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はじめに 

 

子育てを取り巻く状況は、急速な少子化の進行や共働き家庭の増加に伴う低年齢

児保育ニーズの増加、核家族化の進展などにより変化し続けています。こうした社

会環境の変化に伴う課題の多様化や、地域における子ども・子育て支援ニーズの高

まりへの対応が求められています。 

こうした中、安城市では、令和元年度に設置された「安城市公立保育所等経営審

議会」の答申を踏まえ、令和２年４月に「改訂版安城市保育園等運営方針」が策定

されました。 

この方針では、保育園などが引き続き地域における拠点的役割を担うなど、市が

責任を持って対応する一方で、新たなサービスの担い手として、民間の柔軟性を取

り入れた運営を期待できる社会福祉事業団を設立し、一部の公立保育園等を運営す

ることが示されました。 

この方針のもと、安城市こども未来事業団は、令和２年１２月１日に社会福祉法

人として設立され、令和２年度は、法人としての基本的な体制を整えるとともに、

令和３年４月１日に市から保育園及び認定こども園の移管を受け、運営を開始する

ための準備をしてまいりました。 

当事業団が運営する保育園及び認定こども園は、安城市と連携し、公私連携型保

育所及び公私連携幼保連携型認定こども園として運営します。市と協定を締結する

ことにより、公立園が重視してきた保育内容や地域における役割を継承します。ま

た、市から職員の派遣や施設設備等の無償貸与を受けるなど、市が積極的に事業団

の運営に関与することにより、移管に伴う環境の変化を最小限に留め、引き続き園

に通う子どもやその保護者が安心できる体制を築いてまいります。 

当事業団は、安城市が掲げる「第２期安城市子ども・子育て支援事業計画」の基

本理念である『幸せと未来をつなぐ子育てのまち・安城』の実現の一翼を担うべく、

経営的な視点を持ち、将来にわたり持続的に幼児教育・保育に取組むとともに、地

域の児童福祉の向上と増進を目指してまいります。 
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法人本部 

 

１ 法人概要 

（１）法人名称 

   社会福祉法人安城市こども未来事業団（法人番号 180305009140） 

（２）所在地 

   愛知県安城市桜町１８番２３号 

（３）設立認可日 

   令和２年１２月１日 

（４）代表者 

   理事長 三星 元人 

（５）評議員数 

   １０名（令和３年３月３１日現在） 

（６）役員数 

   理事９名、監事２名（令和３年３月３１日現在） 

（７）職員数 

   ５名（令和３年３月３１日現在） 

（８）目的 

   市と連携して「第２期安城市子ども・子育て支援事業計画」の基本理念である「幸せ

と未来をつなぐ子育てのまち・安城」の実現に向け、経営的な視点を持ち、将来にわた

り持続的に幼児教育及び保育に取組むとともに、幼児教育及び保育の質の向上や地域に

おいて担ってきた役割の継承を図り、地域の児童福祉の向上と増進を目指す。 

（９）沿革 

  ・２０２０（令和２）年１２月  安城市より社会福祉法人設立認可を受ける 

  ・２０２１（令和３）年 １月  事務局が発足する（安城市から職員派遣） 

                  理事長に三星元人氏が就任する 

  ・２０２１（令和３）年 ４月  安城市から合計１４の保育園及び認定こども園の 

移管を受け、園の運営を開始予定 

 

２ 令和２年度の主な事業実績 

  令和２年度は、法人としての基本的な体制を整えるとともに、令和３年４月１日に市か

ら保育園及び認定こども園の移管を受け、運営を開始するための準備をしました。 
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  令和２年度の主な事業の実績については、以下のとおりです。 

（１）理事会・評議員会等の開催 

   理事会（全５回）、評議員選任・解任委員会（全２回）、評議員会（全３回）を開催し

ました。開催状況及び決議事項については、「３ 理事会・評議員会等の開催状況」の

とおりです。 

（２）例規の整備 

   設立認可時の定款をはじめとして、理事会等の決議を経て、以下の例規を整備しまし

た。 

・定款 

・経理規程 

・就業規則 

・給与規程 

・育児休業規程 

・保育園運営規程（１０園：南部保育園～桜井保育園） 

・幼保連携型認定こども園運営規程（兼園則）（４園：安城こども園～東栄こども園） 

・評議員選任・解任委員会運営規程 

・役員等選出区分規程 

・役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

・事務局規程 

・決裁規程 

・公印管理規程 

・文書取扱規程 

・職員身分証明書交付規程 

・職員の自己啓発等休業に関する規程 

・職員の配偶者同行休業に関する規程 

・職員のハラスメント防止等に関する規程の制定 

・情報公開規程 

・個人情報保護規程 

・福祉サービスに関する苦情解決規程 

・職員被服貸与規程 

・自動車管理規程 

（３）ホームページの開設 

   社会福祉法に基づく情報公開や所管する保育園及び認定こども園の情報を発信し、利
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用者が情報を適切に得ることができる環境を整えることを目的として、ホームページを

