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社会福祉法人 流山中央福祉会

社会福祉法人 流山中央福祉会
第１章

定款

総則

（目的）
第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用
者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個
人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるように支援することを目的
として、次の社会福祉事業を行う。
（第二種社会福祉事業）
（イ）保育所の経営
（ロ）地域子育て支援事業の経営
（ハ）一時預かり事業の経営
（名称）
第２条 この法人は、社会福祉法人流山中央福祉会という。
（経営の原則等）
第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する
福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の
推進に努めるものとする。
２

この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯等を支援するため、無
料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

（事務所の所在地）
第４条 この法人の事務所を千葉県流山市に置く。
第２章

評議員

（評議員の定数）
第５条 この法人に評議員７名以上８名以内を置く。
（評議員の選任及び解任）
第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選
任・解任委員会において行う。
２

評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名
で構成する。

３

選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の

運営についての細則は、理事会において定める。
４

選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及
び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

５

評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって
行う。ただし、外部委員の１名が出席し、かつ、外部委員１名が賛成することを要
する。

（評議員の任期）
第７条 評議員の任期は、選任後６年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
２

任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任し
た評議員の任期の満了する時までとすることができる。

３

評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ
り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義
務を有する。

（評議員の報酬等）
第８条 評議員に対して、各年度の総額が金２４万円を超えない範囲で、評議員会におい
て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給すること
ができる。
第３章 評議員会
（構成）
第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
（権限）
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(１) 理事及び監事の選任又は解任
(２) 理事及び監事の報酬等の額
(３) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(４) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
(５) 定款の変更
(６) 残余財産の処分
(７) 基本財産の処分
(８) 社会福祉充実計画の承認
(９) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開催）
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３ケ月以内に１回開催するほ

か、必要がある場合に開催する。
（招集）
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長
が招集する。
２

評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、
評議員会の招集を請求することができる。

（決議）
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
２

前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評
議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(１) 監事の解任
(２) 定款の変更
(３) その他法令で定められた事項

３

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議
を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１５条に定める定数
を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠
に達するまでの者を選任することとする。

４

第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わる
ことができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、評議員会の決議があったものとみなす。

（議事録）
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２

議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名が前項の
議事録に署名し、又は記名押印する。
第４章

役員及び職員

（役員の定数）
第15条 この法人には、次の役員を置く。
（１）理事 ６名以上７名以内
（２）監事 ２名以内
２

理事のうち１名を理事長とする。

３

理事長以外の理事のうち、１名を業務執行理事とすることができる。

（役員の選任）
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２

理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
２

理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業
務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人
の業務を分担執行する。

３

理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己
の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
２

監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）
第19条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに
関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
２

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと
することができる。

３

理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事
としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任
することができる。
（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
（役員の報酬等）
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会
において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給す
ることができる。
（責任の免除）
第22条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対
し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職
務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第４５条
の２０第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１

３条第１項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によっ
て免除することができる。
（責任限定契約）
第23条 理事（理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法
人の職員でないものに限る。）又は監事（以下この条において「非業務執行理事
等」という。）が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対
し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過
失がないときは、金１万円と社会福祉法第４５条の２０第４項において準用する一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１３条第１項第２号で定める額との
いずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができ
る。
（職員）
第24条 この法人に、職員を置く。
２

この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）
は、理事会において、選任及び解任する。

３

施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第５章

理事会

（構成）
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
（権限）
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものにつ
いては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(１) この法人の業務執行の決定
(２) 理事の職務の執行の監督
(３) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
（招集）
第27条 理事会は、理事長が招集する。
２

理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集す
る。

（決議）
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
２

前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができる者
に限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が

当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみ
なす。
（議事録）
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２

当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第６章

資産及び会計

（資産の区分）
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の２種とする。
２

基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

（１）千葉県流山市南流山二丁目２９番地４所在の鉄筋コンクリート造スレート葺・
陸屋根２階建南流山聖華保育園園舎１棟（９４０．０８㎡）
（２）東京都足立区西新井本町二丁目１３４３番地１所在の鉄筋コンクリート造陸屋
根ルーフィングぶき３階建西新井聖華保育園園舎１棟（１０４０．２３㎡）
（３）千葉県流山市長崎二丁目２４番地１所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建お
おたかの森聖華保育園園舎１棟（１０７４．７１㎡）
（４）東京都足立区谷中一丁目３２番地７所在の鉄筋コンクリート造陸屋根３階建北
綾瀬聖華保育園園舎１棟（１０１１．７６㎡）
（５）東京都北区田端一丁目４１０番地２所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建田
端聖華保育園園舎１棟（１０７７．８６㎡）
３

