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令和元年度事業報告 
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年間保育日数及び園児数の変動 

◆園児数の変動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 決算事業報告  

◆ 主な収入 

 ・保育料等納付金収入 → 科目名変更（基本保育料収入） 

（保護者負担分） 

  ・手数料収入 

    入園受入準備金収入・・・入園料 

    入園検定料 

 ・寄付金収入 

特別…住吉村常磐会・雪遊び PTA会計より寄付 

一般…PTA会計より寄付金  

 ・補助金収入 

（市）施設型給付金収入・・・大阪市より園児数に応じて支給される給付金 

（市）大阪市施設整備補助金収入（前年度の残額） 

（市）こども園移行の為の補助金収入 

（市）一時預かり事業補助金収入 

（府）特別支援教育費補助金収入 

(市)特別支援教育費補助金収入 

(市)特定保育・保育施設運営補助金収入 

     ・付随事業・収益事業収入  

用品代、絵本代、給食代（長期休業中時間外利用者）、時間外保育料、その他の事業収入

（地域交流イベント、雪遊び事業） 

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 

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、書き方教室） 

大阪市私立幼稚園連盟、大阪市私立幼稚園連合会、行事のお祝い金（地域） 

退職金財団からの退職金収入 

第二園舎お披露目お祝い金（別記参照） 
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◆ 主な支出 

【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） 

 処遇改善Ⅰ決定額 5,408,000円→教職員 29名に配分  

 処遇改善Ⅱ決定額 3,804,000円→教職員 13名に配分  含む 

・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 

  ・消耗品費 

    教育用…通信用紙、無線ラン機械、蛍光灯、トイレ用ペーパー他 

    管理用…事務用品、ワックス、ファイル他 

・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 

第二園舎お披露目清算 

寄付金（お祝い金）  お祝いの品（胡蝶蘭） 

荒木久三氏（名誉理事長） 80,000 眞正工業株式会社 

鈴木孝雄（二丁目町会長）  5,000 株式会社チャイルド社 

永寿会 5,000 ホワイト保育園 

別所様（2丁目） 10,000 藤田・坂井・高田 

西田様（帝塚山） 5,000 （花） 

南住吉つばさ保育園 10,000 安宮千恵子先生 

東粉浜民児協 10,000 （絵画） 

ひまわり文具店 10,000 岡田園長奥様「牧歌」 

東粉浜連合青壮年団 10,000 片山「菜の花」 

東粉浜連合振興協会 10,000 （祝電） 

東粉浜社会福祉協議会 10,000 地活協東粉浜 

PF スタジオ  10,000   

チャイルド社 30,000   

  205,000   

支出    

第二園舎記念品（全園児） 108,372   

来客お披露目饅頭 37,800   

第二園舎お披露目クリアファイル 67,500   

  213,672   

・水道光熱費 

電気代、水道代、灯油代 

    ・通信費 

電話代、切手代、レターパック、インターネットプロバイダー料金 
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・修繕費 

隣（黒川家）駐車場カバー取り付け。屋上草刈り残材処理、通用門修理、遊具改修 

・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）、給食委託費 

  ・租税公課  収入印紙代 

・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 

  ・その他の事業支出  地域交流イベント費用 

  ・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 

 【施設関係】 

   建物・構築物  案分・・・・別紙の通り 

   教育用機器備品支出 

   厨房用品及び食器、園児用椅子、第二園舎カシオボード、第二園舎道具棚、第二園舎壁面

遊具 

    

◆理事会開催記録 

 第 1回 

日  時     令和元年 6月 22日（土） 午後 5時～5時 30分 

場  所     ホテルアゴーラ リージェンシー大阪堺 

出席理事      平井義郎 岡田 潔 片山壽子  鈴木隆夫  

委任状出席   斉藤裕昭  多田喜景 

第１号議案   平成 30年度事業報告…承認 

第 2号議案  平成 30年度決算承認…可決 

第 3号議案  保育料無償化について…承認 

第４号議案  評議員選出の件…可決 

第２回 

日  時    令和元年９月 18日（水） 午前 10時～11時 
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場  所    東粉浜幼稚園 図書室 

