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平成２９年度事業報告 
 

 

自 平成２９年 ４月 １日 

至 平成３０年 ３月３１日 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学校法人 東粉浜幼稚園 
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年間保育日数及び園児数の変動 

◆年間保育日数 

  ２０１日～２０３日（クラスによって異なります） 

◆園児数の変動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 決算事業報告  

◆ 主な収入 

 保育料等納付金 保育料月額 19500円 

 寄付金収入（PTA会計より寄付金、住吉常磐会）  

 補助金 （府）経常費補助金、（府）預かり保育事業補助金、（市）就園助成補助金、 

       （府）特別支援体制事業補助金 (市)特別支援教育費補助金  

（府）ICT化支援事業補助金 

     施設設備利用料（カワイ体育教室、カワイ音楽教室、栗山絵画教室）  

 事業収入（用品代、絵本代、給食代、時間外保育料、地域交流イベント事業収入、未就園

児教室(ポッポちゃん教室・ピヨちゃん教室)、チアリーディング教室） 

 雑収入（大阪市私立幼稚園連盟 大阪市私立幼稚園連合会 シンエイフーズ徴収手数料） 

◆ 主な支出 

【資産の部】 

教育用機器備品 （園児用固定式机２台、画用紙裁断機、和太鼓（締め太鼓 2台）PTA補 

助金にて購入、デジタル体重計） 

管理用機器備品 （パーソナルコンピューター１台、書庫 2台 ICT化機器） 

【経費の部】 

人件費（役員、教員、職員給与） 

 ※所定福利費含む（共済組合掛け金、労働保険、退職金財団掛け金） 

教材費（絵本教材費、絵画用品材料費、園庭整枝消毒費、季節教材、行事プレゼント他） 

行事費（入園式、夏祭り、親子遠足、運動会、遠足、作品展、誕生会、保育修了式他） 

     水道光熱費（電気代、水道代、灯油代） 

     通信費（電話代、切手代、インターネットプロバイダー料金） 

修繕費（廊下手すり塗装工事、遊具改修、空気清浄機修理、電気錠取替工事、運動場整備 
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損害保険料（日本スポーツ振興センター掛け金、幼稚園総合保障プラン保険料） 

報酬手数料（絵画造形定期指導料、音楽定期指導料、ＥＣＣ英語指導料） 

賃借料（コピー機、印刷機リース料） 

渉外費（歓送迎会、地域活動協力金、住吉大社玉串料・地蔵尊お供え、慶弔費他） 

広報費（大私幼南支部会費、連盟会費、新入園児募集葉書、求人紙掲載料、地図掲載料） 

手数料（会計監査手数料、銀行オンラインシステム、保育料等振替料、総合警備料、 

三和メンテナンス（清掃）） 

 未就園児保育（カワイ体育講師料・ピヨちゃん教室契約職員給与） 

 借入金支払利息（日本私立学校振興・共済事業団） 

 借入金返済（日本私立学校振興・共済事業団） 

 

◆理事会開催記録 

 第 1回 

日  時     平成２９年５月２４日（水） 午後５時から６時 

場  所     ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺（旧ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ） 

出席理事      荒木久三  岡田 潔 片山壽子  平井義郎  鈴木隆夫 

欠席理事       宮井茂治 斉藤裕昭（委任状あり） 

出席監事    名倉厚司 

欠席監事    小島康秀（委任状あり） 

 

第１号議案  平成 28年度事業報告 

第２号議案  平成 28年度決算承認 

第３号議案  平成２９年度予算・事業計画 

第 4号議案  認定子ども園について 

第５号議案  保育料変更に伴う園則一部改正について 

第６号議案  その他報告事項 

             ●教職員の異動について 

           ●第二運動場（園庭）活用準備委員会発足について 

 第２回 

日  時     平成３０年１月１５日（月）午前１０時から１２時 

場  所     東粉浜幼稚園 図書室 

出席理事      岡田 潔  片山壽子  平井義郎 鈴木隆夫 斉藤裕昭 

欠席理事       荒木久三 宮井茂治   

出席監事    名倉厚司 

欠席監事    小島康秀 

 

第１号議案  理事長病気療養中についての報告 

 第 2号議案  副理事長選任並びに理事長選任について 

 第 3号議案  今後の理事会運営について 
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（１）平成２９年度末までの運営について 

（２）借入金保証債務の現在の状況について 

  （３）第二園舎建築計画について 

第 4号議案 就業規則一部変更並びに準教職員就業規則について 

 （育児休業、介護休業） 

  第３回 

日    時   平成３０年３月７日（水） 午前１０時から１２時 

場    所   東粉浜幼稚園 図書室 

出席理事   平井義郎 岡田 潔  片山壽子  鈴木隆夫 多田喜景 

委任状出席   荒木久三 斉藤裕昭 

欠席理事   宮井茂治   

出席監事  名倉厚司 

欠席監事  小島康秀 

 

