
 
 

 
 

平成２８年２月１５日、ＳＮＳに投稿された「保育園落

ちた、日本死ね！」の匿名ブログから３か月余り。国会で

も取り上げられ、当初「匿名なので本当かどうか確認しよ

うがない…」と一蹴した安部首相の無責任な

大きな反響を呼び、ついには国が、保育所の増設がなかな

か進まない理由が、保育士等の低賃金による保育士不足

題にある事態を打開すべく、保育士等の給与を更に

げる方針を表明するまでに発展しました。

そのきっかけとなったブログの一部を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章は決して褒められたものではなく、はっきり言って

下品です。けれど、本当に子育てと仕事の狭間で苦しんで

いる親の切羽詰まった心情はとても強く伝わってきます。

誰かに訴えずにはいられない苛立ちと困惑と不満を

まま文章で表現したことでしょう。 

保育園や幼稚園等で定員割れが進むこの津軽

大都市圏の待機児童問題はなかなか想像できないことで

あり、安易な見解を述べることは控えるべきことかもしれ

ません。ただし１つだけ、確実に言えること

それは、この国、すなわち日本ほど、子どもに金をか

けようとしない国はないということです。

育・教育・医療・親への諸手当等々、全体の金額

りも大きいと国は言いますが、それは国の財政規模

て当然です。紙面の都合上、詳しくは述べませんが、

予算に占める子どもへ関連の支出の割合は

「 下位グループ」に位置しています。これは恥ずべきこ

とです。その結果、保育園等の子育ての環境

保育士等の給与は低いままで、児童手当も選挙のたびに増

減します。医療費も市町村でまちまちです。

子どもは国の将来を担う人材となるのです。

大事にしない国に明るい未来などありえません。

ているのは子どもの現在と未来を真剣に考え「投資」する

という覚悟があるかどうかです。「保育園落ちた、日本死

ね！」は、悲しい「予言」とも言えるとしたら辛すぎます

TOPIX 6 
子育てルポ 保育園落ちた…

何なんだよ日本。一億総活躍じゃねーのかよ。
昨日見事に保育園落ちたわ。 
どうすんだよ私活躍できねーじゃねーか。 
子どもを産んで子育てして社会に出て税金納めてやるって
言ってるのに日本は何が不満なんだ？何が少子化だよクソ。
子どもは産んだはいいけど、希望通りに保育園に預けるのほ
ぼ無理だからって言ってて子供産むやつなんかいねーよ。
不倫してもいいし賄賂受け取るのもどうでもいいから保育
園増やせよ。オリンピックで何百億円使ってんだよ。
エンブレムとかどうでもいいから保育園作れよ。

（中略） 
国が子ども産ませないでどうすんだよ。 
金があれば子ども産むってやつがゴマンといるんだから、と
りあえず金出すか、子どもにかかる費用全部無償にしろよ。
不倫したり賄賂受け取ったりウチワ作ってるやつ見繕って
国会議員を半分くらいクビにすりゃ財源作れるだろ。
まじいい加減にしろ日本。 
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１）中谷評議員、「瑞宝

中谷衛評議員が、長年の福祉施設経営

る社会福祉活動に貢献したことが

年秋の叙勲で瑞宝双光章を受章

どりの風こども園かなぎの真向かいに特別養護老人ホー

ムあしの園を経営される社会福祉法人あしの会の理事長

であり、こども園かなぎには常日頃から心温かいご支援を

いただいております。ご叙勲、

 

２）家庭と園庭をつなぐポリシーブックとして

『CHERISH』を刊行
 

これまで清澄会時代に発刊を重ねてきた、広田・金木両

園の保育運営に関する３０のポリシー（方針）をまとめた

冊子『ポリシーブック』を、このほどあおもり愛育会とし

て４つの系列園に共通する１０の

ポリシーに再編集し、『CHERISH

と名前を変えて刊行しました。

子ども・子育て支援新制度のし

くみ、４園が大事にしている保育

の考え方、４園の特長など、わか

りやすくまとめています。ご覧に

なりたい方は、どうぞお気軽に各

園までお問い合わせください。

 

