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令和２年度事業報告 
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  学校法人 東粉浜幼稚園 
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令和 2 年度の園児数 

◆認定別の園児数 

 
 

令和２年度 決算事業報告  

◆ 主な収入 

・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・・・入園準備金 

   入園検定料 

・寄付金収入 

特別寄付金収入…住吉村常磐会（教具）・住之江ライオンズクラブ（レリーフ時計） 

一般寄付金収入…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（公定価格） 

（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 

（市）新規採用保育士特別給付金収入 

（市）保育士宿舎借上げ事業補助金収入 

（市）感染防止対策事業補助金収入 

（市）緊急包括事業補助金収入 

    ・付随事業・収益事業収入  

時間外保育、給食代、用品代、絵本代、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 

 

 

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

1号認定 134 139 143 140 141 140 140 142 144 144 144 146

2号認定 45 45 43 45 46 46 45 45 45 46 48 46

3号認定 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

園児数 189 194 196 195 197 196 195 197 199 200 202 202
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・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） 

 

◆ 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 6,447,000円→教職員 29名に配分  

 処遇改善Ⅱ決定額 3,895,920円→教職員 14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 

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、ガス代、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 

・修繕費 

運動場（溝）整備、インターホン修理、水道蛇口パッキン取り換え、屋外階段壁修理 

アイボ（ヒーちゃん）修理 

・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、教員宿舎借上げ家賃 

・渉外費 

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 ※内訳は下記の通り 

支払先 年間支払額 支払先 年間支払額 支払先 年間支払額

給食委託料 6,375,600 保育料振替手数料 94,722 昇降機定期点検 110,000

廃棄物処理 274,164 EBサービス 299,200 監査手数料 385,000

園舎清掃 1,122,550 振込手数料 7,379 登校園システム 34,800

証明手数料 5,780 機械警備料 528,000 保守点検手数料 44,000

為替手数料 214,426 消防点検費用 97,900 総合計 9,593,521



4 

 

  ・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 

  ・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】 

   教育用機器備品支出 

    登降園システム、スネアドラム、締太鼓、園児机・椅子、ボンゴ購入 

   管理用機器備品 

    外用時計、パソコン、空気清浄機、シュレッダー購入 

    

◆理事会開催記録 

 第 1 回 

日  時     令和２年７月１日（水） 午前 10時～11時 15分 

場  所     東粉浜幼稚園 多目的ホール 

出席理事      平井義郎 岡田 潔 片山壽子  多田喜景 斉藤裕昭 名倉厚司 

委任状出席   鈴木隆夫 

 

第１号議案   理事・監事改選について 

          令和 2 年 6 月 30 日 下記のもの任期満了につき退任 

                 理事長     平井 義郎 

                 副理事長    片山 壽子      

園長・理事    岡田 潔 

理事       宮井 茂治 

理事       斎藤 裕昭 

理事       鈴木 隆夫 

理事       多田 喜景 

監事       名倉 厚司 

監事       小島 康秀 

               令和 2 年 7 月 1 日 下記のもの重任 

                 理事長     平井 義郎    寄付行為第 7 条第３号（学識経験者） 

                 副理事長    片山 壽子    寄付行為第 7 条第３号（学識経験者） 

園長・理事   岡田 潔    寄付行為第 7 条第 1 号（園長） 

理事      斎藤 裕昭   寄付行為第 7 条第３号（学識経験者） 

理事      鈴木 隆夫   寄付行為第 7 条第２号（評議員会選任） 

理事      多田 喜景   寄付行為第 7 条第３号（学識経験者） 

               令和 2 年 7 月 1 日 下記のもの就任 

                 理事      名倉 厚司   寄付行為第 7 条第３号（学識経験者） 

                 監事      安田 百輝   寄付行為第 8 条（評議員会の同意） 
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                 監事      福西 聡夫   寄付行為第 8 条（評議員会の同意） 

        議長（平井義郎理事長）より、説明・提案があり、全会一致で承認した。 

第 2号議案  令和元年度事業報告…承認 

第３号議案  令和元年度決算承認…可決 

第４号議案  コロナウイルス感染防止による園行事変更について 

第５号議案  その他 

 

第２回 

日  時    令和 3年 3月 23日（水） 午後 1時～2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  鈴木隆夫  

出席監事    安田百輝  福西聡夫  

委任状出席   多田喜景  斎藤裕昭 名倉厚司 

 

   第１号議案  令和 2年度補正予算について…承認  

第２号議案  令和 3年度予算について…承認 

第３号議案  東粉浜幼稚園創立 70周年記念事業について…実施の方向で承認 

 

◆評議員会開催記録 

第 1 回 

日  時     令和２年７月１日（水） 午前 11時～12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 山下尚子  船津和子 

   白水奈々  船津裕美子 宮永優妃 藤田早弥香 薮本雅章 北原隆 

委任状出席   鈴木隆夫  三宅浩史  黒田明良  西川祐子 

 

