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1. 法人の概要 
	 名	 称	 	 学校法人	 螢池学園（昭和５７年３月３１日法人設立） 
	 代表者	 	 理事長	 	 泉	 潔 
	 住	 所	 	 豊中市蛍池西町１丁目１１番３号 
	 電	 話	 	 ０６－６８４３－１２３４ 
	 ＦＡＸ	 	 ０６－６８４３－１２５４ 
	 設置する学校	  
	 	 	 	 住	 所	 豊中市蛍池西町１丁目１１番３号 
	 	 	 	 名	 称	 蛍池文化幼稚園 
	 役	 員 
	 理	 事	 	 	 	 	 ６名 
	 監	 事	 	 	 	 	 ２名 
	 評議員	 	 	 	 １３名 
	 理事会	 	 	 ２回開催 
	 評議員会	 	 ２回開催 
	 職	 員	 	 	 	 １５名 

 
2. 事業報告 
≪蛍池文化幼稚園≫ 
	 〈教育方針〉 

よく考え自ら行動できる子 
きまりの守れる心のやさしい子 
美しくあたたかい心を持った子 
明るくのびのびとした元気な子 

 
	 〈教育内容〉 
	 	 規律正しくあいさつのできる子どもを基本として、通常保育の中では多くの行事を経験することによ

り、自ら学ぶ子を育てます。また、幼稚園教諭の他に体操・スイミングの専任講師による指導で体力

増進、ネイティブの英語講師により国際感覚を育てています。 
	 	 年長児は SI あそび（知能教育）を取り入れている他、地域のお年寄りや小学生との交流も増やし、

温かい心を育て、小１プロブレムなどの無いように、小学校へのスムーズな接続を目指しています。 
	 	 

 



 3 

	 〈２歳未就園児クラス〉 
	 	 平成２５年度	 （月〜金	 ５クラス）	 ５６名 

※	 このクラスの大半が３歳児入園につながっており、園児の増加はこの２歳児クラスの強化によるところも一因である。 

 

	 〈保育時間〉 
	 	 月・火・木・金曜日	 	 	 	 	 午前８時～午後	 ２時３０分 
	 	 水・第３土曜日	 	 午前８時～午前１１時３０分 

 
	 〈納付金〉 
	 	 保育料	 	 （３・４・５歳児）	 年額２４０，０００円（１２分割均等納付） 
	 	 給食費	 	 	 週３回	 無料 

 
	 〈入園時の費用〉 
	 	 入園料	 	 	 ５０，０００円	 	 施設費	 	 	 ３０，０００円 
	 	 検定料	 	 	 	 １，０００円 

 
	 〈預かり保育の時間及び費用〉 
	 	 月	 ～	 金曜日	 	 午後６時まで 
	 	 日払い	 ６００円 

 
	 〈行事実施状況〉 

	 	 毎	 月▷ お誕生会 
	 	 毎学期▷ 園外保育・母親教室 
    	  4月▷ 入園式・家庭訪問・園児対面式・クラス懇談会 
       5月▷ れんげ摘み・母の日参観・給食参観・春の遠足 
       6月▷ ファミリーピクニック・父の日参観・年長クッキング・プラネタリウム見学 
       7月▷ プール開き・七夕集会・個人懇談・年長キャンプ・夏期保育① 
       8月▷ 夏期保育② 
       9月▷ 敬老演芸会出演（年中）・運動会 
      10月▷ 秋の遠足・祖父母参観・秋祭りおみこし・文化カーニバル 
      11月▷ いも掘り・おいもパーティー・絵画作品展 
      12月▷ おもちつき・音楽会・クリスマス会 
       1月▷ とんど焼き・ふれあいサロン訪問・こま回し大会 
       2月▷ 節分豆まき・生活発表会・個人懇談 
       3月▷ 新入園児一日入園・年長お別れ遠足・全園児お別れ会・卒園式 
 
	 〈施設関係〉 

園地面積	 	 １，７３３㎡	 	 運動場面積	 １,０９０㎡ 
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	 〈設備関係〉 
	 	 消防設備の保守・点検を実施。 