開設しました。 

（４）保育所等認可申請 

   令和３年２月２６日付けで、公私連携型保育所設置届（１０園分）、公私連携幼保連

携型認定こども園設置届（４園分）について、安城市を通じて愛知県に届出を行い、令

和３年３月３１日付けで受理されました。 

（５）協定の締結 

   安城市と以下の協定を締結し、職員の派遣や施設設備等の無償貸与を規定するなど、

当事業団が公私連携法人として、市と連携し保育を実施する体制を構築しました。 

  ・教育・保育の実施に関する基本協定書 

 ・公私連携型保育所〇〇保育園の設置及び運営に係る協定書（計１０園） 

・公私連携幼保連携型認定こども園〇〇こども園の設置及び運営に係る協定書（計４園） 

・公益的法人等への職員の派遣に関する基本協定書 

 ・職員の派遣に関する協定書（令和２年度） 

 ・避難所の運営及び職員の災害対応業務に関する協定書 

（６）契約手続 

   安城市との間で、保育園用地や園舎等土地建物の使用貸借契約及び保育を実施するに

必要となる物品の使用貸借契約を締結しました。 

   また、各種業者との間で、保育園等の運営にあたり必要となる駐車場の賃貸借契約、

電気・ガス・水道・電話等ライフラインに係る契約、廃棄物等処理業務など各種委託業

務についての契約を行いました。 

（７）開園準備 

   当事業団が徴収することとなる延長保育料や給食費について、口座振替や納付書によ

る納付に対応するため、金融機関と契約を締結するとともに、保護者には口座振替依頼

書を提出いただき、口座登録を行いました。 

   また、入園や退園等に伴う書類、手続き及び体制等の整備や、保育の実施に必要とな

る消耗品等の購入を行いました。 

 

３ 理事会・評議員会等の開催状況 

（１）理事会の開催状況（全５回） 

≪設立時理事会≫  

日時：令和３年１月１５日（金）午後１時３０分から午後２時３０分まで 

場所：安城市役所 災害対策本部室 
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出席者：設立時理事長・理事６名・監事２名 ／欠席者：理事１名 

〇決議事項 

  第１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団定款の変更について 

第２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団経理規程の変更について 

第３号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団就業規則の変更について 

第４号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団給与規程の変更について 

第５号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団育児休業規程の変更について 

第６号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団南部保育園運営規程の制定につい 

     て 

第７号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団西部保育園運営規程の制定につい 

     て 

第８号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団東端保育園運営規程の制定につい 

     て 

第９号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団志貴保育園運営規程の制定につい 

     て 

第１０号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団小川保育園運営規程の制定につ 

いて 

第１１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団みのわ保育園運営規程の制定に 

ついて 

第１２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団新田保育園運営規程の制定につ 

いて 

第１３号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団赤松保育園運営規程の制定につ 

いて 

第１４号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団みその保育園運営規程の制定に 

ついて 

第１５号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団桜井保育園運営規程の制定につ 

いて 

第１６号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団安城こども園運営規程（兼園則） 

の制定について 

第１７号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団さくのこども園運営規程（兼園則） 

の制定について 

第１８号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団安城北部こども園運営規程（兼園  

則）の制定について 
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第１９号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団東栄こども園運営規程（兼園則） 

の制定について 

第２０号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員選任・解任委員会運営規程 

の制定について 

第２１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団役員等選出区分規程の制定につ 

いて 

第２２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員選任・解任委員会委員の選 

任について 

第２３号議案 第１回評議員選任・解任委員会の招集について 

第２４号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員選任候補者の推薦につい 

      て 

第２５号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団役員の選任について 

第２６号議案 第１回評議員会の招集について  

第２７号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団役員等の報酬及び費用弁償に関 

する規程の制定について 

≪第１回理事会≫  

日時：令和３年１月１９日（火）午後３時から午後４時３０分まで 

場所：安城市役所 災害対策本部室 

出席者：理事長・理事８名・監事２名  

〇決議事項 

第２８号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団理事長の選定について 

第２９号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団副理事長の選定について 

第３０号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団常務理事の選定について 

第３１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団顧問の選任について 

第３２号議案 安城市公私連携法人の指定申請について 

第３３号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団事務局規程の制定について 

第３４号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団決裁規程の制定について 

第３５号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団公印管理規程の制定について 

第３６号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団文書取扱規程の制定について 

第３７号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団職員身分証明書交付規程の制定 

について 

第３８号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団職員の自己啓発等休業に関する 

規程の制定について 
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第３９号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団職員の配偶者同行休業に関する 

