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 学童保育所 みらい平成２９年度 豊明会 定時総会 

 

開催日：平成 29 年 6 月 9 日（金曜日） 時間：午後 7 時～ 場所：学童保育所みらい 

総会次第             

①開会挨拶：沢田 ②議長選任ならびに挨拶：沢田→町田 

③平成 28 年度事業報告：田島 ④平成 28 年度会計報告：小泉 

⑤平成 28 年度監査報告：幹事（監査） ⑥平成 29 年度事業計画：田島 

⑦平成 29 年度予算：小泉 ⑧役員改選：町田 ⑨質疑応答：町田 

⑩議事の承認 ⑪議長解任：町田→沢田 ⑫閉会挨拶：沢田 

保護者と指導員の懇談会 田島 

 

平成２８年度事業報告書 

１ 年間開設日数  

１）年間開設日数  ２９２日（うち土曜日：５１日  日曜日：１日ｷｬﾝﾌﾟ）                       

２）休所日  ：・毎週日曜日・祝日・夏休み３日（お盆休み 8/13～15）・年末・年始各３日  

  ３）開設時間：平日     １１時００分～１９時００分（ ８．０時間） 

          休校日、土曜日 ７時３０分～１９時００分（１１．５時間） 

２ 登録児童数（年間平均人数） 

区 分 １～３年 ４～６年 その他 合計 

児童数 ４２ ２８ ０ ７０ 

３ 放課後児童指導員配置数（人） 

児童の遊びを指導する者（児童厚生員）有資格者 その他の職員 計 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

２人 １人 ０人 ２人 ２人 ３人 

４ 行事実施状況 

行事等の名称 実施日 実施場所 参加人数 内容等 

新入児童歓迎会 ４月１日 上野動物園 ６５ JRで上野恩賜動物園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟごとに自由行動 卒所式 ４月８日 みらい ５６ 手作ｲﾁｺﾞ大福で卒所を祝う 

４月お誕生日会 ５月 28日 みらい ５９ ４月生れ学童を祝う会 

こどもの日お祝 ５月６日 みらい ４９ 柏餅手作りでお祝い 

入所式 ５月 12日 みらい ５１ 児童が作った折紙のﾈｯｸﾚｽを

新入所者に掛ける ５月お誕生日会 ５月 26日 みらい ４８ ５月生れ学童を祝う会 

６月お誕生日会 ６月 30日 みらい ４５ ６月生れ学童を祝う会 

七夕祭り ７月７日 みらい １７ 七夕を飾りお祝い会 

本庄祭り ７月 16日 本庄市街 ２２ 泉町自冶会の祭り参加 

７月お誕生日会 ７月 28日 みらい ６１ ７月生まれ学童を祝う会 

昼食会 ７月 21日 

7月 28日 

８月４日 

みらい ６１ 

６２ 

２９ 

料理作りと食事会：カツ丼 

   〃    ：三色丼 

   〃    ：牛丼 
お泊りｷｬﾝﾌﾟ ７月 30日 

～31日 

大滝村つちうち

ち 

ｷｬﾝﾌﾟ場 

６２ 魚つかみ、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、川遊び

ｶﾞﾛｰ宿泊 

（保護者の参加３名） 
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行事等の名称 実施日 実施場所 参加人数 内容等 

素麺流し ８月９日 みらい ６１ 素麺を流して食べる 

ﾃﾞｨｰｷｬﾝﾌﾟ ８月 18日 故郷の森公園 ５８ 飯盒炊飯、昼食作りﾞ 

ﾌﾟｰﾙ遊び ８月 23日 温水ﾌﾟｰﾙ ６６ 六供ﾌﾟｰﾙで水遊び 

お楽しみ会 ８月 26日 みらい ５９ 食事会、ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎に屋台で販

売、その他 ８月お誕生日会 ８月 29日 みらい ６２ ８月生れ学童を祝う会 

お月見会 ９月 15日 みらい ５８ 団子を手作り 

９月お誕生日会 ９月 29日 みらい ５７ ９月生れ学童を祝う会 

10月お誕生日会 10月 27 日 みらい ５２ 10月生れ学童を祝う会 

ﾊﾛｰｳｲﾝﾊﾟｰﾃｨｰ 10月 31日 みらい ５２ ﾊﾛｳｲﾝのかぼちゃを加工 

親子ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 11月 12日 みらい ５３ みらいの庭で保護者主催の焼

肉等のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 七五三の祝い 11月 15日 みらい ４８ 赤飯７才児のお祝い 