その他財産は、基本財産以外の財産とする。

４

基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な
手続をとらなければならない。

（基本財産の処分）
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承
認を得て、千葉県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場
合には、千葉県知事の承認は必要としない。
（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付
が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とす
る当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約
を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る
担保に限る。）
（資産の管理）
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

２

資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は
確実な有価証券に換えて、保管する。

（事業計画及び収支予算）
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日ま
でに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場
合も、同様とする。
２

前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え
置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(１) 事業報告
(２) 事業報告の附属明細書
(３) 貸借対照表
(４) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
(５) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明
細書
(６) 財産目録
２

前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類につ
いては、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その
他の書類については、承認を受けなければならない。

３

第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に
供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。
(１) 監査報告
(２) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(３) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(４) 事業の概要等を記載した書類

（会計年度）
第35条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わ
る。
（会計処理の基準）
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事
会において定める経理規程により処理する。
（臨機の措置）
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ

うとするときは、理事総数３分の２以上の同意を受けなければならない。
第７章

解散

（解散）
第38条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散
事由により解散する。
（残余財産の帰属）
第39条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員
会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法
人のうちから選出されたものに帰属する。
第８章 定款の変更
（定款の変更）
第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、千葉県知事の認可
（社会福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るも
のを除く。）を受けなければならない。
２

前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその
旨を千葉県知事に届け出なければならない。
第９章

公告の方法その他

（公告の方法）
第41条 この法人の公告は、社会福祉法人流山中央福祉会の掲示場に掲示するとともに、
官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
（施行細則）
第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後
遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長

白須賀 貴樹

理 事

吉岡 幹雄

〃

古坂 稔

〃

小嶋 心一

〃

渡辺 義正

〃

石井 享

〃

安斎 時子

監 事

皆川 春安

〃

新倉 正明
附 則

この定款は平成１６年 7 月２７日から施行する。
附 則
この定款は平成１８年６月２８日から改正施行する。
附 則
この定款は平成２１年７月１５日から改正施行する。
附 則
この定款は、関東信越厚生局長の認可の日（平成２３年６月２２日）から改正施行する。
附 則
この定款は、平成２４年１２月３日から改正施行する。
附 則
この定款は、平成２７年５月１９日から改正施行する。
附 則
この定款は、千葉県知事認可の日（平成２８年１０月６日）より改正施行する。
附 則
この定款は、平成２９年４月１日から施行する。
附 則
この定款は、千葉県知事認可の日（平成３０年７月２４日）より改正施行する。

役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程

社会福祉法人 流山中央福祉会

役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程
（目的）
第１条

この規程は、社会福祉法人流山中央福祉会（以下「この法人」という。）の定款の規
定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを
目的とする。

（定義）
第２条

この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ
る。

（１）役員とは、理事及び監事をいう。
（２）常勤理事とは、理事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。
（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤理事以外の者をいう。
（４）役員等とは、役員及び評議員をいう。
（５）非常勤役員等とは、非常勤役員及び評議員をいう。
（６）報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職
手当であって、その名称の如何を問わない。
（７）費用とは、職務遂行に伴い発生する通勤のための交通費、出張に要する旅費（交通費
及び宿泊費）等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
（報酬等の支給）
第３条

この法人は、役員等に職務執行の対価として報酬等を支給する。

（報酬等の額の決定）
第４条

この法人の全評議員の報酬総額は、定款に定める金額の範囲内とする。

２

この法人の全理事の報酬総額は、年間３，５００万円以内とする。

３

この法人の全監事の報酬総額は、年間３０万円以内とする。

４

この法人の常勤理事の役職に応じた一人当たりの上限額及び報酬額は、別表１に定め
るとおりとする。

５

この法人の非常勤役員等の役職に応じた一人当たりの上限額及び報酬額は、別表２に
定めるとおりとする。

（費用の弁償）
第５条

この法人は、役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請
求のあった日から速やかに支払うものとする。ただし、前払いを要するものについて
は、前もって支払うことができる。

