
 

◎令和２年度  社会福祉法人 日野進徳会 事業報告書  

 

● 法人本部 
１．所在地：長崎県佐世保市日野町７８０番地５号  

 

２．法人の運営と事業内容  

（ア）社会福祉事業：  第２種  保育所、地域子育て支援センターを開設  

（イ）公益事業：  なし  

（ウ）収益事業：  なし  

 

３．役員定数  

理事   ６名       監事  ２名       評議員  7名   

 

４．役員任期  

評議員：  令和３年６月から令和７年６月まで 

理事：   令和３年６月から令和５年６月まで 

    

  ５. 役員会の開催状況 

  （理事会）（文書による） 

通常理事会：  令和２年 ６月１０日 

臨時理事会：  令和２年１２月１１日 

事業計画 理事会： 令和３年 ３月９日 

 

（評議員会）（文書による） 

通常評議員会：  令和２年６月１７日 

臨時評議員会：  令和２年１２月１１日 

事業計画 評議員会： 令和３年３月１６日 

 

６．監事監査の実施状況（令和２年度会計監査）  

（ア）実施日時：   令和３年６月１日  

（イ）場   所：   藤井監事：勤務先にて   田中監事：勤務先にて  

（ウ）監査担当：   法人監事  

（エ）監査結果：   預金先や業者選定方法のアドバイス  

      

７．役員の研修参加状況  

新型コロナウィルス蔓延の為、予定していたものは中止になった。  

 

８．その他  

長崎県監査指導課より実態調査の実施  

令和３年３月５日  佐世保市子ども政策課へ必要書類を提出（文書による指導監

査）  

調査対象：  保育所  日野保育園  

指摘事項：   

（施設監査）  なし  

（法人監査）  なし  

 

 



 

 

● 日野保育園  

１．施設の運営  

(ア ) 園児定員  1３ 0人  

(イ ) 平成２年４月１日～令和３年３月３１日の在籍状況（毎月１日の入所児童数）  

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

０歳児 6 8 8 10 10 10 10 11 12 12 12 14 123 

１歳児 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 28 328 

２歳児 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 334 

３歳児 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 228 

４歳児 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 301 

５歳児 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

 計 139 143 143 144 144 144 144 145 146 146 147 149 1734 

平均入所児童数： 144.5名  

(ウ ) 職員数  

令和２年  ３月３１日   計４４名  

令和２年  ４月  １日   計３９名  

令和３年  ３月３１日   計４３名  

＊非常勤：  契約期間は１年毎の更新。一日の勤務時間が 8時間。  

＊パート：  契約期間は１年毎の更新。一日の勤務時間が 7時間以下。早出や遅出のローテー

職  種  令和２年４月始  令和３年３月末  備  考  

施設長  １名  １名   

主任保育士  １名  １名   

常勤保育士  ７名  ７名  内１名育休中  （令和 3年 3月末ま

で）      

非常勤保育士  ７名  ６名   

非常勤保育士  

（パート）  

１４名  １６名   

看護師  ０名  ２名   

准看護師  １名  １名   

栄養士・調理師  １名  １名   

管理栄養士・調理

師（パート）  

１名  １名  7時間 /日   

調理員（パート）  ２名  ２名  7時間 /日  

保育補助員  

（パート）  

１名  ２名  4時間 /日と７時間 /日  

学童指導員  １名  １名   

事務職員  ２名  ２名   

計  ３９名  ４３名   



 

ションに入っていない。  

 

(エ ) 会議の実施  

（１）会 議 名 称：リーダー会議  毎週水曜日に開催  

参 加者 職 名：主任保育士、リーダー保育士  

議 題 等：職員会議の打ち合わせ、改善事項、保育内容等について  

（２）会 議 名 称：職員会議   必要に応じて開催  

参 加者 職 名：施設長、主任保育士、保育士､看護師、調理師。必要に応じ施設

長。  

議 題 等：日常業務、行事、給食献立等、食育、その他要望事項について  

 

２．処遇報告  

(ア ) 処遇目標（方針）  

福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経

済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その

環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に

提供されるように援助することを運営方針とし処遇を行った。  

(イ ) 処遇日課  

  開所時間：６時５０分～１９時  

  通常保育時間 (11時間 )：６時５０分～１７時５０分  

(ウ ) 処遇内容  

連絡帳の確認、検温、出欠確認、組別保育、昼食指導、歯みがき指導、フッ化

物洗口、排泄指導、午睡、合同保育、延長保育 (11時間の開所時間前後の保育需要

に対応する事業。当園の場合は 18時 5分から 19時 )、学童保育、食育活動、年中・     

年長児に「英語で遊ぼう」・運動遊び・音楽教室・ヨガ（月２回年長児のみ）  

(エ ) 行事報告  

６月  歯科検診、内科健診、尿検査  

７月  キッズサマーフェスティバル、  

９月  運動会  - 各家族２名という人数制限と時間短縮で行った  

１０月  防災訓練 (年長と職員のみ )、防犯訓練 (職員のみ )、芋ほり (年長のみ ) 

１１月  内科健診、音楽の集い (於あいあいプラザ、各家族２名の人数制限 ) 

１２月  もちつき  - 各家族２名という人数制限と時間短縮で行った  

 ２月  豆まき  

 ３月  卒園式 - 各家族２名という人数制限と時間短縮で行った  

※  新型コロナウィルスの為中止か人数制限、時間短縮で行った  

 

３．食事の実施報告  

(ア ) 献   立：  月半ばに翌月の献立をたてて、月末までにホームページに掲載。  

(イ ) 行事食等：  こどもの日、もちつき大会、ひな祭り、毎月の誕生会等。  

(ウ ) 検   食：  毎日１０時４０分頃に職員（早出職員が中心）が交代で行う  

 