規程の制定について 

第４０号議案 安城市こども未来事業団職員のハラスメント防止等に関する規程の制 

定について 

第４１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団情報公開規程の制定について 

第４２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団個人情報保護規程の制定につい 

      て 

第４３号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員選任・解任委員会委員の解 

任及び選任について 

≪第２回理事会≫  

日時：令和３年３月１７日（水）午前１０時から午前１１時３５分まで 

場所：安城市役所 災害対策本部室 

出席者：理事長・理事６名・監事１名 ／欠席者：理事２名・監事１名 

〇承認事項 

承認第１号 専決処分について（令和２年度社会福祉法人安城市こども未来事業団資金 

収支補正予算（第１号）） 

〇決議事項 

第４４号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団定款の変更について 

第４５号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団南部保育園運営規程の改正につ 

いて 

第４６号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団西部保育園運営規程の改正につ 

いて 

第４７号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団東端保育園運営規程の改正につ 

いて 

第４８号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団志貴保育園運営規程の改正につ 

いて 

第４９号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団小川保育園運営規程の改正につ 

いて 

第５０号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団みのわ保育園運営規程の改正に 

ついて 

第５１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団新田保育園運営規程の改正につ 

いて 

第５２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団赤松保育園運営規程の改正につ 
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いて 

第５３号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団みその保育園運営規程の改正に 

ついて 

第５４号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団桜井保育園運営規程の改正につ 

いて 

第５５号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団安城こども園運営規程（兼園則） 

の改正について 

  第５６号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団さくのこども園運営規程（兼園則） 

の改正について 

第５７号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団安城北部こども園運営規程（兼園 

則）の改正について 

  第５８号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団東栄こども園運営規程（兼園則） 

の改正について 

  第５９号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団公印管理規程の一部を改正する 

規程の制定について 

第６０条議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団福祉サービスに関する苦情解決 

規程の制定について 

  第６１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団職員被服貸与規程の制定につい 

        て 

  第６２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団自動車管理規程の制定について 

第６３号議案 役員等賠償責任保険契約の締結について 

  第６４号議案 令和３年度社会福祉法人安城市こども未来事業団事業計画及び資金収 

支予算について 

  第６５号議案 第２回評議員会の招集について 

 〇報告事項 

報告第１号 財産目録の変更について 

  報告第２号 協定の締結及び使用貸借契約の締結について 

  報告第３号 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

≪第３回理事会≫  

日時：令和３年３月２６日（金） 書面同意による決議 

出席者：書面による同意 理事９名 ／異議がないことの確認 監事２名 

〇決議事項 

第６６号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団施設長の選任について 
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第６７号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員の解任提案及び選任候補 

者の推薦について 

第６８号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員選任・解任委員会委員の解 

任及び選任について 

第６９号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団役員の解任及び選任について 

第７０号議案 第２回評議員選任・解任委員会の招集について 

第７１号議案 第６９号議案の承認について、評議員会の決議の省略により行うことを 

各評議員に提案することについて 

≪第４回理事会≫  

日時：令和３年３月３１日（水） 書面同意による決議 

出席者：書面による同意 理事９名 ／異議がないことの確認 監事２名 

〇決議事項 

第７２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団施設長の変更について 

 

（２）評議員選任・解任委員会の開催状況（全２回） 

≪第１回評議員選任・解任委員会≫  

日時：令和３年１月１５日（金）午後４時から午後４時１５分まで 

場所：安城市役所 災害対策本部室 

出席者：委員３名 

〇決議事項 

第１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員の選任について 

≪第２回評議員選任・解任委員会≫  

日時：令和３年３月２９日（月）午前１１時から午前１１時１５分まで 

場所：安城市役所 災害対策本部室 

出席者：委員３名 

〇決議事項 

第２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団評議員の解任及び選任について 

 

（３）評議員会の開催状況（全３回） 

≪第１回評議員会≫  

日時：令和３年１月１９日（火）午後１時３０分から午後２時１５分まで 

場所：安城市役所 災害対策本部室 

出席者：評議員８名 ／欠席者：評議員３名 
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〇決議事項 

  第１号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団定款の変更について 

第２号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団役員の選任について 

第３号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団役員等の報酬及び費用弁償に関す 

る規程の制定について 

≪第２回評議員会≫  

日時：令和３年３月２６日（金）午前１０時から午前１０時５０分まで 

場所：安城市役所 災害対策本部室 

出席者：評議員７名 ／欠席者：評議員４名 

〇承認事項 

承認第１号 専決処分について（令和２年度社会福祉法人安城市こども未来事業団資金 

収支補正予算（第１号）） 

承認第２号 令和３年度社会福祉法人安城市こども未来事業団事業計画及び資金収支 

予算について 

〇決議事項 

第４号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団定款の変更について 

≪第３回評議員会≫  

日時：令和３年３月３０日（火） 書面同意による決議 

出席者：書面による同意 評議員１１名 

〇決議事項 

第５号議案 社会福祉法人安城市こども未来事業団役員の解任及び選任について 

 

 