２

役員等には、通勤に要する交通費を支給することとし、その計算方法は一般職員と同
様の基準とする。

３

役員等が、法人業務のため出張する場合の旅費（交通費及び宿泊費）は、実費を支給
する。

４

役員等が業務執行に必要な経費は、実費を支給する。

（報酬等の支給時期）
第６条

役員等の報酬等は、理事会等の会議の都度又は業務を行った都度支給する。

２

常勤理事のうち、職員としての立場を有する者に対しては､職員給与に報酬等を合算
して支給する。この場合の計算方法等は、一般職員給与と同様の基準とする。

（報酬等の支給方法）
第７条

報酬等は、現金で本人に支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば､本人の指定
する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

２

報酬等は､法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

（公表）
第８条

この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬
等の支給の基準として公表する。

（改廃）
第９条

この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

附則
この規程は、平成２７年４月１日より施行する。
この規程は、平成２９年４月１日から改正施行する。

別表第１（常勤理事の報酬）
役職に応じた

役職名

区分
月額報酬

理事長

報酬額

一人当たりの上限額

１２０，０００円

賞与

月額報酬×５ヶ月分

個別施設指導に対する直接指導・

１，９００万円

１５，０００円

理事会等会議への出席
月額報酬

１００，０００円

理事長
以外の
常勤理事

賞与

月額報酬×５ヶ月分

個別施設指導に対する直接指導・

１，５００万円

１０，０００円

理事会等会議への出席
＊月額報酬は１園当たりとする。
＊個別施設指導に対する直接指導・理事会等会議への出席での報酬は１日当たりとする。

別表第２（非常勤の役員等の報酬）
役職に応じた

役職名
理事

区分
法人及び施設業務のため

報酬額

一人当たりの上限額

１０，０００円

１５万円

１０，０００円

１５万円

１０，０００円

３万円

の出勤・理事会等会議への出席
監事

法人及び施設業務のための出勤・
理事会等会議への出席

評議員

法人及び施設業務のための出勤・
評議員会等会議への出席

＊法人及び施設業務のための出勤・理事会または評議員会等会議への出席への報酬は１日当た
りとする。

社会福祉法人

流山中央福祉会

役員名簿
H30.6.19 現在

役職

氏名

生年月日
職

理事長
〈学識経験者〉
業務執行理事
〈園長〉
理事
〈その他〉
理事
〈福祉経験者〉

白須賀

宮
古坂

渡邊

遠藤

監事
〈財務監査者〉
評議員

昭和 16 年 9 月 25 日

千葉県流山市

昭和 12 年 11 月 24 日

千葉県流山市

顯

昭和 27 年 7 月 6 日

千葉県流山市

育夫

昭和 15 年 10 月 31 日

千葉県野田市

昭和 42 年 1 月 31 日

千葉県流山市

昭和 42 年 4 月 26 日

千葉県流山市

昭和 28 年 5 月 2 日

千葉県野田市

茂都子

昭和 54 月 11 月 25 日

千葉県柏市

夏美

昭和 54 年 7 月１日

神奈川県川崎市

涼子

昭和 25 年 5 月 7 日

東京都世田谷区

ゆづ

昭和 46 年 5 月 1 日

千葉県流山市

暢

昭和 54 年 3 月 8 日

千葉県流山市

瑞元

昭和 57 年 2 月 23 日

千葉県流山市

匡史

昭和 52 年 1 月 12 日

千葉県流山市

真美子

昭和 54 年 11 月 15 日

千葉県流山市

稔

義正

会社 取締役

理事

〈学識経験者〉

千葉県流山市

会社 代表取締役

住職

監事

千葉県流山市

南流山聖華保育園 園長

〈福祉関係者〉

〈その他〉

昭和 25 年 3 月 19 日

昭和 54 年 4 月 26 日

亜樹子

渡會

理事

業

（福） 流山中央福祉会 理事長

理事

〈その他〉

まり子

住 所

会社 代表取締役
古賀

智行

会社 代表取締役
田村

茂雄

法律事務所 弁護士
張ヶ谷

善次

税理士資格申請中
福田
会社員

評議員

佐藤
会社員

評議員

松野

元幼稚園教諭・主婦
評議員

田口
歯科医

評議員

長谷川
歯科医

評議員

貝塚
会社員

評議員

熊本
会社員

評議員

下道
歯科医

平成２９年度に園に寄せられた声
声の内容

回答