11月お誕生日会 11月 24日 みらい ５０ 11月生れ学童を祝う会 

ｽｹｰﾄ遊び 12月 18日 ｽｹｰﾄｾﾝﾀ ４２ 伊勢崎ｽｹｰﾄ場でｽｹｰﾄ遊び 

12月お誕生日会 12月 24日 みらい ４８ 12月生れ学童を祝う会 

ｸﾘｽﾏｽ会 12月 25日 みらい ３７ ｸﾘｽﾏｽのお祝い会 

歌って新年会 １月４日 藤岡 ４６ 皆で歌って新年会 

ﾌﾟｰﾙ遊び １月６日 温水ﾌﾟｰﾙ ４３ 六供温水ﾌﾟｰﾙでの遊び 

お餅つき会 １月 14日 みらい ４９ お餅つきと昼食 

１月お誕生日会 １月 26日 みらい ４６ １月生れ学童を祝う会 

節分豆まき ２月３日 みらい ４９ 鬼役に豆（菓子）をまく 

２月お誕生日会 ２月 24日 みらい ４６ ２月生れ学童を祝う会 

雛祭り ３月２日 みらい ４６ 桜餅とおいなりさんを手作り

昼食 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ３月４日 群馬の森 ２７ 自転車で群馬の森へ 

３月お誕生日会 ３月 29日 みらい ５０ ３月生れ学童を祝う会 

 

５ その他の事業 

1)安全・衛生関係 

  ・防犯ｶﾒﾗの定期点検（ｶﾒﾗ：室内 2ヶ所、屋外 2ヶ所、約 1 ｹ月録画等） 

  ・浄化槽清掃、修理 ・腸内細菌」、ﾉﾛｳｲﾙｽ検査」（毎月） 

 

2)職員の教育訓練(研修会) 

  ・28年度 放課後児童支援員認定資格研修 9/5、17、18 10/2 ｸﾚｱﾝｸのす：田島 

  ・第 41回 全国学童保育指導員学校 6/19 茨城県武道館：田島、沢田 

  ・28年度 放課後児童ｸﾗﾌﾞ障害児担当支援員研修会 7/12 うらわ市民会館：伊藤、丸木 

  ・28年度 子どもの心のｹｱｾﾐﾅｰ 7/22 さいたま共済会館：沢田 

  ・自閉症支援ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 7/22 さいたま市民会館：田島 

  ・発達障害の基礎理解 8/1 熊谷さくらめいと：田島、岡田 
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  ・28年度 子どもの心のｹｱ研修会 8/19 さいたま共済会館：沢田 

・ひきこもり、不登校等に関する研修会 8/26 早稲田ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ：田島 

  ・28年度 全国学童保育研究集会 in愛知 全体会議 10/29愛知県体育館 

                       分科会  10/30金城学院大学：田島 

  ・28年度 埼玉県放課後児童支援員研修会 11/13 埼玉県立大学：田島、丸木 

  ・28年度 全国子どもの健全育成ﾘｰﾀﾞｰ養成ｾﾐﾅｰ 

     子どもの力、遊びの力、地域の力  12/17～18 東京国際交流館：田島 

  ・28年度 全国子どもの心の問題に関する研修会 12/１ 早稲田ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ：田島 

  ・第 38回 埼玉県学童保育実践交流会 全体会議 2/26国立女性教育会館：沢田、丸木 

  ・28年度 放課後児童ｸﾗﾌﾞ新任支援員研修会 3/11 かぞ市民ﾌﾟﾗｻﾞ：宮崎 

 

3)福利厚生 

  ・正規職員定期昇給の実施、指導員賞与支給（年間 3か月） 

  ・健康診断（正規職員：日帰り人間ﾄﾞｯｸ ﾊﾟｰﾄ職員：胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ健康診断） 

  

4)保険加入 

  ・事業活動総合保険（火災、落雷、破裂または爆発、風災、雹災、雪災） 

    設備、什器等＝３００万円 

  ・損害賠償保険：身体１名＝１億円 １事故＝１億円 財物１事故＝１千万円 

・傷害保険（学童の傷害）注：無記名で登録 

障害死亡＝１００万円 入院保険金日額＝１，５００円（１８０日限度） 

通院保険金額日額＝１，０００円（９０日限度） 

 

5)役員会（日付以降の項目は、主要議題） 

 ・6/24 ・47/22（ｷｬﾝﾌﾟ説明会） ・9/9 10/2 ・10/21（ﾊﾞｰﾍﾞｰｷｭｰ運営）  

・10/28（上期業務、会計監査） ・11/18 ・12/9 ・2/10 ・3/10 

 

