
―1― 

   

令和３年度  法 人 事 業 報 告 書 

社会福祉法人 心華会  

１ 理念 

              心に華を咲かせよう 

「心に華を咲かせよう」を合言葉に、子ども、保護者、家庭、地域、職員、そして 

全ての人々の幸せを願って事業を推進し、子どものよりよい成長と地域福祉の推進 

を目指します。 

 

 

２ 教育・保育の目標 

 

心やさしく たくましく 

～ 生涯にわたる人格形成の基礎を培うとともに、こどもの生活を保障し、 

  保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成する～ 

 

 

 

３ 目指す子ども像 

 

１ やさしくたくましい心  

 

２ 自分も人も大切にする子 

    

 ３ 発見や工夫を楽しむ子 

  

４ 自分で考え、自分で行動する子 
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 ４ 概要 

 社会福祉法人心華会   

認 可 年 月 日 昭和 49年 3月 1日 

本 部 所 在 地 京都府宇治市神明石塚 65番地の３ ひいらぎこども園 

 

ひいらぎこども園  

設 立 年 月 日 平成 29年 4月 1日 （ひいらぎ保育園 昭和 49年 4月 1日） 

住 所 京都府宇治市神明石塚 65番地の３ 

敷 地 面 積 ２５０６．２１㎡  

建物延べ床面積 １６４７．４６㎡ 

事 業 内 容 
乳幼児の教育・保育（2か月～就学前）・一時預かり事業 

延長保育事業・障がい児保育・病児保育事業 

定 員 ２４８名 

 

槇島ひいらぎこども園  

設 立 年 月 日 令和元年 4月 1日（槇島ひいらぎ保育園平成 23年 4月 1日） 

住 所 京都府宇治市槇島大川原 75番地の１ 

敷 地 面 積 ４０１９．７３㎡ 

建物延べ床面積 １３２１．８９㎡ 

事 業 内 容 
乳幼児の教育・保育（2か月～就学前）・一時預かり事業 

延長保育事業・障がい児保育・病児保育事業 

定 員 １８０名 

 

どれみのいえ （地域型保育・家庭的保育）  

事業開始年月日 平成 23年 10月 1日 

住 所 京都府宇治市神明石塚 54番地の 323 

室 数 
保育室２室・ほふく室・キッチン・トイレ２室・浴室 

計７室 

事 業 内 容 ０・１・2歳児の教育・保育 

定 員 ５名 

 

  ひいらぎのいえ （地域型保育・家庭的保育）  

事業開始年月日 平成 24年 12月 1日 

住 所 京都府宇治市開町３１番地の９ 

室 数 保育室 2室・幼児用トイレ・職員用トイレ・浴室  計５室 

事 業 内 容 ０・１・２歳児の教育・保育 

定 員 ５名 
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５ 成果と課題 

（１） 資産総額と活動収入 

    資産の総額は毎年増加の傾向にあり、本園がこども園に移行した平成 25 年度と槇島ひ

いらぎ保育園がこども園に移行した平成 29 年度に約１億円の増加となっている。（図１） 

    事業活動収入においては、ひいらぎこども園と槇島ひいらぎこども園は増加傾向にあ

るが、家庭的保育は４月～８月は定員に満たなかったため、減収となっている。 

                                      （図２） 

（２） 収支差額・人件費比率・園児数 

    事業活動収支差額が下がっているのは、人件費の高騰が大きく影響していると考えら

れる。処遇改善を続けている結果ではあるが、障がいや家庭環境のために支援や見守りを

必要とする子どもが増加しており、それによる保育者数の増加も原因と考えられる。 

（図３・４・５） 

 

（３） その他 

コロナ禍において、一人暮らし高齢者支援として実施していた園児との交流事業は開 

催できなかった。しかし、今こそ、つながりを絶やさない取組は必要であるので、メッセ 

―ジを届けるなどの感染を広げない工夫をしつつ、地域貢献事業を続けていきたいと考 

えている。 

  ガバナンスの強化と事業経営の透明性の向上に向けて、引き続き努力していきたい。 

 

（図１） 
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（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３） 
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（図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 令和３年度重点事業の実施状況 

（１）コロナ禍においても、安心・安全な保育・教育環境を保障できるよう、法人全体で取り 

組み、保護者はもちろん職員の精神的な安定に寄与する。             →  △ 

 

 

 

 

 

（２）保護者・地域と協力して、子どもたちの命を守り、心を育み、成長を見守る。  → 〇 

 

 

 

 

（３）法人理念をまず職員が実感できるような「働きがいのある、働きやすい職場作り」に 

   引き続き努力する。                             → 〇 

 