出席理事    平井義郎  片山壽子  岡田潔  斉藤裕昭   

委任状出席   鈴木隆夫  多田喜景 

欠席理事    宮井茂治 

   第１号議案  保育料無償化について…承認  

第２号議案  預かり保育無償化…承認 

第３号議案  給食代について…承認 

第 4号議案   その他（ＰＴＡ会則の変更について）…承認 

 第３回 

日  時     令和２年３月３１日（火）午前１０時～午前１１時 

場  所     東粉浜幼稚園 多目的ホール 

出席理事       平井義郎  片山壽子  岡田 潔  多田喜景 斎藤裕昭 

委任状出席    鈴木隆夫  名倉厚司  小島康秀 

欠席理事     宮井茂治    

  第１号議案  令和 2年度予算について 

   第 2号議案  私立学校法の改正に伴う寄付行為変更について 

   第 3号議案  就業規定一部改正について 

 

◆評議員会開催記録 

第 1回 

日  時     令和元年 6月 22日（土） 午後 5時～5時 30分 

場  所     ホテルアゴーラ リージェンシー大阪堺 

出席評議員    平井義郎  岡田 潔  鈴木隆夫  中谷陽香 松岡慶介  川南りえ  

船津和子   宮永優妃  船津裕美子 薮本雅章  安田百輝   福西聡夫 

委任状出席    中川祐太  福井誠一  黒田明良  西川祐子 

第１号議案   平成 30年度事業報告…承認 

第 2号議案  平成 30年度決算承認…可決 

第 3号議案  保育料無償化について…承認 

第４号議案  評議員選出の件…可決 

第 2回 

日  時    令和元年９月 18日（水） 午前 10時～11時 

場  所    東粉浜幼稚園 図書室 

出席評議員     平井義郎  岡田 潔  中谷陽香  松岡慶介 川南りえ  船津和子   

宮永優妃  船津裕美子 薮本雅章  安田百輝    福西聡夫 

委任状出席    鈴木隆夫  中川祐太  福井誠一  黒田明良  西川祐子 

 第１号議案  保育料無償化について…承認  

第２号議案  預かり保育無償化…承認 

第３号議案  給食代について…承認 

第 4号議案   その他（ＰＴＡ会則の変更について）…承認 
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第３回 

日  時     令和２年３月３１日（火）午前１０時～午前１１時 

場  所     東粉浜幼稚園 多目的ホール 

出席評議員      平井義郎  岡田 潔  中谷陽香  松岡慶介   川南りえ                                      

       船津和子  宮永優妃  船津裕美子 福西聡夫  安田百輝 

委任状出席    鈴木隆夫  薮本雅章  黒田明良  西川祐子  福井誠一  

第１号議案  令和 2年度予算について 

 第 2号議案  私立学校法の改正に伴う寄付行為変更について 

 第 3号議案  就業規定一部改正について 

 

◆研 修  

園内研修(研究) 