6)総会 

 ・定時総会：年５月２０日 ・上期報告会（総会）：１１月１２日 

  

7)職員（指導員） 

   正規職員：田島 宏美（平成 18年 4月～）  沢田 三恵子（平成 18年４月～） 

ﾊﾟｰﾄ職員：高野 明子（平成 22年 6月～）  伊藤 美香（平成 22年 3月～） 

丸木 重子（平成 26年 12月～）  岡田 理香子（平成 28年 3月～） 

         宮崎 菜緒（平成 28年 12月～）  日向 初子（平成 29年 3月～） 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ職員：圷 啓一（平成 28年 7月～）  柴崎 真杜（平成 27年 7月～） 

    ﾊﾟｰﾄ職員：渡木彩奈（平成 26年 6月～平成 29年 4月退職） 

    ﾊﾟｰﾄ職員：矢口 奈美子（平成 29年 3月～新規採用） 
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６ 平成２８年度決算 

歳入

29年度予算 適用

1,861,275 27年度繰越金

12,286,532 本庄市委託料（25-28年度処遇改善補助金を含む）

120,000 正規職員社会保険料の補助費

78,000 新規入所時の入所料（6,000円→3,000円/1人減額）28年度より

5,407,850 学年ごとの基準保育料（各学年料金減額改定）

1,811,740 後払い、延長、土曜日保育の追加料（休校日追加無料改訂）

7,297,590

21,000 入所者豊明会入会金（兄弟入所時は、無料）1,000円/1家庭

743,360 ｷｬﾝﾌﾟ、遠足などの特別行事の参加料

81 利息

22,329,838

歳出

29年度予算 適用

11,260,734 指導員支払給与（処遇改善を含む）

139,542 事業主負担分

945,358 事業主負担分

180,000 退職時退職金の準備積立

78,643 各種研修会参加費用

福利厚生費 28,004 指導員の人間ﾄﾞｯｸ、健康診断費用

12,632,281

1,112,870 おやつ材料等

56,242 雑誌、本、遊びの教材

437,441 一般的な消耗品

254,740 設備、備品類の更新、新設等

1,446,480 建物の賃借料（28年度より減額）

1,216,842 ｷｬﾝﾌﾟ、遠足、ﾌﾟｰﾙ遊び、ｽｹｰﾄ他

357,601 電気、ｶﾞｽ料金

196,032 固定電話、携帯電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、交通費

405,750 火災、傷害、賠償損害保険(22,640円）

42,880 近隣挨拶等

37,800 建屋、構築物、遊具等の修理

208,173 救急用品、その他

1,000,000 大型修繕、その他の積立

6,772,851

81,975 前払い料金の清算金（登所日数の少ない、登所なしの場合など）

2,842,731 29年度への繰越金

22,329,838

委託料

社会保険補助費

項目

前年度繰越金

追加料

合計

豊明会費

保育料

入所金

保育料

合計

項目

行事参加費

雑収入

退職金引当金

研修費

人件費

給与

労働保険料

合計

設備/備品費

賃貸料

教材費

消耗品費

交際費

修繕費

特別行事費

水道光熱費

社会保険料

通信運搬費

保険料

合計

保育料返金

衛生費

予備費・積立金

事業費

おやつ代

繰越金

合計
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平成２８年度監査報告 

平成２９年５月１９日に学童保育所みらいの平成２８年度業務ならびに収支について、豊明会町田

会長および田島幹事、沢田幹事（指導員）ならびに渡邊副会長、小泉副会長兼会計幹事立ち会いのも

とに監査を行いました。次のとおり報告いたします。 

１. 監査方法の概要 

 下記資料等を照合し､必要に応じ立ち会い者に説明を求めて調査しました。 

１）平成２８年度業務：勤務記録、施設日常・月間点検記録、勤怠・年次休暇管理記録、健

康ｶｰﾄﾞ、月・日保育簿、延長保育記録、登録簿、行事報告、研修会参加記録、保育契約

書、本庄市・埼玉県提出資料、その他 

2) 平成２８年度収支：収支決算監査のための帳簿（２８年度収支決算集計表、入金・出金

の記録簿、運営費入金・出金記録簿、賃金支払簿、保育料請求・入金記録）および領収

書綴り、預金通帳、その他 

２.監査結果および意見 

   業務ならびに収支に関する関係資料への記載ならびに保管は正確で、業務ならびに収支はすべ

て適正であります。 

                               平成２９年５月１９日 

豊明会幹事：坂上則子 並木由香 平井美佐子 逸見小百合     

 