 

 

 

７ 理事会の開催状況（４回） 

（１）令和３年度 第１回理事会  

開催日時 令和３年６月 11日（金） 18時～20時 

    出席者  理事 6名・監事 2名・事務局 2名・説明者 1名・司会記録 1名  

         決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし 
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槇島ひいらぎこども園は、無事にまん延防止等重点措置期間を感染拡大なしに過 

ごすことができたが、ひいらぎこども園では、１月末から３月中旬まで感染が続き、

保護者や職員を不安にさせてしまった。 

玄関での送迎や行事の日程変更・内容変更にも、理解と協力を得ることができ、 

ブログや動画を通して子どもの成長を共に見守ることができた。 

ひいらぎこども園では、法人理念の具現化について意見を出し合っているさなか 

に、感染が拡大し、道半ばで中断せざるを得なくなった。今年度も引き続き法人全

体で実施していきたい。 
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    決議事項 ①令和２年度事業報告、令和２年度計算書類及びこれらの付属明細書の 

承認の件          

  ②評議員会に推薦する役員（理事・監事）候補者の承認の件 

③評議員会開催の件 

④評議員選任・解任委員選任の件 

⑤評議員選任・解任委員会に推薦する評議員名簿承認の件 

⑥評議員選任・解任委員会開催の件 

    報告事項 理事長の職務執行状況の報告 

            

（２）令和３年度 第２回理事会  

開催日時 令和３年６月 26日（土） 

出席者  理事 6名・監事 1名・司会記録 1名 

     決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし 

    決議事項 ①理事長の選任の件 

 ②副理事長の選任の件 

    報告事項 理事長の職務執行状況の報告 

 

（３）令和３年度 第３回理事会 （決議の省略） 

決議があったものとみなされた日 令和４年２月 14日（月） 

同意書  理事 6名 

確認書  監事 2名 

    決議事項 ①補欠理事候補の件 

 ②評議員選任・解任委員会事務局員の選任の件 

 ③評議員会の招集の件 

         決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし 

 

（４）令和３年度 第４回理事会  

開催日時 令和４年３月 26日（土） 

出席者  理事 6名・監事 2名・事務局２名・行政書士１名・司会記録 1名 

     決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし 

    決議事項 ①令和３年度補正予算の件 

 ②令和４年度事業計画（案）の件 

 ③令和４年度当初予算（案）の件 

 ④役員の保険の件 

 ⑤経理規程改正の件 

    報告事項 理事長の職務執行状況の報告 

 

８ 評議員会の開催状況（２回） 

（１）令和３年度 第１回評議員会  
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開催日時 令和３年６月 26日（土） 13時～14時 30分 

    出席者  評議員 7名・監事 2名・理事長・説明者 2名・司会記録 1名  

         決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし 

    決議事項 ①令和２年度事業報告、令和２年度計算書類及び財産目録の承認の件          

  ②理事 6名及び監事 2名の選任の件 

    報告事項 理事長の職務執行状況の報告 

 

（２）令和３年度 第２回評議員会 

     決議があったものとみなされた日 令和４年３月１日（火） 

    同意書  評議員 7名 

    決議事項 補欠理事１名選任の件 

              

９ 京都府による指導監査結果                 

日時 令和３年 12月９日（木）から 12月 13日（月）実施       

内容 ひいらぎこども園（実地監査） 

槇島ひいらぎこども園（実地監査） 

結果 文書による改善事項   なし 

 

口頭指摘事項   

［施設運営］ 

   〇学校医・学校歯科医及び学校薬剤師は執務記録簿を作成して、園長に提出する

こと。園長は提出のあった執務記録簿を５年間保存すること。（両園） 

 

 

 

 

  〇教育・保育の内容等について自己評価を行い、その結果を公表すること（槇島） 

 

 

 

 

   

［入所処遇］ 

  〇 ３歳未満の個人別指導計画を作成すること。（ひいらぎ） 

    

 

 

 

 

改善内容 

 京都府より紹介された執務記録様式をもとに、法人として使いやすい様

式を作成して、それぞれの園の学校医と学校歯科医に作成を依頼した。 

改善内容 

 ひいらぎで作成したチェック表をもとに自己評価を行い、掲示板に掲示

した。 

改善内容 

 個別発達記録を見直し、毎月の一人一人の達成できそうなねらいを決め

る。月のねらいと、個人のねらいを照らし合わせて、活動内容を決定し、

指導計画を作成する。 
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  〇給食施設の衛生管理については、保健所衛生担当の指導事項を参考に改善をは

かること。（ひいらぎ） 

    

 

 

 

 