・保育目標研修（年間１回）一年間の目標とその評価について 平成 31年 4月 10日 

・救急救命研修 令和元年５月１３日  講師住吉消防署 

・園児個別研修 随時  

・「TK式幼児発達検査」令和元年１１月実施  

提出者 ３歳 50名 ４歳 51名 ５歳 44名 合計 145名 

  報告会 令和 2年 2月 17日実施 

園外研修 

・夏期研修 

    R1.5.10   幼稚園新規採用教員研修          参加者 1名 

  R1.5.29   運動会講習会               参加者 2名 

  R1.5.31    幼児教育・保育無償化に伴う対応について  参加者２名 

  R1.6.11、15 支援教育コーディネーター研修       参加者１名 

  R1.6.14   児童福祉施設等指導監査説明会       参加者２名 

  R1.7.8    幼児教育無償化への対応についての情報提供 参加者 2名 

  R1.7.12   幼児教育無償化にかかる事務説明会     参加者 2名 

  R1.7.22    教育・保育理論/小学校との連携       参加者 7名 

   〃     幼稚園新規採用教員研修          参加者 1名 

  R1.7.30   カウセリングマインド保護者対応の在り方  参加者 1名 

  R1.8.5、6   幼稚園新規採用教員研修          参加者 1名 

  R1.8.21～27 教員免許状更新              参加者 1名 

  R1.8.22.23  防火管理新規講習             参加者１名 

  R1.10.24   幼稚園新規採用教員研修          参加者１名 

  R1.11.21   年末調整の仕方について          参加者 1名 

  R1.11.28   幼稚園新規採用教員研修          参加者１名 

  R1.12.17        〃                  参加者 1名 

  R1.12.19   大阪市委託事業報告書書類作成       参加者 1名 

子育て支援活動の報告 
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◆ 一時預かり保育 

 大阪市報告書添付 

 

 

 

◆ポッポちゃん教室  5月 1日現在 

Ⅰ 利用園児数

　①平日（教育活動実施日）（※１）

　②長期休業期間（平日）で、４時間実施の場合

※長期休業期間中の休日（教育活動休止日土・日・祝日の実施分は、次の「④休日（教育活動休止日）」に記入して下さい。

　③長期休業期間（平日）で、８時間実施の場合

※長期休業期間中の休日（教育活動休止日土・日・祝日の実施分は、次の「④休日（教育活動休止日）」に記入して下さい。

　④休日（教育活動休止日（＝土・日曜日、国民の祝日、年末年始等））

※長期休業期間において土・日・祝日に実施している場合についても

「④休日（教育活動休止日（＝土・日曜日、国民の祝日、年末年始等））」に記入してください。

（※２）預かり保育時間が８時間を越えるときに適用。内数を書くこと。

超
過
時
間

【ｊ】

３時間以上（※２） 【ｌ】

２時間以上３時間未満（※２） 【ｋ】

２時間未満（※２）

２時間以上３時間未満（※２） 【ｅ】

２時間未満（※２）超
過
時
間

【ｄ】

合計

3

２時間以上３時間未満（※２） 【ｈ】

２時間未満（※２）

（※２）預かり保育時間が８時間を越えるときに適用。内数を書くこと。

区　　分

超
過
時
間

【ｇ】

３時間以上（※２）

 ８時間利用　延利用園児数 （エ）

96

5

合計

5,459

1,681

392

32

合計

998

126

420

450

合計

844

（※２）預かり保育時間が４時間を越えるときに適用。内数を書くこと。

区　　分

 ８時間利用　延利用園児数 （ウ）

【ｉ】

359

区　　分

 ４時間利用　延利用園児数 （イ）

３時間以上（※２） 【ｆ】

令和元年度　大阪市一時預かり事業（幼稚園型）実施報告書（在籍園児）

区　　分

 ４時間利用　延利用園児数 （ア）

超
過
時
間

２時間未満（※２） 【ａ】

２時間以上３時間未満（※２）

３時間以上（※２） 【ｃ】

【ｂ】

（※１）教育活動時間と預かり保育時間の合計を８時間以上確保すること。

（※２）教育活動時間と預かり保育時間の合計が８時間を越えるときに適用。内数を書くこと。

（※）４・７・８・12・１・３月における長期休業日は、②又は③に記入して下さい。
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   年間 ３０回実施（幼児体育教室 幼児教室） 

   人数 １６組  

 

◆ピヨちゃん教室   5月 1日現在 

  2日コース  12人 

  3日コース  10人 

  5日コース   6人 

 

◆地域交流イベント 

  第４４回 令和元年 6月２２日（土）  

   第二園舎お披露目会             

   参加申し込み 大人 35 人 園児 32 人  小学生 4 人 未就園児 10 人  

  第４５回 令和 2 年 2月１５日（土）「雪遊び」 

   東粉浜幼稚園 PTA 協力 

   参加申し込み 大人 216人 園児 142人 小学生 57人 未就園児 69人 

          

◆園庭開放 

      年間 12回   

       

◆子育て相談 

     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３５回 

   ●メンバー 令和元年５月現在 ４９名 

     ●発表 年間７回   

・帝塚山音楽祭  

・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 

・夏祭り 

・運動会  

・区民祭り  

・住ノ江まつり   

・すみ博 

 

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

  62人 58人 62人 56人 54人 84人 70人 50人 52人 66人 