 

２８年度役員名簿 

役職名 氏  名 備考 担当行事・その他 

会長(代表) 町田 礼子 

賛助会員 

 

副会長 
渡邊 豊 

小泉 利雄 

幹事 

（監査） 

坂上 則子 

保護者  

並木 由香 

日向 朋美 

平井 美佐子 

逸見 小百合 

田島 宏美 
指導員 行事全般 

沢田 三恵子 

会計（兼務） 小泉 利雄 賛助会員 会計処理全般 
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平成２９年度事業計画書(案) 

１ 年間開設日数 

１）年間開設日数  ２９３日（うち土曜日 ５０日  日曜日 １日）                       

２）休日 ・毎週日曜日・祝日・夏休み３日（お盆休み 8/13～15）・年末・年始３日  

  ３）開設時間：平日      １１時 ００分～１９時 ００分（ ８．０時間） 

         休校日、土曜日  ７時 ３０分～１９時 ００分（１１．５時間） 

２ 登録児童数（年間平均人数） 

区 分 １～３年 ４～６年 その他 合計 

児童数 ３８ ２５ ０ ６３ 

３ 放課後児童指導員配置数（平均人数） 

児童の遊びを指導する者（児童厚生員）有資格者 その他の職員 計 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

２人 １人 ０人 ２人 ２人 ３人 

４ 行事実施予定 

行事等の名称 実施予定日 予定場所 内容等 

新入児童歓迎会 ４月 ４日 
しながわ水

族館 
公共交通機関でしながわ水族館へ 

卒所式 ４月１０日 みらい 手作りｲﾁｺﾞ大福で卒所を祝う 

入所式 ５月１５日 みらい 児童折紙ﾈｯｸﾚｽを作り新入所者に掛ける 

４月お誕生日会 ５月２４日 みらい ４月生れ学童を祝う会 

こどもの日お祝い ５月 ２日 みらい 柏餅手作りでお祝い 

５月お誕生日会 ５月２９日 みらい ５月生れ学童を祝う会 

６月お誕生日会 ６月  日 みらい ６月生れ学童を祝う会 

七夕祭り ７月 ７日 みらい 七夕を飾りお祝い会 

本庄祭り ７月１５日 本庄市街 泉町自冶会の祭り参加 

７月お誕生日会 ７月 ７日 みらい ７月生まれ学童を祝う会 

ｷｬﾝﾌﾟ 
７月２９日 

～３０日  
赤城ｷｬﾝﾌﾟ場 

魚つかみどり、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、川遊び、ﾊﾞﾝｶﾞ

ﾛｰ宿泊 

ﾃﾞｨｰｷｬﾝﾌﾟ ８月２２日 未定 飯盒炊飯、昼食作りﾞ 

素麺流し ８月１７日 みらい 素麺を流して食べる 

ﾌﾟｰﾙ遊び ８月２４日 ﾌﾟｰﾙ ﾌﾟｰﾙで水遊び 

昼食会 

７月２７日 

８月 ３日 

８月１０日 

みらい  料理作りと食事会 

８月お誕生日会 ８月  日 みらい ８月生れ学童を祝う会 

お楽しみ会 ８月２５日 みらい 食事会、ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎に演芸 

９月お誕生日会 ９月  日 みらい ９月生れ学童を祝う会 

お月見会 ９月  日 みらい 団子を手作り 

10月お誕生日会 １０月 日 みらい 10月生れ学童を祝う会 

ﾊﾛｰｳｲﾝﾊﾟｰﾃｨｰ １０月 日 みらい ﾊﾛｳｲﾝのかぼちゃを加工 
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行事等の名称 実施予定日 予定場所 内容等 

親子ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ １１月 日 みらい みらいで保護者主催の焼肉等のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 

