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Ⅰ．法人基本方針 

○ 事業目的 

児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の教育・保育事業を行うこと。 

 

○ 事業運営方針 

社会福祉法人清隆厚生会は、入園児童の心身ともに健やかな育成のため、最低

基準を超えた設備及び運営の向上に努めます。また各種の保育事業に取り組み、

入園児童、保護者及び地域への社会的責任を果たします。 

その際、より良い「家庭環境(子育て)」を支援するために、当法人施設を利用

される方に最善を尽くすことを誇りとします。 

 

 

Ⅱ．年度考察   

平成 29年度の法人会議は 5回の理事会、1回の評議員会、1回の監査会、１回

の役員情報交換会等が行われた。 

本年度は社会福祉法人改革に伴い、評議員会の開催を加えた新たな組織体系が

確立された。 

法人研修は 9回開催（別紙参照）され、大きな成果を上げつつあり、今後の処

遇改善によるキャリアアップにどうつなげるか、又それに呼応した幹部の在り方

も大きな議案になると考える。法人及び 3施設ともおおむね良好で苦情解決第三

者委員会、運営委員会、学校評価委員会、又、外部監査を小野寺会計事務所も適

正に行われていた。尚、県の監査があったが、そちらも良好であった。 

    職員確保については引き続き大変難しく、新規の職員は法人全体として 4名で

あり、年度途中の入園に対応できないため早期の確保が大切である。又産休等の

対応も苦慮する状態である。 

各施設の課題をクリアにしながら中長期計画を全面的に見直して法人理念に

沿って邁進していくことが重要と思われる。 

  

 

 

 

 



Ⅲ. 法人事業報告 

 【理事会】 

第 1回 平成 29年 5月 17日(水)19時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

理事出席数 6名 理事欠席数 0名 監事出席数 2名 監事欠席数 0名 

議 長 坂﨑 隆浩 議事録署名者 奈良 治男  田澤 明裕 

議 案 

第１号議案 理事委嘱及び監事の委嘱について  

第２号議案 平成２８年度福祉サービスの自己評価等について 

第３号議案 平成２８年度法人本部及び施設会計事業報告及び決算について 

第４号議案 平成２９年施設会計５月補正について 

 

第 2回 平成 29年 5月 27日(土)19時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

理事出席数 6名 理事欠席数 0名 監事出席数 2名 監事欠席数 0名 

議 長 坂﨑 隆浩 議事録署名者 奈良 治男  田澤 明裕 

議 案 第１号議案 理事長及び業務執行理事選任について 

 

第 3回 平成 29年 9月 8日(金)18時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

理事出席数 6名 理事欠席数 0名 監事出席数 2名 監事欠席数 0名 

議 長 坂﨑 隆浩 議事録署名者 奈良 治男  田澤 明裕 

議 案 
第１号議案 処遇改善について 

第２号議案 平成２９年度法人本部及び施設会計９月補正予算案について 

 

第 4回 平成 29年 12月 2日(土)17時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

理事出席数 6名 理事欠席数 0名 監事出席数 2名 監事欠席数 0名 

議 長 坂﨑 隆浩 議事録署名者 奈良 治男  田澤 明裕 

議 案 

第１号議案 定款細則の一部変更について 

第２号議案 平成２９年度法人本部及び施設会計１２月補正予算案について 

第３号議案 就業規則等の一部変更について 

 

第 5回 平成 30年 3月 26日(月)18時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

理事出席数 5名 理事欠席数 1名 監事出席数 2名 監事欠席数 0名 

議 長 坂﨑 隆浩 議事録署名者 奈良 治男  田澤 明裕 

議 案 

第１号議案 平成２９年度法人本部及び施設会計３月補正予算案について 

第２号議案 平成２９年度法人本部及び施設会計決算見込案について 

第３号議案 平成３０年度法人本部及び施設当初予算案及び事業計画案について 

第４号議案 各施設の契約について 

第５号議案 就業規則等の一部変更について 

 

【監事監査会】 

第 1回 平成 29年 5月 17日(土) 13時 00分 開催場所 法人本部(NOGこども園) 

