
平成２９年度	 法人本部事業報告書	 
	 

１	 法人全体事業	 

（１）社会福祉法人役員向け｢賠償保険｣加入	 

	 	 	 	 	 	 社会福祉法改正に伴い、社会福祉法人役員個人が訴えられるケースが、想定されます。	 

	 	 	 	 そのときに備え、また安心して役員就任していただけるよう賠償保険に加入しました。	 

（２）幼保連携型認定こども園に移行	 

生駒市の３園（はな保育園、うみ保育園、もり保育園）を、平成３０年４月１日付けで幼保連

携型認定こども園に移行予定で準備しました。	 

	 

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	 

６月１６日	 

もり保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

・借入先金融機関の見直しについて	 

・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	 	 平成２８年度事業報告と決算の件	 

第２号議案	 	 役員規程一部変更の件	 

第３号議案	 	 役員報酬規程制定の件	 

第４号議案	 	 役員旅費規程一部変更の件	 

第５号議案	 	 白樫学理事選任の件	 

第６号議案	 	 山中啓亨理事選任の件	 

第７号議案	 	 間嶋太一理事選任の件	 

第８号議案	 	 山本弘二理事選任の件	 

第９号議案	 	 亀井徹理事選任の件	 

第 10号議案	 	 白樫恵美理事選任の件	 

第 11号議案	 	 川﨑正幸監事選任の件	 

第 12号議案	 	 千原美恵子監事選任の件	 

８／８	 

監事２名	 

	 

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２６日	 

もり保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

・借入先金融機関の見直しについて	 

・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	 	 平成２８年度事業報告と決算の件	 

６／６	 

監事２名	 



第２号議案	 	 平成２９年度第１次補正予算の件	 

第３号議案	 	 平成２９年６月賞与の支給率の件	 

第４号議案	 	 役員規程一部変更の件	 

第５号議案	 	 役員報酬規程制定の件	 

第６号議案	 	 役員旅費規程一部変更の件	 

第７号議案	 	 地域子育て支援拠点事業実施の件	 

第８号議案	 	 認定こども園移行の件	 

第９号議案	 	 新理事･新監事候補者選定の件	 	 

第 10 号議案	 平成２９年度定時評議員会の日程と議案の
件	 

第２回	 

６月１６日	 

もり保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

・理事･監事候補者の選任結果について	 

・召集手続き省略の同意について	 

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	 

１０月４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	 平成２９年度第２次補正予算の件	 

第２号議案	 （仮称）そら保育園分園設置の件	 

第３号議案	 正規職員就業規則一部変更の件	 

第４号議案	 契約職員就業規則一部変更の件	 

第５号議案	 	 育児･介護休業等に関する規定一部変更の件	 

第６号議案	 平成２９年１２月賞与の支給率の件	 

６／６	 

監事２名	 

第４回	 

１２月１５

日	 

もり保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

・（仮称）そら保育園分園の進捗状況	 

・そら保育園監査報告について	 

審議事項	 

第１号議案	 	 平成２９年度第３次補正予算の件	 

第２号議案	 	 正規職員就業規則一部変更の件	 

第３号議案	 	 契約職員就業規則一部変更の件	 

第４号議案	 	 役員報酬規程一部変更の件	 

第５号議案	 	 幼保連携型認定こども園移行の件	 

６／６	 

監事１名	 

第５回	 

３月１９日	 

もり保育園	 

会	 議	 室	 

報告事項	 

・法人本部、はな保育園、うみ保育園、もり保育園の指導
監査結果について	 

・借入金金融機関の見直しについて	 

審議事項	 

第１号議案	 	 平成２９年度第４次補正予算の件	 

第２号議案	 	 平成３０年度事業計画書と予算の件	 

６／６	 

監事２名	 



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	 	 経理規程一部変更の件	 

第７号議案	 	 監事監査規程制定の件	 

第８号議案	 	 寄附金取扱規程制定の件	 

第９号議案	 	 積立金総額変更の件	 

第 10号議案	 うみ保育園副園長選任の件	 

	 

４	 監事監査の実施状況	 

	 	 実	 施	 日	 平成２９年５月２２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	 

	 

５	 研修等状況	 

実施月日	 研修会名	 主催者	 場	 所	 参加者	 

５月１７日	 
平成２９年度第１回奈良県社会福祉法

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１０日	 
平成２９年度近畿社会福祉法人経営者

協議会全体研修会	 
大阪府社会福祉協議会	 大阪市	 １名	 

７月２１日	 
平成２９年度奈良県経営協セミナー	 

（前期）	 
奈良県社会福祉法人経営者協議会	 奈良市	 １名	 

９月１４日	 

～１５日	 
第３６回全国社会福祉法人経営者大会	 全国社会福祉協議会	 四日市市	 １名	 

１０月１８日

～２０日	 
平成２９年度全国理事長・所長研修会	 日本保育協会	 高松市	 １名	 

１０月１８日	 
管理職向け	 職場のハラスメント対策

セミナー	 

東京海上日動リスクコンサルティ

ング	 
奈良市	 １名	 

１２月１２日	 平成２９年度奈良県経営協セミナー	 奈良県社会福祉法人経営者協議会	 橿原市	 １名	 

１月１６日	 
平成２９年度奈良県経営協セミナー	 

（後期）	 
奈良県社会福祉法人経営者協議会	 橿原市	 １名	 

２月１３日	 平成２９年度近畿ブロックセミナー	 全国福祉法人経営者協議会	 京都市	 ２名	 

３月２３日	 
平成２９年度第２回奈良県社会福祉法

人経営セミナー	 
奈良県社会福祉協議会	 奈良市	 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。	 


