 
社会福祉法人の経営力強化
セミナー 

福祉経営研究機構 オンライン １名 

２月１０日 
令和３年度近畿ブロックセ
ミナー 

全国社会福祉法人経営者協
議会 

オンライン ２名 

 

７ 顧問税理士契約 

 定期的に、会計事務について相談しました。 