理事出席数 3名 理事欠席数 3名 監事出席数 2名 監事欠席数 0名 

監事(業務関係主担当) 田澤 昭裕 監事(財務関係主担当) 奈良 治男 

事 項 
① 平成２８年度本部会計事業報告及び決算案について 

② 平成２８年度施設事業報告及び決算案について 

 



【評議員会】 

第 1回 平成 29年 5月 27日(土)17時 30分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

評議員出席数 8名 理事欠席数 0名 監事出席数 2名 監事欠席数 0名 

議 長 葛西 久志 議事録署名者 小川 光人  吉田 昌代 

議 案 

第１号議案 計算書類及び財産目録の承認について 

第２号議案 役員退任による改選について 

第３号議案 議事録署名人選任について 

 

【評議員選任・解任委員会】 開催なし 

 
【苦情解決第三者委員会】 

ＮＯＧＩこども園 

 

 
  こども園ひがしどおり 

第 1回 平成 30年 3月 29日(木) 12時 00分 開催場所 こども園ひがしどおり 
苦情解決第三者委員出席数 3名 苦情解決第三者委員欠席数 0名 

 
こども園こどまり 
第 1回 平成 29年 4月 25日(木) 18時 00分 開催場所 こども園こどまり 

苦情解決第三者委員出席数 2名 苦情解決第三者委員欠席数 0名 
  

第 2回 平成 30年 3月 7日(水) 16時 30分 開催場所 こども園こどまり 
苦情解決第三者委員出席数 2名 苦情解決第三者委員欠席数 0名 

 
【運営協議会】 
ＮＯＧＩこども園 

 

 
こども園ひがしどおり 

 
こども園こどまり 

第 1回 平成 29年 7月 7日(木) 18時 00分 開催場所 こども園こどまり 
運営協議会委員出席数 5名 運営協議会委員欠席数 0名 

 
第 2回 平成 30年 3月 7日(水) 17時 30分 開催場所 こども園こどまり 

運営協議会委員出席数 5名 運営協議会委員欠席数 0名 

第 1回 平成 29年 5月 20日(土) 13時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 
苦情処理第三者委員出席数 4名 苦情処理第三者委員欠席数 0名 

第２回 平成 30年 3月 10日(土) 13時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 
苦情処理第三者委員出席数 4名 苦情処理第三者委員欠席数 0名 

第 1回 平成 29年 5月 20日(土) 13時 30分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

運営協議会委員出席数 4名 運営協議会委員欠席数 0名 

第 2回 平成 30年 3月 10日(土) 13時 30分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

運営協議会委員出席数 4名 運営協議会委員欠席数 0名 

第 1回 平成 30年 3月 14日(水) 18時 00分 開催場所 こども園ひがしどおり 

運営協議会委員出席数 5名 運営協議会委員欠席数 2名 



 

【学校評価委員会】 

ＮＯＧＩこども園 

 

 

 

こども園ひがしどおり 

日 時 平成 30年 3月 14日（水）18時 30分 開催場所 こども園ひがしどおり 

学校評議員出席数 5名 学校評議員欠席数 0名 

 

こども園こどまり 
日 時 平成 30年 3月 7日(水) 18時 00分 開催場所 こども園こどまり 

学校評価委員出席数 5名 学校評価委員欠席数 0名 

 

【法人研修】 

第１回 平成 29年 5月 29日（火）10時 00分 開催場所 こども園ひがしどおり 

内 容 
「分野別研修について」 「アレルギー 生活管理指導表の見方」 

「安全管理について」  「感染症対策について」  

 

第 2回 平成 29年 6月 6日（火）9時 30分 開催場所 青森市 県民福祉プラザ 

内 容 
「新こども園教育・保育要領の概要について」 

「新こども園教育・保育要領解説」 

 

第 3回 平成 29年 9月 9日（金）13時 30分 

        10日（土） 
開催場所 こども園ひがしどおり 

内 容 「ことば」「かず」講演、演習、子育て講演会 講師：平山 許江 氏 

 

