社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

法人本部 ２０１２年度事業報告

はじめに
この一年も多くの皆さま方の温かいご支援・ご協力をいただき、日々運営できましたことを心から感
謝申し上げます。
国の財政は一段と厳しくなり、高齢者・児童への補助金削減が進み、社会保障制度の見直しも行われ
ています。一方超高齢化が進み、シャロン千里地域の福祉ニーズは多様化、複雑化し、より一層専門的
な働きが求められています。
シャロン千里は新事業として、２０１２年１０月吹田市の厳正な審査を経て、「吹田市古江台・青山
台地域包括支援センター」を吹田市より委託されました。新たな事業が加わったことにより、今まで以
上に高齢者の生活を総合的に支援する拠点としての働きを強めることができました。
大宮保育園では、本園、分園、保育ママの３ヶ所の事業が定着し、子どもたち一人ひとりが自分らし
く、のびのびと健やかに成長するのを見守っております。
両施設とも地域に根ざし、ご利用の皆さまに信頼され、喜ばれる施設として、誠実な運営と堅実な経
営に努力し、地域の社会貢献に邁進する所存でおります。
ここに感謝を込めて各事業の成果をご報告いたします。
理事長

都木 惠子

Ⅰ 会議の開催状況等
１．理事・監事・評議員
第１７期 理事会 ＜任期：２０１０年７月２７日～２０１２年７月２６日＞
理事長
都木 惠子
理 事
井上 隆晶、太田 麗子、坂上 信子、鹿野 幸枝、高野芙美子、瀧本 政子
堀河 昌子、横内いづみ
監 事
小原美代子、谷川いづみ
第１８期 理事会 ＜任期：２０１２年７月２７日～２０１４年７月２６日＞
理事長
都木 惠子
理 事
朝川 晃子、井上 隆晶、太田 麗子、川﨑 一代、坂上 信子、鹿野 幸枝
堀河 昌子、横内いづみ
監 事
瀧本 政子
小原美代子（退任：２０１３年３月３１日）
秋山 佳子（就任：２０１３年４月１日）
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第７期 評議員会 ＜任期：２０１０年７月２７日～２０１２年７月２６日＞
評議員
秋山 佳子、朝川 晃子、上田由美子、太田 麗子、大岡眞知子、大杉美耶子
越智 澄夫、川﨑 一代、坂上 信子、鹿野 幸枝、高野芙美子、瀧本 政子
辻 加 代、都木 惠子、所 佳 子、平方美代子、堀河 昌子、桝居 伸子
横内いづみ
第８期 評議員会 ＜任期：２０１２年７月２７日～２０１４年７月２６日＞
評議員
朝川 晃子、上田由美子、太田 麗子、大岡眞知子、大杉美耶子、川﨑 一代
北浦博子、坂上 信子、鹿野 幸枝、高野芙美子、辻 加代、都木 惠子、所 佳子
中山羊奈、堀河 昌子、桝居 伸子、横内いづみ
秋山 佳子（退任：２０１３年３月３１日）
越智 澄夫（退任：２０１３年３月３１日）
北田真理子（就任：２０１３年４月１日）
宮 崎 祐（就任：２０１３年４月１日）
２．会議の開催状況
理事会、評議員会の開催状況は以下の通り。また理事会のもとに人事・経営委員会を設置し、法人
全体および各施設の運営、職員採用について協議し、理事会に具申を行った。
（１）理事会
第 1 回（第１７期第１２回）
５月２５日 於：シャロン千里
出席：９人 欠席：なし 陪席：２人（監事）
、１人（シャロン千里施設長）
主な議案 ①２０１１年度事業報告
②２０１１年度収支決算報告
③監事監査報告
④２０１２年度各委員会等担当者について
⑤シャロン千里就業規則変更について
第２回（第１７期第１３回）
７月１１日 於：シャロン千里
出席：９人 欠席：なし 陪席：１人（監事）
、１人（シャロン千里施設長）
主な議案 ①理事・監事・評議員の任期満了に伴う役員等の選任について
②シャロン千里就業規則変更について
第３回（第１８期第１回）
７月２７日 於：シャロン千里 出席：９人 欠席：なし 陪席：なし
主な議案 ①第１８期理事長（代表理事）の選出について
②常務理事及び理事長職務代理者の選出について
第４回（第１８期第２回）
８月２０日 於：シャロン千里 出席：９人 欠席：なし 陪席：１人（監事）
主な議案 ①シャロン千里事業追加とそれに伴う定款変更について
②シャロン千里「吹田市地域包括支援センター」事業計画について
③シャロン千里「吹田市地域包括支援センター」収支予算について
