令和３年度

社会福祉法人 立正たちばな会

事業報告書

出会ったご縁をつなげよう
～ ここから始まるみんなの未来 ～

１．運営報告
（１） 幼保連携型 認定こども園 川西保育園
①定員 １００名
②年齢別入所児童数累計
２歳児 １１１名、３歳児 ３７４名、４歳児 ２４７名、５歳児 ４１２名
／ 計 １,１４４名 （前年比 －１０４名）
③配置職員数(略)
④職員の異勤
【産休育休】 大溝亜耶乃、岩﨑佳奈
【退
職】 岡田香織、武内和恵、児玉恵美、向野愛梨
⑤職員会議の開催状況
毎月１回、法人全体で年５回開催
（２） リボン保育園
①定員 ６０名
②年齢別入所児童数累計
０歳児 １４２名、１・２歳児 ５２６名 ／ 計 ６６８名 （前年比 ＋１７名）
③配置職員数(略)
④職員の異勤
【産休育休】 末田千尋
【退
職】 長見幸子、大野涼子、山中洋美、藤堂卓子、東 尚子、饗庭彩花
⑤職員会議の開催状況
法人全体で年５回開催
（３） 岩国小学校第二放課後児童教室（.岩国市立岩国小学校 A 棟１階）
①定員 ４０名
②年齢別児童数累計 ／ ４年生 ２８９名 、５年生 １６４名
③配置職員数
４名
④職員の異勤
【退
職】 小出弥子
(４) いちょうの家（旧西本組ビル）１階
①放課後学童教室 ３名 （夏期・冬期・春季教室は、講座・体験教室開催）
②学習教室、習字教室、そろばん教室の実施
２．保育の実施（別紙）
（１）保育教育目標
（２）保育時間 7：00-19：00 ／ 延長保育 7：00-8：00
（３）保育教育内容（略）
（４）外部講師による指導
体育教室（太陽スポーツクラブ）・交通安全教室

（５）特別保育事業実施状況
延長保育・障害児保育・地域子育て支援事業・
一時預かり事業
川西…１３０２名 （前年対比+552 名）
リボン…３５１名 （前年対比 +81 名）・
日中一時支援事業
６名 計６４回利用
岩国小学校第二放課後児童教室
４月登録者数３８名 延４３７名
ベビーシッター事業
２６名 計７３回利用
（６）年間行事（略）
３．職務分掌(職員の役割分担)
（１）園長
（２）主幹保育教諭
（５）副主任保育士
（６）保育教諭・保育士・教諭
（８）管理栄養士
（９）栄養士
（１２）看護師
（１３）事務職員

（３）教務主任保育教諭
（４）主任保育士
（７）保育コーディネーター
(１０)調理士
（１１）調理員
（１４）保育助手
（１５）嘱託医・嘱託歯科医

４．給食の実施報告
（１）食育計画
（２）アレルギー面談 管理栄養士・栄養士・担任による保護者面談
川西
９名 計１２回開催
リボン １３名 計１９回開催
（３）ぷちデリカ・はなまる弁当
ぷちデリカ……… 販売回数 96 回 ５８８３食分
はなまる弁当…… 販売回数 72 回 ７９６個
（４）インスタグラム
Instagram では...
立正たちばな会のインスタグラム「ichou_home」では上記<手作りこいのぼり>を子ども達の歌声に
のせてリール動画で見ることができます。その他にも、リボン保育園・いちょうの家学童の活動もご
覧頂けます。ぜひのぞいてみて下さい。今年度から「kawanisihoikuen」として給食室<きょうのお給
食・おやつ>を配信スタート。お子さんとも会話が弾むこと間違いなしです♪（園だよりより抜粋）
５．健康管理の実施報告
（１）児童 健康診断 年２回 ・ 歯科検診 年１回
（２）職員 健康診断 年１回 ・ インフルエンザ予防接種 年１回
６．非常災害危険防止の実施状況
（１）総合防災避難・消火・通報訓練等の実施 毎月実施
（２）防犯計画（略）
（３）交通安全関連行事を実施
交通安全岩国市対策協議会による交通安全教室

７．地域団体・施設・住民と実施した交流事業実施報告
（１）錦川鉄道～七夕飾り取り付け（岩国城ロープウェイ乗り場）
（２）川西保育園「幼年消防クラブ」
岩国地区消防組合の協力を得て、園児の消防意識の高揚・地域での消防啓発活動推進
～鼓笛隊行進・演奏披露（川西第３公園）
８．保育実習生、中学生職場体験の受け入れ報告
（１）保育実習
岩国短期大学・比治山大学短期大学部・安田女子短期大学・広島修道大学
（２）中学生職場体験
平田中学校
（３）保育園訪問
岩国高校
（４）職業理解セミナー動画撮影
岩国商業高校・岩国総合高校にて実施
９．職員の研修・研究報告
（１）職員の外部の研修への参加
山口県保育協会主催管理者研修会において理事長がコロナ禍における保育実践について発表
オンラインを中心に各種研修受講
（２）園内研修の実施
こどものそら 関山浩司氏を招き働き方改革について研修
１０．設備整備事業
（１）施設の改築・修繕
川西保育園ぱんだ室屋上防水・シロアリ対策実施
令和４年度実施 ネズミ等害虫対策
（２）いちょうの家新規事業に伴う整備
学童保育
……床・天井・照明・空調・トイレ・通信環境等
一時預り
……食器保管庫・空調・畳・カーテン等
保育所等訪問……照明・空調・避難梯子・事務関連機材等
アスベスト対策・非常灯・網戸は令和４年度実施
（３）固定資産物品／防火カーテン・防災認定マット（上記含む）
１１．苦情処理受付について
（１）苦情受付の実際…受付なし
（２）第三者委員
向野和宏氏・清水泰三氏
１２．法人の未来設計
㈱船井総合研究所による指導のもと、当法人の将来設計を立てていく（毎月１回オンライン実施）
１３．新規程・規則の施行
（１）就業規則 （２）給与規程

（３）臨時職員等就業規則

（４）車輛管理規程

１４．コロナ対応状況
延感染者数 園児（川西 ２５名 ・ リボン
職員（川西
６名 ・ リボン
動画配信
７２回（令和４年１月～３月）

８名 ／ 内 家庭内感染 川西 ７名 ・ リボン ５名）
４名 ／ 自宅待機 川西 １６名 ・ リボン １１名）

１５．令和３年度中開始の新規取組
在宅ワークの推進・普及
ぷちデリカ地域配布（１回２家庭高齢者世帯・独居家庭の見守り）
コロナ禍における動画配信（前掲）
インスタグラム・応援サイト運営を中心とした情報発信
ペーパーレス推進（献立表・ぱくぱく通信・クラスだより・園だより）
通信環境整備（通信速度・ウィルス対策等）
組織再編成（新規事業展開に向けて）
やまぐち健康経営企業認定（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日）
やまぐち男女共同参画推進事業者認定（2021 年 7 月 30 日～2024 年 7 月 29 日）
やまぐち女性の活躍推進事業者登録（2021 年 7 月 30 日）
「誰もが活躍できるやまぐちの企業」認定【やまぐち働き方改革推進会議】（2021 年 10 月 1 日）
管理栄養士 小林真理子が「やまぐちイクボス」表彰（2021 年 10 月 12 日）
新時代保育園経営研究会特別賞受賞【株式会社 船井総合研究所】
山口銀行法人インターネットバンキング利用開始（８月）
保育専門雑誌「月刊 ひろば」10 月号「コロナ対策 工夫がいっぱい発表会」掲載
学校・幼稚園等緑化活動促進事業実施