第 4回 平成 29年 7月 11日（火）10時 00分 開催場所 青森市民ホール 

内 容 マネージメント研修 ※事務局職員研修 

 

第 5回 平成 29年 8月 23日（水）10時 00分 開催場所 ＮＯＧＩこども園 

内 容 「障害児保育」「子育ての支援」 

 

第 6回 平成 29年 8月 28日（月）9時 45分 開催場所 岩手県 縢乃こども園 

内 容 「施設視察」「新こども園教育・保育要領解説」 

 

 

第 7回 平成 29年 9月 26日（水）－－－－－ 開催場所 こども園こどまり 

内 容 指導監査前日のため、開催中止 

 

第 8回 平成 29年 10月 30日(月)10時 00分 開催場所 中居林こども園 

内 容 「幼児教育・保育(全年齢児の公開保)」 

日 時 平成 30年 3月 10日(土) 14時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 
学校評価委員出席数 6名 学校評価委員欠席数 0名 



 

第 9回 平成 30年 1月 9日(火) 9時 50分 開催場所 青森市民ホール 

内 容 「新 要領・指針サポートブック研修」 

 

【事務局会議】 

第１回 平成 29年 5月 8日（月）17時 00分 開催場所 法人本部（NOGIこども園） 

参加者 

坂﨑隆浩（理事長） 坂﨑力紀（業務執行理事）  

椛沢香澄(理事) 椛沢伊知郎（法人事務局長） 

伊勢田牧子（法人事務局次長） 坂﨑奈央(事務局員) 

案 件 ○ 退職共済・経理規程等・決算・各種加算等について 

○ 理事会・評議員会の開催について 

 

第２回 平成 29年 9月 8日（金）16時 00分 開催場所 法人本部（NOGIこども園） 

参加者 
坂﨑隆浩（理事長）坂﨑力紀（業務執行理事） 椛沢香澄(理事) 

椛沢伊知郎（法人事務局長）伊勢田牧子（法人事務局次長） 

案 件 ○ 監査事前資料提出状況について 

 

第３回 平成 29年 12月 2日(土) 16時 00分 開催場所 法人本部(NOGIこども園) 

参加者 
坂﨑隆浩（理事長）坂﨑力紀（業務執行理事） 

椛沢伊知郎（法人事務局長）伊勢田牧子（法人事務局次長） 

案 件 ○ 定款細則等の確認について 

 

第４回 平成 30年 3月 26日（月）16時 00分 開催場所 法人本部（NOGIこども園） 

参加者 
坂﨑隆浩（理事長）坂﨑力紀（業務執行理事） 

椛沢伊知郎（法人事務局長）伊勢田牧子（法人事務局次長） 

案 件 ○ 次年度における処遇改善等加算について 

○ 苦情解決第三者委員・運営協議委員の選定について 

 

【外部監査】 

日 時 平成 29年 5月 16日（火） ―――― 開催場所  

独 立 

監査人 
小野寺高 公認会計士事務所 公認会計士 小野寺 高 

 

【その他】 

－社会福祉充実計画策定等に係る説明会－ 

日 時 平成 29年 4月 26日（水）13時 00分 開催場所 青森市 福祉プラザ 

参加者 坂﨑隆浩（理事長） 坂﨑力紀（業務執行理事） 

 



－青雄友の会 ４０周年記念式典－ 

日 時 平成 29年 4月 28日（金） 開催場所 ホテル青森 

参加者 坂﨑隆浩（理事長） 坂﨑力紀（業務執行理事） 

 

－木村太郎氏を偲ぶ会－ 

日 時 平成 29年 9月 12日（火）13時 00分 開催場所 スポーツプラザ藤崎 

参加者 坂﨑力紀（業務執行理事）椛沢伊知郎（法人事務局長） 

 

－平成２９年度法人採用試験－ 

日 時 平成 29年 10月 27日（金）9時 00分 開催場所 青森市民ホール 

参加者 

坂﨑隆浩（理事長） 椛沢香澄(こども園こどまり園長) 

