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社会福祉法人からしだね 令和 3年度事業報告 

 

総括 

前年度に引き続き新型コロナウィルス感染症の勢いは収まらず、特にオミクロン株において

は 10歳以下の子どもや家庭内感染が顕著であり、各園ともに園児や職員の感染者が出て、一斉

休園を余儀なくされた。政府による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間が長く続き、

法人の行事としての職員研修や、からしだねフェスティバルは昨年に続き中止せざるを得なく

なった。  

1981 年に職員住宅として購入した梅田 5 丁目住宅の借地権契約満了に伴い、契約更新を行わ

ず、老朽化している建物を取り壊して借地権を売却した。  

理事会は 4回開催され、そのうちの 3回は Zoomによるオンラインで、1回は対面で行われた。

定時評議員会は対面で行われた。 

 

【１】役員 （令和 4年３月 31日現在） 

理事  春見静子 古賀正典 加藤正仁 廣岡和明 加藤満子 鈴木伸国 6名 

        （任期：令和３年 6月 18日～令和５年度定時評議員会終結時） 

評議員 佐久間勤 栃本一三郎 香川澄子 前田恭子 前之園幸一郎 渡邉義也、角

田祥子 7名 

 （任期：令和３年 6月 18日～令和７年度定時評議員会終結時） 

監事  赤塚光子 石橋光朗 2名 

（任期：令和３年 6月 18日～令和５年度定時評議員会終結時） 

【２】事業  

１）保育所 うめだ「子供の家」の運営 

２）障害児発達支援センター うめだ・あけぼの学園の運営 

３）保育所 足立区立青井保育園の運営（指定管理） 

４）地域公益事業 子ども食堂「じぃじハウス・ばぁばキッチン」 無料塾「じぃばぁ無料

塾]の運営 

【３】 評議員会・理事会の開催状況 

1）令和 3年度 第 1回理事会（Zoomによる） 

日 時 令和３年 6月 2日（水） 14時－16時 

出席者 理事：春見静子 加藤正仁 廣岡和明 加藤満子 鈴木伸国 古賀正典 6名 

    監事：石橋光朗 赤塚光子 2名 

欠席者 なし 

決議事項 

第 1号議案 令和２年度最終補正予算案の承認 

第 2号議案 平成２年度事業報告の承認 

第 3号議案 平成２年度計算関係書類及び財産目録の承認（監事による監査報告） 

第 4号議案 次期役員（理事、監事）候補者の推薦 
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第 5号議案 次期評議員候補者の推薦 

第 6号議案 次期評議員選任・解任委員の選任 

第７号議案 令和 3年度定時評議会の招集 

第８号議案 梅田 5丁目住宅借地権売却 

  報告事項  

   理事長の職務執行状況の報告 

2）令和３年度定時評議員会 

   日 時 令和 3年 6月 18日（金）15時~16時 30分 

   場 所 千代田区紀尾井町７－１ S Jハウス 

   出席者 佐久間勤 栃本一三郎 小坂礼子 香川澄子 渡邉義也 7名中 5名出席 

欠席者 前之園幸一郎 前田恭子 

決議事項  

第 1号議案 令和 2年度計算書類及び財産目録の承認 

第 2号議案 理事 6名及び監事 2名の選任 

 報告事項 

  令和 2年度事業報告 

３）令和３年度第２回理事会 

日 時 令和３年６月 18日(金) 17時～17時 20分 

場 所 千代田区紀尾井町７－１ SJハウス 

出席者 理事 春見静子 加藤正仁 古賀正典 廣岡和明 鈴木伸国 加藤満子 6名 

監事 赤塚光子 1名 

欠席者 監事 石橋光朗 1名 

  議 題 

審議事項 

 理事長の選任 

４）令和３年度第 3回理事会（Zoomによる） 

日 時 令和３年 10月 29日（金） 10時―11時 15分 

出席者 理事 春見静子 加藤正仁 廣岡和明 加藤満子 鈴木伸国 古賀正典 6名 

     監事 石橋光朗 赤塚光子 2名 

欠席者 なし 

   議題 

   決議事項 

第 1号議案 令和 3年度第１次補正予算の承認 

    第 2号議案 各施設就業規則等の改定の承認 

   報告事項 

    理事長の職務執行状況の報告 

    社会福祉法人からしだね指導監査の報告 

５）令和 3年度第 4回理事会（Zoomによる） 
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日 時 令和 4年 3月 4日 