第１号議案   評議員改選の件 

        令和 2 年６月 30 日下記のもの退任 

               評議員   平井 義郎 

評議員   岡田 潔  

評議員   鈴木 隆夫 

評議員   中谷 陽香  

評議員   松岡 慶介    

評議員   中川 祐太 

評議員   川南 りえ 

評議員   船津 和子 

評議員   宮永 優妃 

評議員   福井 誠一 

評議員   船津 裕美子 

評議員   西川 祐子 
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評議員   安田 百輝 

評議員   薮本 雅章 

評議員   黒田 良明 

評議員   福西 聡夫 

令和 2 年 7 月 1 日下記のもの重任 

            評議員    平井 義郎   寄付行為第 25 条第 3 号（学識経験者） 

評議員   岡田 潔   寄付行為第 25 条第 3 号（学識経験者） 

評議員   鈴木 隆夫  寄付行為第 25 条第 3 号（学識経験者） 

評議員   中谷 陽香  寄付行為第 25 条第 1 号（職員代表） 

評議員   松岡 慶介   寄付行為第 25 条号（保護者代表） 

評議員   船津 和子   寄付行為第 25 条第４号（保護者代表） 

評議員   宮永 優妃   寄付行為第 25 条第４号（保護者代表） 

評議員   船津 裕美子 寄付行為第 25 条第４号（保護者代表） 

評議員   西川 祐子   寄付行為第 25 条第３号（学識経験者） 

評議員   薮本 雅章   寄付行為第 25 条第３号（学識経験者） 

評議員   黒田 良明   寄付行為第 25 条第３号（学識経験者） 

令和 2 年 7 月 1 日下記のもの就任 

  評議員   三宅 浩史   寄付行為第 25 条第４号（保護者代表） 

評議員   山下 尚子   寄付行為第 25 条第４号（保護者代表） 

評議員   白水 奈々   寄付行為第 25 条第４号（保護者代表） 

評議員   北原 隆     寄付行為第 25 条第３号（学識経験者） 

評議員   藤田 早弥香  寄付行為第 25 条第 2 号（卒園代表者） 

第 2号議案  令和元年度事業報告…承認 

第３号議案  令和元年度決算承認…可決 

第４号議案  コロナウイルス感染防止による園行事変更について 

 

第 2回 

日  時    令和３年３月２３日（水） 午後 2時～3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  鈴木隆夫  中谷陽香  

       三宅浩史  山下尚子  船津和子 船津裕美子 宮永優妃 藤田早弥香 

 薮本雅章 

委任状出席   松岡慶介   黒田明良  西川祐子  北原隆  白水奈々  

 

 第１号議案  令和 2年度補正予算について…承認  

第２号議案  令和 3年度予算について…承認 

第３号議案  東粉浜幼稚園創立 70 周年記念事業について…実施の方向で

承認 
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◆研 修  

園内研修(研究) 

・全体職員会議  年 6回 

・事務分掌会議  年 1回 

・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  

・救急救命研修 令和 2年 9月 25日  講師住吉消防署 

・園児個別研修 随時  

・職員会議 随時 

・カワイ体育研修 月３回程度 

・「TK式幼児発達検査」令和２年１１月実施  

提出者 2歳児から 5歳児 合計２００名     

  報告会 令和３年１月個別診断書配布 

 

園外研修 

・夏期研修 

    R2.8.4   和太鼓指導                   参加者 4名 

  R2.8.24  「食」から考える乳幼児の健やかな育ちについて  参加者 1名 

  R2.9.17～1.12 年間 6回 

        ファミリテータ養成連続講座           参加者 1名 

  R2.11.16  保護者に寄り添うために             参加者 1名 

  R2.4.17～R2.5.1 15日間 

        令和 2年度新規採用教員研修           参加者 1名 

  R3.1.26～R3.1.1  7日間 

        子どもの障害とその対応             参加者 5名 

  R3.1.29～R3.2.8  11日間 

        子ども達を新型コロナウイルスからどう守る    参加者 1名 

 

  その他コロナ感染緊急事態宣言で中止 
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子育て支援活動の報告 

◆ 一時預かり保育 

 大阪市報告書添付 
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◆ポッポちゃん教室  5月 1日現在 

   年間 ３０回実施（幼児体育教室 幼児教室）のうち１８回実施 

   人数 １６組  

 

◆ピヨちゃん教室   5月 1日現在 

  2日コース   ４人 

  3日コース  １１人 

  5日コース  １０人 

 

◆地域交流イベント 

  コロナ緊急事態宣言実施中の為中止 

          

◆園庭開放 

      年間 12回 のうち６回実施  

       

◆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 

   その他発達相談随時実施 

  

◆チアリーディング教室 

     ●練習日 年間３５回のうち１７回実施 

   ●メンバー 令和２年５月現在 ４９名 

     ●発表 年間２回   

・運動会のみ実施  

・くるくるダンスフェスタに動画投稿 エースコック賞受賞 

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

中止 中止 中止 10人 26人 40人 38人 28人 32人 中止 中止 中止 