七五三の祝い １１月 日 みらい 赤飯７才児のお祝い 

11月お誕生日会 １１月 日 みらい 11月生れ学童を祝う会 

ｸﾘｽﾏｽ会 １２月 25日 みらい ｸﾘｽﾏｽのお祝い会 

ｽｹｰﾄ遊び １２月 日 ｽｹｰﾄｾﾝﾀ 伊勢崎ｽｹｰﾄ場でｽｹｰﾄ遊び 

12月お誕生日会 １２月  日 みらい 12月生れ学童を祝う会 

お餅つき会 １月  日 みらい お餅つきと昼食 

ﾌﾟｰﾙ遊び １月  日 温水ﾌﾟｰﾙ 六供温水ﾌﾟｰﾙでの遊び 

１月お誕生日会 １月  日 みらい １月生れ学童を祝う会 

節分豆まき ２月  日 みらい 鬼役に豆（菓子）をまく 

２月お誕生日会 ２月  日 みらい ２月生れ学童を祝う会 

雛祭り ３月  日 みらい 桜餅とおいなりさんを手作り昼食 

３月お誕生日会 ３月  日 みらい ３月生れ学童を祝う会 

歌って新年会 １月  日 藤岡 皆で歌って新年会 

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ２月  日 群馬の森 自転車で群馬の森へ 

 

５．関係役員会  

・行事：６月（ｷｬﾝﾌﾟ） ９月（親子ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ） １月（餅つき会） その他 

 ・定期役員会：行事役員会開催月を除き適宜開催 

 

６．保育料等 

  ・基準額（学年により異なります）、おやつ代、施設費・保険料の変更はありません（28年度よ

り減額改訂しました） 

 

７．その他 

  ・７月１４日：7月２９日～３０日開催予定のｷｬﾝﾌﾟ説明会をｷｬﾝﾌﾟ参加予定児童の保護者に行い

ます。 
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２９年度予算（案) 

歳入

29年度予算 適用

2,842,731 28年度からの繰越金

12,000,000 本庄市委託料（25-29年度処遇改善補助金）

120,000 正規職員社会保険料の補助費

60,000 新規入所時の入所料3,000円/1人

4,867,000 学年ごとの基準保育料（各学年料金減額改定）

1,630,000 後払い、延長、土曜日保育の追加料（休校日追加無料改訂）

6,557,000

14,000 入所者豊明会入会金（兄弟入所時は、無料）1,000円/1家庭

669,000 ｷｬﾝﾌﾟ、遠足などの特別行事の参加料

0

22,202,731

歳出

29年度予算 適用

11,824,000 指導員支払給与（処遇改善を含む）

147,000 事業主負担分

993,000 事業主負担分

180,000 退職時退職金の準備積立

80,000 各種研修会参加費用

福利厚生費 100,000 指導員の健康診断費用

13,324,000

1,200,000 おやつ材料等

57,000 雑誌、本、遊びの教材

500,000 一般的な消耗品

255,000 設備、備品類の更新、新設等

1,500,000 建物の賃借料（28年度より減額）

1,216,900 ｷｬﾝﾌﾟ、遠足、ﾌﾟｰﾙ遊び、ｽｹｰﾄ他

358,000 電気、ｶﾞｽ料金

197,000 固定電話、携帯電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、交通費

500,000 火災、傷害、賠償損害保険(22,640円）

43,000 近隣挨拶等

38,000 建屋、構築物、遊具等の修理

209,000 救急用品、その他

1,500,000 道路補修工事費、大型修繕

7,573,900

82,000 前払い料金の清算金（登所日数の少ない、登所なしの場合など）

1,222,831 30年度への繰り越し

22,202,731

繰越金

合計

通信運搬費

保険料

合計

保育料返金

衛生費

工事費、予備費

事業費

おやつ代

人件費

給与

設備/備品費

賃貸料

教材費

消耗品費

交際費

修繕費

特別行事費

水道光熱費

社会保険料

退職金引当金

合計

項目

行事参加費

雑収入

研修費

労働保険料

合計

合計

豊明会費

保育料

入所金

保育料

追加料

委託料

社会保険補助費

項目

前年度繰越金
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２９年度役員名簿（案） 

役職名 氏  名 備考 担当行事・その他 

会長(代表) 町田 礼子 

賛助会員 

 

副会長 
渡邊 豊 

小泉 利雄 

幹事 

（監査） 

 

保護者 
担当行事は役員会で決定い

たします 

 

 

 

 

田島 宏美 
指導員 行事全般 

沢田 三恵子 

会計（兼務） 小泉 利雄 賛助会員 会計処理全般 

 
 
 

学童保育所みらい 保育
ほ い く

方針
ほうしん

 
 

・こども達の主体性、個性を大切にする。 

・保護者とこども、指導員三者が密な連絡を取り合う。 

・地域との関わり合いを大切にする。 

・怪我などが無いよう安全に心掛ける。 

・思いやりのある心を育てる。 

・基本的な集団生活習慣を身につける。 
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ﾒﾓ 


