
令和３年度事業報告書 

社会福祉法人松の木福祉会 

１. 松の木福祉会本部運営 
 福祉施設としての役割を果たし、地域とのふれあいや連携等については新型コロナウイルス 
感染症の影響で取り組みが密に行うことは難しかったが、保育の提供に当たっては入所する乳 
幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提 
供するよう努めてまいりました。 

【理事会開催状況】 
① 第１回理事会  令和３年５月２９日（土） 

理事定数６名：出席者数５名  監事定数２名：出席者２名 
第１号議案 令和 2 年度事業報告について 
第２号議案 令和 2 年度決算等の承認について 
第３号議案 評議員候補者の選任について 
第４号議案 理事候補者、監事候補者の選任について 
第５号議案 役員報酬規程の一部改正について 
第６号議案 定時評議員会の開催について 
第７号議案 評議員選任・解任委員の推薦及び委員会の開催について 

② 第２回理事会  令和３年６月１９日（土） 
理事定数６名：出席者数６名  監事定数２名：出席者２名 

第１号議案 理事長の選任について 
第２号議案 認可事項変更（定員変更について） 

③ 第３回理事会 令和４年３月２６日（土） 
理事定数６名：出席者数６名  監事定数２名：出席者２名 

第１号議案 令和３年度補正予算について 
第２号議案 令和４年度事業計画・予算について 
第３号議案 運営規程の改正について 
第４号議案 育児・介護休業規程の改正について 
第５号議案 給与規程の改正について 

【監事監査】 
① 令和２年度監事監査報告 令和３年５月２６日（火） 

監事定数２名：出席者数２名 
監査内容 法人運営及び施設運営監査、決算書類等監査 

【評議員会開催状況】 
① 第１回評議員会 令和３年６月１９日（土）午後１時３０分～ 

評議員定数７名  監事定数２名  理事長・理事１名出席 
第１号議案 令和２年度計算書類及び財産目録の承認について 
第２号議案 理事及び監事の選任について 
第３号議案 役員及び評議員報酬規程一部改正について 

【評議員選任・解任委員会開催状況】 
① 第１回評議員選任・解任委員会 令和３年６月１９日（土）午後４時 
   第１号議案 評議員の選任について 



 
２. まつの木保育園事業運営 

 令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響で地域交流保育、園全体行事を中止した。 
コロナ感染症対策について職員間で共通理解を図りながら、子どもたちの育ちのためにどうす

れば良いか考え、保育環境・保育内容の工夫を行いました。 
職員研修もオンライン化が進んで、キャリアアップ研修を進めることができた。 
 

 （１）園児数 
☆定員 120 名 ・本園（定員 88 名） ・分園（定員 32 名） 
☆９月１日より定員変更 本園（100 名）・分園（30 名） 合計 130 名 

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

０歳児 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

１歳児 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

２歳児 20 20 19 19 21 22 22 22 22 22 22 22 

３歳児 24 24 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 

４歳児 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 

５歳児 23 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

計 120 119 116 117 119 122 122 122 122 122 122 122 

 （２）職員配置 

園長 1 名 主任保育士 1 名 正規保育士 14 名(産休・育休 3 名) 有期保育士 7 名  

看護師 1 名 パート保育士 4 名 保育補助 2 名（資格なし） 

調理員 3 名 事務員 1 名 用務員 1 名 合計３５名 
（３）保育時間 

   標 準 保 育：午前７時００分～午後６時００分 
   延 長 保 育：午後６時００分～午後７時００分 
   保育短時間：①午前８時００分～午後４時００分 
         ②午前８時３０分～午後４時３０分 
         ③午前９時００分～午後５時００分 
   延 長 保 育：設定時間外は延長保育 

（４）保育内容 
◎子ども一人一人の心身の健やかな成長を目指して乳幼児の健康、心身の発達、情緒の安定 
を図り、それぞれの年齢の発達過程を理解し、個々の子どもの気持ちや思いを受け止めな 
がら、生き生きと主体的に活動できるよう日々の保育を実践。 