  第１号議案  荒木理事長辞任に伴う新理事会の体制について 

第２号議案  新評議員会メンバーについて（報告・お知らせ） 

 第３号議案  借入金債務について報告 

第４号議案  平成２９年度補正予算並びに平成３０年度予算承認について 

 第５号議案  第２園舎建設計画の現状について 

 第６号議案  小規模保育園について 

 第７号議案  認定子ども園移行にかかる新たな補助制度について報告 

 

 第４回 

日    時   平成３０年 4 月７日（土） 午後２時から３時 

場    所   東粉浜幼稚園 職員室 

出席理事   平井義郎 岡田 潔  片山壽子   

委任状出席   斉藤裕昭 鈴木隆夫 多田喜景 

欠席理事   宮井茂治   

委任状出席監事  名倉厚司 

欠席監事  小島康秀 

 

  第１号議案  幼稚園型認定子ども園移行について 

            大阪市認定子ども園設置・運営法人事業に応募 

 

◆評議員会開催記録 

第 1回 

日  時     平成２９年５月２４日（水） 午後５時１５分から６時 

場  所     ﾎﾃﾙ・ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺（旧ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ） 

出席評議員    １５名 



5 

 

第１号議案  平成 28年度事業報告 

第２号議案  平成 28年度決算承認 

第３号議案  平成２９年度予算・事業計画 

第 4号議案  認定子ども園について 

第５号議案  保育料変更に伴う園則一部改正について 

第６号議案  その他報告事項 

             ●教職員の異動について 

           ●第二運動場（園庭）活用準備委員会発足について 

第２回 

日    時   平成３０年３月７日（水） 午前１０時から１２時 

場    所   東粉浜幼稚園 図書室 

出席評議員  １７名 

 

 第１号議案  荒木理事長辞任に伴う新理事会の体制について 

第２号議案  新評議員会メンバーについて（報告・お知らせ） 

 第３号議案  借入金債務について報告 

第４号議案  平成２９年度補正予算並びに平成３０年度予算承認について 

 第５号議案  第２園舎建設計画の現状について 

 第６号議案  小規模保育園について 

 第７号議案  認定子ども園移行にかかる新たな補助制度について報告 

 

 

◆研 修  

園内研修(研究) 

・保育目標研修（年間２回）一年間の目標とその評価について 

        平成２９年５月３１日 

        平成２９年１２月１９日  

・園内研修 新制度に関する報告会  平成３０年１月２４日 

・救急救命研修 平成２８年６月１６日 

・園児個別研修 随時 

・「TK式幼児発達検査」平成３０年 1月実施  

提出者 ３歳４３名 ４歳５４名 ５歳 ５３名 合計１５０名 

   

   

園外研修 

・夏期研修 

   H29.6.6   大阪市私立幼稚園就園奨励費補助事業にかかる説明会 

  H29.6.7   YTS運動会研修会 

  H29.6.14     私学共済 事務担当者連絡会 
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H29.7.24   第４８回 夏期研修会 私立幼稚園連合会 

H29.8.3   運動会ダンス講習会 

H29.8.3   幼児教育講座 絵本の絵を読もう 

H29.9.26  個別指導計画・個別の教育支援計画の作成に関する研修 

H29.9.29  新幼稚園教育要領説明会 

 

子育て支援活動の報告 

◆ のびのび保育 

  

  

 土曜預かり 

 

 

◆ポッポちゃん教室 

   年間 ３０回実施（幼児体育教室 幼児教室） 

   人数 １７組（５月現在）  

 

◆ピヨちゃん教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域交流イベント 

  第４０回 H２９年 6月１７日（土） 「エコレンジャーがやってくる」             

大阪府立大学エコロ助環境教育班 

   参加申し込み 大人 ２８人 園児 ５９人  小学生 0人 未就園児 １０人  

運営スタッフ １３人 学生スタッフ３０名    

    

第４１回 H３０年 2月１７日（土）「ﾄﾞﾐﾉ＆ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ」 

    東粉浜幼稚園 PTA 協力  東粉浜地域 協力 

 預かり保育日数 一日平均園児数 1日平均担当教員 

通常保育日 １９３日 43.575人 3人 

休業日 ２０日 32.76人 3人 

長期休業日 ４２日 50.00人 3人 
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   参加申し込み 大人 49人 園児 70人 小学生 3人 未就園児 15人 

          運営スタッフ 38人  

   

◆園庭開放 

      年間 12回  （親子参加人数） 

       

◆子育て相談 

     年間 30回  個別相談   

必要に応じて「新版 K式発達検査」及び「KIDS」乳幼児発達スケール実施 

   

◆チアリーディング教室 

     ●練習日 年間３７回 

   ●メンバー 平成 29年５月現在 46名 

     ●発表 年間 5回   

・帝塚山音楽際 5月 27日(土) 

・東粉浜連合青壮年団運動会に参加  

住吉中学校吹奏楽部とコラボレーション６月 4日（日） 

・夏祭り 平成 29年７月 8日（土） 

・運動会 平成 29年 10月 8日（日） 

・すみ博 平成２９年１０月１４日（土） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

46人 68人 66人 52人 42人 52人 74人 72人 74人 46人 64人 84人 