椛沢伊知郎（こども園こどまり副園長） 中西久美子(こども園ひがしどお

り副園長) 佐藤真奈美(こども園ひがしどおり教頭)伊勢田牧子 

 

－雇用均等関係法令に基づく調査－ 

日 時 平成 29年 12月 5日（火）13時 15分 開催場所 五所川原労働基準監督署 

参加者 坂﨑力紀（業務執行理事） 

 

－法人役員情報交換会－ 

日 時 平成 29年 12月 2日（土）19時 00分 開催場所 六海亭(五所川原) 

参加者 15名(理事・監事・評議員・法人事務局・その他役員) 

 

 

－その他－ 

① 平成 29年 4月 1日：職務辞令 発令 

② 平成 29年 4月 1日：昇給通知書 発令 

③ 平成 29年 6月 10日：社会福祉法人変更登記申請書 提出（青森地方法局） 

④ 平成 29年 6月 26日：学校法人等基礎調査 提出 

⑤ 平成 29年 6月 26日：公益法人等の損益計算書等の提出書 提出 

⑥ 平成 29年 7月 28日：社会福祉法人清隆厚生会職員採用試験実施要項の送付 

⑦ 平成 29年 8月 7日：社会福祉法人現況報告書 提出（青森県知事） 

⑧ 平成 29年 9月 8日：社会福祉法人等指導監査 事前資料 提出 

⑨ 平成 30年 1月 23日：雇用均等関係法令に基づく調査 是正報告書 提出 

⑩ 平成 30年 2月 2日：社会福祉法人等指導監査指摘事項是正改善報告書 提出 

 

 



Ⅵ. 役員状況 

【理 事】就任：平成 29 年 5 月 28 日（任期 2 年） 

坂﨑隆浩 木村和彦 澤田悦志 寺山博通 椛沢香澄 坂﨑力紀 

    

【監 事】就任：平成 29 年 5 月 28 日（任期 2 年） 

奈良治男 田澤明裕 

 

【評議員 】就任：平成 29 年 4 月 1 日（任期 4 年後の会計年の内、最終の定時評議
委員会の終結まで） 

葛西久志 小川光人 佐野毅 竹浪正顕 三浦俊一 吉田昌代 小松清春 葛西紀子 

 

【苦情解決第三者委員】就任：平成 28 年 4 月 1 日（任期 2 年） 

NOGI こども園 

小川光人(青森市) 三浦俊一(鶴田町) 田澤明裕(鶴田町) 吉田昌代（鶴田町） 

こども園ひがしどおり 

椛沢幸苗(八戸市) 橋本健一(東通村) 奥島ちえ子(東通村) 

こども園こどまり 

小松清春（中泊町） 葛西紀子（中泊町） 

   

【運営協議委員】就任：平成 28 年 4 月 1 日（任期 2 年） 

NOGI こども園 

小川光人(青森市) 田澤明裕(鶴田町) 吉田昌代（鶴田町） 父母の会会長 他 

こども園ひがしどおり 

椛沢幸苗(八戸市) 橋本健一(東通村) 奥島ちえ子(東通村) 父母の会会長 他 

こども園こどまり 

小松清春（中泊町） 葛西紀子（中泊町）父母の会会長 前保護者等 

 

 

【評議員選任・解任委員】就任：平成 29 年 3 月 4 日 

  浅利忠志（外部委員）寺山富士則（外部委員）葛西久志（監事）奈良治男（監事） 

椛沢伊知郎（法人事務局員）伊勢田牧子（法人事務局員） 

退任：平成 28 年 3 月 31 日 葛西久志 

就任：平成 29 年 4 月  1 日 田澤昭裕（任期残任期間） 

 

【法人事務局】 

 椛沢伊知郎（事務局長）伊勢田牧子（事務局次長）椛沢香澄（事務局員） 

 坂﨑力紀（事務局員）坂﨑奈央（事務局員） 

 

 

 

Ⅴ. 運営組織 

  別紙参照 

 

 

 

Ⅵ. 決算案 

別紙参照 

  



 

別紙 運営組織 