   ◎新型コロナウイルス感染症の状況がまだ不透明で園全体で行う親子行事については、令和

３年度も中止した。年齢クラスごとに縮小した親子レクを取り入れたた。 
保護者とクラス担任との面談を実施し、保護者との連携を深めた。 

   ◎特別活動については、感染症対策を徹底しながら活動を継続した。 
    リ ト ス ポ・・・音楽や道具を使用し、友だちと一緒に運動遊びを楽しむ。 
    もじかず遊び・・・プリント教材を中心に先生やお友だちと一緒に楽しく学んだ。 
    習 字 教 室・・・令和３年度から始めた習字教室（５歳児）でしたが、初めて見る書道



道具に関心を持ち名称を覚え、用具の扱い方を理解することができ、文字を書く事を楽し

んで取り組むことができた。 
（５）給食実施 

   ・栄養士による栄養管理を実施し、献立表、給食だよりを毎月発行 
   ・南部保健所へ栄養定期報告 
   ・毎日の給食を展示 
   ・食物アレルギー児への除去食・代替食対応 
   ・分園への給食運搬 
   ・延長保育利用に捕食提供 
   ※園内で新型コロナウイルス感染症の「陽性」者が出た為、休園及び弁当持参があった。 

そのため、給食費返金（３歳児以上）も発生した。 
 （６）健康管理 

○子どもの健康管理 

  ・新型コロナウイルス感染症防止対策について、保育室の換気、登園後の手洗いを徹底。 

   保護者には家庭での検温を実施、37.5℃以上の熱は家庭保育の協力をお願いした。 
実施事項 実施時期 配慮・確認事項 

視診 毎日（登園時） 家庭での様子を把握 

検温 登園後、午睡前後、その他 平熱を把握しておく 

身長・体重 月１回、各クラスで実施 記録を記入 

内科健診 5/13・10/21 保育園で実施 小児科医師    新垣 進先生 

歯科健診 5/19・5/20  保育園で実施 ファミリー歯科クリニック 前川一彦先生 

尿・蟯虫検査 5/10・10/12 業者へ提出 日本健康倶楽部 

○職員の健康管理 

実施事項 実施時期 配慮・確認事項 

健康診断 10/4 職員検診 日本健康倶楽部 

検 便 調理担当→毎月実施 日本健康倶楽部 

（７）安全管理 
 ・子どもたちに怪我のないように、遊具、設備の安全点検に努めた。 

・日常の保育のなかでは、交通道徳や避難訓練の意味を理解させながら、子どもたちの安全 
 管理に努めた。 

 ○園児傷害賠償保険加入 
 ○避難訓練→消火訓練を含む訓練、毎月１回実施。消防 119 番通報訓練、年２回実施 
 ○消防設備点検→年２回実施（植竹防災） 
 ○園舎警備→アルソック 
 ○発生した事故の再発防止に努めると共に、ヒヤリハットの情報を分析し未然防止に努めた。 

 
３. 保護者支援 

（１） 日常における支援 
親切丁寧に日常的なやりとりを心がけ、信頼関係を築くことで、家庭と同じ方向を向き、



子どもの育ちを援助する。 
（２） 関係機関との連携 

発達支援や育児不安など、より専門的な支援が必要な家庭には、外部機関の紹介や連携

を積極的に行い、子どもの健全な育ちと、育児に悩む保護者を援助する。 
（３） 地域子育て支援 

保育園見学・保育交流等はコロナ禍で中止 
 
４．職員の計画 
   ○行政、各種団体等主催の研修会、講演会、実技指導研修会等もコロナ禍の為、オンライン 

研修がメインとなったが職員の積極的な参加で自己のスキルアップができた。 
   ○職務会議以外でも、職員間での子ども理解の共有ができた。 
 
５．設備整備計画 

〇よりよい保育環境に配慮した環境整備では、園庭の安全整備を実施 
 
６．要望・苦情への対応 
   ○新型コロナウイルス感染症に職員・園児が罹患し園が休園となった。保健所も対応でき 

ないくらい沖縄県内に感染が拡大したが、保護者との情報交換やアプリ等での情報発信に

より保護者の理解も得ることができ協力ができた。  
 