 
〈平成 25年度事業報告〉 

平成２５年度の事業は、前年度より２５名園児が増加し、保護者の協力を得て役職員の真摯な

努力により、着実に運営することができた。 
財務面では、消費収支計算書を見ると、帰属収入合計が前年比１．０５％の増収となった。消

費支出の部合計は、１．０１％上昇した。帰属収支差額は、プラス１６，５０９千円となり、前

年度（１１，５１４千円）より増加し、良好な経営状況を維持することができた。 
収入面では、納付金等の増加により増収となった。支出面では、人件費は１．０１％上昇した。

経費は、大きな修繕費がなく、節約に努めたが、消費支出の部合計で前年比１．０１％上昇した。

経営状況の目安である帰属収支差額比率は、１３．９１％のプラスとなり前年度より増加し、良

好な経営状況を維持することができた。全国平均（大阪府平均）も上回っている。 
また、人件費比率は、５４．２２％となり、引き続き全国平均（大阪府平均）下回っている。

預かり保育等子育て支援事業の要員の確保及び採用状況が厳しいため、人員配置については、慎

重に対応する。 
次年度繰越支払資金は、大きな支出がなかったため、前年度繰越支払資金を上回っている。ま

た、第４号基本金の額（８，０００千円）を相当上回る額の支払資金を保持できているので、資

金繰りは問題ない。 
新年度は、さらに１５名程度、園児数が増加するので増収が期待できる。また、当年度の卒園

児は５８名であるので、平成２６年度は同数以上の園児数確保を目指す。 
	 園のウエブサイトやブログ、ウエブアルバムなどによる丁寧な情報発信やメールシステム、ID
カードシステムによるセキュリティ向上も園児増加に役立っているおり、さらに保育内容・設備

等の充実による質の向上を目指す。 
また、当園は２７年度に認定こども園を開園予定であるが、子ども・子育て新制度移行のため

の選択肢を慎重に検討し、決断しなければならない。国の第１回「子ども子育て会議」が４月２

６日ようやく開催され、新制度の中身の議論が始まった。一方、全日の幼児教育無償化の署名運

動も同時に進行しているが、７月の参議院選挙も注視しながら、年末までは情報収集が主になる。

両方の進捗状況を確実に押さえ、決断に備えることとする。 
また、大阪府が、平成２３年度から「大阪スマイル・チャイルド事業」を推進し、子ども・子

育て新制度移行への後押しをしているが、当園も預かり保育の充実に努め、保護者に選ばれる幼

稚園になるため、教職員組織を整え、笑顔のある心地よい環境に整備していきたい。 
自己評価については、学校評価委員により確実に実施し公表している。内容を精査・検討し、

園内設備や人員配置の改善に努めているところである。	 

	 

	 【基本金】	 学校法人会計基準に内容、種類が以下の通り規定されている。	 	 	 

第２９条	 	 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきも

のとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。	 	 

第３０条	 	 学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。	 	 
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一	 	 学校法人が設立当初に取得した固定資産（法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の

学校の設置者にあっては、同条第三項の規定による特別の会計を設けた際に有していた固定資産）で

教育の用に供されるものの価額又は新たな学校（専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号

において同じ。）の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した

固定資産の価額	 	 

二	 	 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来

取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額	 	 

三	 	 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額	 	 

四	 	 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額	 

前年度の消費支出の人件費（退職金を除く）、教育研究経費及び管理経費（それぞれ減価償却額

を除く）、借入金等利息の合計を１２で除した額で１００万円単位。	 

 
3. 財務状況	  
	 	 別紙。 

 
 
 
≪いずみ保育園≫ 

 
〈職員構成〉 
	 	 	 園長	 	 	 	 	 	 	 １名 
	 	 	 主任保育士	 	 	 	 １名 
	 	 	 保育士	 	 	 	 	 １８名 
	 	 	 栄養士	 	 	 	 	 	 １名 
	 	 	 調理員	 	 	 	 	 	 ２名 

 
〈事業報告〉 
	 	 別紙参照。 

 