出席者 理事 春見静子 加藤正仁 廣岡和明 加藤満子 鈴木伸国 古賀正典 

    監事 赤塚光子  

欠席者 監事 石橋光朗 

議題 

決議事項  

第 1号議案 令和 3年度第 2次補正予算の承認 

第 2号議案 令和 4年度事業計画と当初予算の承認 

第 3号議案 育児・介護休業に関する規則の改定 

第 4号議案 給与規程の改定（うめだ「子供の家」） 

第 5号議案 苦情解決第三者委員の選任 

第 6号議案 役員等賠償責任保険契約 

報告事項 

理事長の職務執行状況の報告 

日程確認 

【４】地域公益活動 

「じぃじハウスばぁばキッチン」「じぃばぁ無料塾」の運営（足立区への報告資料より） 

じぃじハウス・ばぁばキッチン。無料塾の報告    

    社会福祉法 からしだね  
      

  実績、成果等               

 事業の目的 
１ 貧困、保護者の就労、孤食の子どもに食事と居場所を提供する 

２ 貧困の連鎖を断ち切り、進学の機会が得られるような学習支援              

事業実績     

（具体的に） 

【子ども食堂】 

開催回数 48回 利用者数 子ども 331人、大人 168人 

利用者の状況 幼児 2人 小学生 4人 中学生 3人 高校生 1人 

利用者の多くがシングル家庭である 

【無料塾】 

開催回数 50回 利用者 324人(延べ) 高 2(2)高１(1)中３(2)中

2(2)中 1(2)小 6(1)小 3(1)小 2(1) 計 12人  支援者 213人(延

べ)                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

事業従事者の構成

（スタッフ） 

【子ども食堂】調理担当 5人子ども担当 4人 

【無料塾】ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 20人         

 

 

 

事業の成果、効果 

【子ども食堂】新型コロナウィルス感染により、特に母子家庭では

経済的なダメージが大きく、毎週の食事の提供と折々の物品配布が

家計を助けることになった。 
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【無料塾】2名が高等学校に入学した。中間・期末テストの準備を

手伝った。外国籍の子どもに対しては、にほんごの指導に加えてｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝの場を提供することができた。子どもの学習ニーズに応じ

て、マンツーマンの対応を行った。 

 

 

 

次年度以降の事業

予定 

子ども食堂、無料塾共に次年度も同様の規模のｽﾀｯﾌ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで継続する。

毎月の第 2土曜日の食堂は現在休止中であるが、継続するかどうかを民生

児童連絡協議会と話し合う。 

 

 

 

 

 

【５】その他特記事項 

１） 評議員選任・解任委員：石橋光朗 中山佳子 佐野紘己 

 （任期：令和３年 6月 18日～令和７年度定時評議員会終結時） 

    ・評議員選任・解任委員会：R3年 6月 2日、議題 評議員 7名の選任について 

２） 苦情解決第三者委員：前田恭子 川島恵美子 青柳恵美 

 （任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日） 

    ・苦情解決第三者委員連絡会：R3年 7月 16日 

 ３） 梅田５丁目住宅借地権売却 

 ・1981年に職員住宅として購入した梅田５丁目住宅（敷地 19.5坪、購入金額 2530 

万円）を、40年間の借地権契約更新に伴い売却した。 

    ・売却金額 1050万円、解体工事等費用 542万円、差引 508万円。 

４） 足立区による指導監査（法人本部）、実地検査（あけぼの学園）の実施 

 ・指導監査実施日：R３年 9月 29日 ⇒文書指摘なし 

 ・実地検査実施日：R３年 11月 17日 ⇒文書指摘なし 

           以上 

子ども食堂収支計算書（社会福祉法人からしだね） 期間：2021/4～2022/3/31迄

科目 金額 適用 科目 金額 適用

寄付金 532,000       29件 材料費 269,978       食事材料

補助金 500,000       ｷｭｰﾋﾟｰ,ｵﾘｯｸｽ 消耗品 71,475         台所用品他

雑収入 145,210       募金箱 水道光熱費 97,431         4月～3月払分

受取利息 28                足立成和信金食堂 雑費 256,185       冷蔵庫ﾘｰｽ料他

保険 11,290         傷害保険

保守料 39,069         電気,消防,EV保守

修繕費 -                  

手数料 990              振込手数料他

合計 1,177,238    合計 746,418       

差引残高 430,820       

収入 支出