４．健康管理実施報告  

(ア ) 施設利用者  

内科検診：  ９月２９日と  ２月９日  

歯科検診：  ９月３日  尿検査： ６月１０日と１１月１１日  

(イ ) 職員  

内科検診： 田渕医院、共済病院にて 1回実施。（６月）  

35歳以上の職員は上記病院どちらか 1回を社会保険検診で実施。 (７月～８月 ) 



 

検便： 調理師及び乳児担当職員は毎月１回。前記以外の職員は２ヶ月に１回。  

インフルエンザ予防接種：  １１月に希望職員が接種  

５．非常災害危険防止実施報告  

(ア ) 避難・消火訓練：  毎月第２火曜日（天候によっては別の日に実施した）  

(イ ) その他：  消防設備の点検  - ユタカ商会に委託し、９月３日と３月２日に実

施  

     

６．地域団体・施設・住民との交流事業の実施報告  

〔年月〕  〔交流団体名等〕  〔内容〕  

令和 2年 4月 6日、9月 17日、2月 19日  佐世保市交通対策室  交通安全教室  

令和２年１ 1月２ 5日  佐世保市土木課  美し化プロジェクト  

    ※新型コロナウィルスの為中止または、園児のみで行った  

 

７．研修報告  

(ア ) 施設長、職員外部研修  

園長会、園長研修会、主任保育士研修会、保育士研修会、給食研修会、食育研修会、

長崎県保育協会主催研修会、全国保育事業研修会、キャリアアップ研修等に参加  

（新型コロナウィルスの為中止になる研修もあった）  

(イ ) 施設内研修実施報告  

保育の質を高める職員研修会  

各種感染症対策の自主研修  

食育に関する園内検討会 

 

８．施設等の整備実施報告  

（ア）施設の改築・修繕：４件  

① 屋外電波時計 ② 園庭砂場の移動・改修 ③ フェンス工事 

④ 屋外排水管敷設工事 

 

（イ）資産物品の購入：４件 

① ノート型パソコン４台 – ICT化で各クラス 2台ずつ必要になったため 

② 衣類乾燥機 ③ 下水道受益者負担金 ④ 保育管理支援ソフト 

 

（ウ）資産物品の廃棄処分：４件 

① ユニット砂場の廃棄 - プラスチック部分劣化のため 

② ワンタッチプール - 修理できず廃棄 

③ カードリーダー付タッチパネル廃棄 

④ 保育支援システム入替のため廃棄 

 

９ .保護者会  

９月  運動会の協力  

11月  音楽の集いの協力  

12月  もちつきの協力  

３月  卒園式の協力  

 

１０ .その他  

(ア ) 令和３年度に向けて新卒採用２名（常勤的非常勤と６時間パートをひとりずつ） 

  パートは長崎短期大学専攻科保育専攻の学生。短大卒業後に保育士資格は取得済。 



 

(イ ) 佐世保警察署サポートセンターに来ていただき防犯訓練を行った  

(ウ ) 新型コロナウィルスの蔓延の為、運動会、音楽の集い、お遊戯会、卒園式を    

各家族２名という人数制限と時間短縮で行った .  

● 日野子育て支援センター 
 

１．施設の運営  

(ア) 利用者人数: のべ１，３９３人 （前年度は２，６３４人）が利用した。 

(イ) 職員数 

令和２年  ４月  １日   計５名  

令和３年  ３月３１日   計５名  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．処遇報 告  

(ア ) 処遇目標（方針）  

福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び

心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように子育て相

談とともに援助することを運営方針とし実施した。  

(イ ) 処遇日課  

時  間：８時～１７時   ※施設使用時間：９時３０分～１４時３０分  

(ウ ) 処遇内容  

子育て相談全般  

出前保育（出前保育中も保育園内支援センターは開設）  

第１、第３、第５火曜日午前： 柚木公民館  

 

３．食事の実施報告  

日野保育園の食事実施計画に準じて給食試食会（園ランチ）を、毎週水曜日給食試食会（予約にて

５食）を無料で実施した。試食感想などを保育園の給食献立に反映させた。  

 

４．健康管理実施報告  

(ア ) 施設利用者：  毎月１回身体測定（身長、体重、視診）  

(イ ) 職員：   内科検診、インフルエンザ予防接種共に保育園職員と同じ  

 

５．非常災害危険防止実施報告  

保育園と同時に避難訓練を実施。  

 

６．地域団体・施設・住民との交流事業の実施報告  

出前保育の充実に取り組んだ。保育士がおもちゃを持って公民館へ訪問し手遊びや絵本

の読み聞かせを行い子どもたちやお母さんと一緒に遊ぶ。  

 

７．研修報告  

職  種  人  数  備  考  

センター長  １名   

主任保育士  １名   

常勤保育士  １名   

非常勤保育士（パー

ト）  

１名   

事務職員  １名   



 

佐世保市子育て支援センター担当者会議、地域子育て支援拠点職員等研修会に参加し

た。  

 

 

８．施設等の整備実施報告  

(ア ) 施設の改築・修繕計画：  なし  

(イ ) 資産物品の購入：  なし  

 

９．その他  

(ア ) 英語教室（英語で遊ぼう）を実施した。  

(イ ) 日本赤十字社幼児安全法短期講習を実施した。  

(ウ ) 色育を行った。（外部講師により月２回）  

(エ ) 佐世保市の保健師が月１回、栄養士と歯科衛生士が年３回来園して母子指導を  

行った。  

(オ ) ヨガ教室を行った（外部講師により月２回）  

(カ ) ０才児親子触れ合いや１、２、３才児保育等年齢に合わせた活動を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

事業報告の附属明細書 

 

令和２年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の 

附属明細は作成しない。 

社会福祉法人日野進徳会 

 