  〇重大事故が発生した場合は、速やかに市町村へ報告すること。（槇島） 

     

 

 

 

10 宇治市による指導監査結果  

日時 令和３年 12月９日（木）から 12月 13日（月）実施       

内容 ひいらぎこども園（確認監査） 

槇島ひいらぎこども園（確認監査） 

結果 文書による改善事項   なし 

口頭指摘事項   

〇利用者負担金（実費徴収）は原則として個人の所有に帰するものに対して徴収 

し、保護者に対して精算報告をすること。 

       

 

11 役員の状況（令和４年３月 31日現在） 

（１）理事  

  氏 名 所  属 任期 

1 中田 純子 社会福祉法人心華会 ひいらぎこども園 園長 

Ｒ3.6.26～Ｒ4年度会計

に関する定時評議員会終

結の時まで 

 

2 長澤 宗一 学校法人心華学園 理事長  みのり幼稚園 園長 

3 伊藤 義明 社会福祉法人あけぼの会 理事長 

4 加藤 吉辰 ＮＰＯ法人こころのはな 理事長 

5 石田 光春 宇治市教育委員会学校教育課 学校教育指導主事 

6 宇野 智子 
社会福祉法人心華会  

槇島ひいらぎこども園 園長 

Ｒ4.3.1～Ｒ4年度会計

に関する定時評議員会終

結の時まで 

 

改善内容 

 専門講師である伴亜紀氏・佐井佳代子氏に１日調理室に入って頂き、問

題点を洗い出し、物理的・人的両面の改善を行った。指導を受けて作成し

た『献立表兼給食日誌』を山城北保健所衛生課に提出した。 

改善内容 

 骨折の報告もれがあったが、報告を完了した。今後は、３０日以上治療

を要する骨折の報告を怠らないようにする。 

改善内容 

 令和４年度より、ティッシュ・ポリ袋等は、園の衛生費で賄う。 
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（２）評議員 

  氏 名 所属・役職 就任年月日・任期 

1 片岡 滋夫 
社会福祉法人椥辻福祉会 理事長 

椥辻こども園 園長 

Ｒ3.6.26からＲ6年度会計

に関する定時評議員会の終

結の時まで 

 

2 大橋 喜美子 
大阪総合保育大学  

乳児保育学科長 教授 

3 辻井 忠夫 辻井社会保険労務士事務所 所長 

4 山﨑 絹子 
民生児童委員 

神明学区青少年健全育成協議会 会長 

5 北浦 美和子 槇島地区コミュニティ推進協議会 事務局長 

6 清水 英晶 同志社小学校 教諭・保護者代表 

7 水谷 貞子 
神明学区福祉委員会 福祉委員 

福祉ボランティア 

 

（３）監事   

   氏 名 所  属 任期 

1 髙橋 久男 大和動物病院 理事長・獣医師 Ｒ3.6.26からＲ4年度会

計に関する定時評議員会

終結の時まで 

 

2 橘 信子 
社会福祉法人 徳雲福祉会  

大井こども園 副園長 

 

（４）評議員選任・解任委員 

  氏   名 所属・役職 任  期 

外部委員 安藤 和彦 
京都西山短期大学仏教学科

仏教保育専攻 客員教授 
Ｒ3.6.26からＲ6年度会計に関する定

時評議員会の終結の時まで 

 監 事 橘 信子 
社会福祉法人 徳雲福祉会  

大井こども園 副園長 

事務局員 岩岡 昌子 ひいらぎこども園 副園長  
Ｒ4.2.からＲ6年度会計に関する定時評

議員会の終結の時まで 
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12 監事監査の実施状況   

    日時 令和４年６月６日（月） 10時 30分～11時 

    場所 ひいらぎこども園 職員室にて 髙橋久男監事・橘信子監事により実施 

 

13 施設整備・車両購入 

〇園バス買い替え 

納車日  令和 3年７月 15日（木） 

業 者  京都日野自動車株式会社 

事業費  6,947,390円 

     

 

 

 

 

 

  

 

       旧バス                  新バス 

 

                    シートバッククッション＆プロテクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  プラズマクラスターイオン発生機   ドライブレコーダー 

    天井に２個取り付け         前後に取り付け 

    

平成 25 年 3 月に、車両安全対策検討会がまとめ、国

土交通省へ報告した「幼児専用車安全向上のためのガ

イドライン」において、幼児専用車両の事故傾向に対

処するため、シートバック後面に緩衝材を装置し、シ

ートバックの高さを高くして事故時の衝撃を吸収する

ほか、最前列の座席前にも緩衝材を取り付けることが

望ましいとされた。それらを装備している。 