④シャロン千里就業規則変更について
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第５回（第１８期第３回）
９月３日 於：大阪ＹＷＣＡ 本部 出席：９人 欠席：なし 陪席：１人（監事）
主な議案 ①シャロン千里「吹田市地域包括支援センター」について
第６回（第１８期第４回）
１１月２８日 於：シャロン千里 出席：８人 欠席：１人 陪席：２人（監事）
主な議案 ①大宮保育園施設整備等補助金について
②上半期会計報告
③シャロン千里２０１２年度補正予算について
第７回（第１８期第５回）
2013 年２月１２日 於：シャロン千里 出席：９人 欠席：なし 陪席：１人（監事）
主な議案 ①社会福祉法人及び社会福祉施設における大阪府指導監査報告
②定款変更について
③大宮保育園２０１２年度補正予算について
第８回（第１８期第６回）
３月２８日 於：シャロン千里 出席：９人 欠席：なし 陪席：１人（監事）
主な議案 ①定款変更について シャロン千里事業廃止及び事業追加
②シャロン千里就業規則及び給与規程変更について
③大宮保育園給与規程変更について
④２０１３年度事業計画について
⑤２０１３年度予算について
⑥評議員の一部選任（交代）について
（２）評議員会
第 1 回（第７期第７回）
５月２５日 於：シャロン千里 出席：１４人 欠席：５人 陪席：２人（監事）
、１人（理事）
主な議案 ①２０１１年度事業報告
②２０１１年度収支決算報告
③監事監査報告
④２０１２年度各委員会等担当者について
⑤シャロン千里就業規則変更について
第２回（第７期第８回）
７月１１日 於：シャロン千里 出席：１１人 欠席：８人 陪席：１人（監事）
、１人（理事）
主な議案 ➀理事・監事・評議員の任期満了に伴う役員等の選任について
②シャロン千里就業規則変更について
第３回（第８期第１回）
８月２０日 於：シャロン千里 出席：１３人 欠席：６人 陪席：１人（監事）
主な議案 ①シャロン千里事業追加とそれに伴う定款変更について
②シャロン千里「吹田市地域包括支援センター」事業計画について
③シャロン千里「吹田市地域包括支援センター」収支予算について
④シャロン千里就業規則変更について
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第４回（第８期第２回）
１１月２８日 於：シャロン千里 出席：１４人 欠席：５人 陪席：２人（監事）
主な議案 ①シャロン千里「吹田市地域包括支援センター」について
②大宮保育園施設整備等補助金について
③上半期会計報告
④シャロン千里２０１２年度補正予算について
第５回（第８期第３回）
2013 年２月１２日 於：シャロン千里 出席：１２人 欠席：７人 陪席：１人（監事）
主な議案 ①社会福祉法人及び社会福祉施設における大阪府指導監査報告
②定款変更について
③大宮保育園２０１２年度補正予算について
第６回（第８期第４回）
３月２８日 於：シャロン千里 出席：１４人 欠席：５人 陪席：１人（監事）
主な議案 ①定款変更について シャロン千里事業廃止及び事業追加
②シャロン千里就業規則及び給与規程変更について
③大宮保育園給与規程変更について
④２０１３年度事業計画について
⑤２０１３年度予算について
⑥監事の一部選任（交代）について
（３）人事・経営委員会
委員長
都木 惠子（理事長）
委 員
鹿野 幸枝（理事）
、坂上信子（理事）
、中山羊奈（評議員）
太田 麗子（大宮保育園・園長）
、川﨑 一代（シャロン千里・施設長）
第１回
５月１１日
出席：４人
主な議案 ①シャロン千里
（１）地域包括支援センター業務委託について
（２）ヘルパーステーションの体制について
第２回
７月２０日 出席：４人
主な議題 ①シャロン千里「地域包括支援センター」人事について
第３回
１１月１３日 出席：６人
主な議題 ①シャロン千里
（１）２０１２年度途中人事異動について
（２）２０１３年度人事について
②大宮保育園 ２０１３年度人事について
第４回
2013 年２月１４日 出席：６人
主な議題 ①２０１３年度人事について
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