【保護者】閉園時間を越えてのお迎えだか

当該職員に対し、伝え方など指導しまし

らといって、これでも急いできたのに、職

た。

員の言い方が悪い。
【保護者】運動会で、組立て体操を園で行

体操の専門指導員との話し合いで、普段の

うのはいかかがなものか。

体育指導の中で行っている内容になり、特
に危険な組み立て等はしておりません。

【保護者】朝の段階で、お迎え者の変更を

クラスからの延長への申し送りに連絡ミス

伝えていたのに迎えに来た際に、すぐに引

がありました。何回でも確認ができるよう

き渡してもらえなかった。

な体制をとりました。

【保護者】クラスの男児から我が子（女

対象男児には保護者も含め注意を行い、園

児）がスカートめくりをされているので、

としても男女で着替える場所を変えるなど

その園児を厳正に対処してほしい。

対応を行いました。

【保護者】ノロウィルス・インフルエンザ

すでに他の商品の加湿空気清浄機を導入し

の時期になる前に除菌効果のある（特定

ており、追加で購入することは今のところ

の）商品を買ってほしい。

考えていません。うがい、手洗い、園内の
消毒などをさらに徹底し、予防に努めてい
きます。

【保護者】我が子が運動会の選手宣誓がす

担任は「選手宣誓をできたらいいですね」

ると担任から聞いていたのに、結果子ども

というつもりで伝えしていたこと、その経

からは他の子がやることになったと聞い

緯や認識の違いなど誤解を直接お話させて

た。うちの子に選手宣誓させないなら訴え

頂き、謝罪しました。

る。
【保護者】保育室のドアを開けているとド

参観日だったため、ドアが開いていた時間

アの近くにいる子が風邪をひいてしまうの

が長かったですがが、普段はそうではない

ではないか。

です。ただ、ドアの開閉が全くないわけで
はないので、寒い時期の机の位置や環境を
考えていきます。

【近隣】自宅前の通り沿いにある街路樹の

園の木ではないので、区に状況をお伝え

桜の木の毛虫が危ない。一般家庭から言っ

し、保護者にも送迎の際には注意してもら

ても聞いてくれないので、代わりに区に言

うよう促しました。

ってほしい。

【保護者】建替えに伴い、給食からお弁当

栄養計算上には問題はありませんでした

になったことで弁当の中身が乏しいので、

が、園の栄養士よりお弁当業者の栄養士に

どうにかしてほしい。

は献立について、さらに工夫してもらえる
ように伝え、さらに園内でスープの提供も
合わせて行うことにしました。

【保護者】月齢が低いから他の子よりでき

発達に問題があるという意味ではなかった

ないことも多くて仕方がないのに、個人面

ですが、当該職員に対し、伝え方など指導

談の際に、発達に問題があるような言われ

しました。

方をした。
【近隣】園舎の建替えで、以前の配置よ

建築基準法に則り、配置は計画しておりま

り、新しい配置が自分の部屋が陰になる時

す。音に関しては施工会社に、現場に騒音

間帯が増えて、洗濯物が乾かない。工事の

計を付けさせ、毎度計測しながら範囲以内

音もうるさい。

での時間や基準値の中で注意しながら行っ
ていきます。

【保護者】園私道に設置してあるカーブミ

新しいものを設置しました。

ラーが劣化して、見づらいので、新しいも
のしてほしい。
【近隣】園舎脇で行っている水遊びの際の

一度に水遊びをする園児の人数を減らして

子どもの声がうるさい。

行い、少ない人数ごとにすることで、多人
数による声の大きさに対応しました。

【保護者】頭じらみの発生で、長期に渡り

園での対応について、さらに保護者にもわ

かかっている園児に対して、園でだけでな

かりやすい手紙の配布、掲示を行いまし

く、その保護者がきちんと家でも対応して

た。園での清掃、個別対応の徹底、家庭で

いるのか確認してほしい。

の駆除方法の見直しなども行いました。

【保護者】我が子の卒園式が、職場（保育

保護者の職場では担任でない職員も、全員

園）での卒園式と重なるので、日程を変更

が卒園式に出席しなくてはならないという

してほしい。

ことではありますが、すべての保護者の予
定をお聞きして行事日程決定することは困
難ですが、年間の行事日程は早めに保護者
にご連絡していきます。

【保護者】園内の敷地にある桜の木が、車
の右折時に見えにくくするので、切ってほ
しい。

桜の木の移設を行いました。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム
http://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0201000E00.do?_FORMID=PUB0
219000&vo_headVO_corporationId=1612110472