３）系列職員合同研修にも熱が入っています
 

あおもり愛育会では経営する４

を定期的に開催しています

株式会社ネクサスに委託しての「保育理念共有化と職場の

コミュニケーション」（青森県幼保連携型認定こども園レ

ベルアップ促進事業対象研修）

教育センターのご協力のもと「子どもの発達理解と支援…

愛育を中心に…」をテーマとする研修を

名前後の参加がありました。

また、この他にも外部講師を招いての

「職場環境を考える…第三者評価基準

をはじめ、新採用職員合同研修

す。これからも４園合同で、

種などに応じた研修など続々と開催し、保育の質と保育者

の資質の向上に向けて意欲的に励んでまいります。

 
▼総合学校教育センター 笠井麻喜先生

…を考える 
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子どもは産んだはいいけど、希望通りに保育園に預けるのほ
ぼ無理だからって言ってて子供産むやつなんかいねーよ。 
不倫してもいいし賄賂受け取るのもどうでもいいから保育
園増やせよ。オリンピックで何百億円使ってんだよ。 
エンブレムとかどうでもいいから保育園作れよ。 

金があれば子ども産むってやつがゴマンといるんだから、と
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を定期的に開催しています。２８年２月には仙台市にある

スに委託しての「保育理念共有化と職場の
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テーマとする研修を開催し、毎回７０
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にも外部講師を招いての幹部職員向け研修
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研修会も既に２回開催していま

４園合同で、公開保育や担当する年齢や職
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笠井麻喜先生   株式会社ネクサス 杉村直樹先生▼ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会福祉法人

地域
 
一昨年の法人合併、昨年の子ども・子育て支援新制度

の施行と、法人運営の大きな転換期の中、

あおもり愛育会

この春、

みどりの風こども園あとむの開設、

「あおもり保育みらいサポート」の開始など、大きな動

きがありました（詳しくは次頁をご覧ください）

それらはすべて、法人の経営理念

たちへの愛育の実践を通じて、地域社会の幸福の実現に

寄与する」

ことが目的としているのではなく、事業の営み

何よりも子どもたちをはじめ地域社会の皆様

るために少しでも

お手伝いできるこ

とを目標としてい

ます。

私たちの夢は

地域の皆様、とりわけ地域の子どもたちの幸せ

とであり、子どもたちの夢は私たちの幸せでもありたい

との願いから、私たちは法人のロゴタイプに、「子ども・

夢・未来」の３つの言葉を添えています。

今後とも

ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

発 

・お知らせ 

社会福祉法人あおもり愛育会は、 

地域の皆様の幸せに貢献いたします

一昨年の法人合併、昨年の子ども・子育て支援新制度

の施行と、法人運営の大きな転換期の中、社会福祉法人

あおもり愛育会として３年目の初夏を迎えました。 

この春、あおもり愛育会は、なるさわ保育園の廃止、

みどりの風こども園あとむの開設、初の公益事業として

「あおもり保育みらいサポート」の開始など、大きな動

きがありました（詳しくは次頁をご覧ください）。 

それらはすべて、法人の経営理念「未来を拓く子ども

たちへの愛育の実践を通じて、地域社会の幸福の実現に

寄与する」を原点としています。私たちは、事業を営む

ことが目的としているのではなく、事業の営みを通じて、

何よりも子どもたちをはじめ地域社会の皆様が幸せにな

るために少しでも

お手伝いできるこ

とを目標としてい

ます。 

私たちの夢は、

地域の皆様、とりわけ地域の子どもたちの幸せを紡ぐこ

であり、子どもたちの夢は私たちの幸せでもありたい

願いから、私たちは法人のロゴタイプに、「子ども・

夢・未来」の３つの言葉を添えています。 

今後とも、社会福祉法人あおもり愛育会へのご理解と

ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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第４号 の TOPIX 
１ なるさわ保育園、本年３月３１日付で

廃止し、園児の大半はたていし愛児園へ
 

２ 市立市裏アトム保育園の民営化を受け、
「みどりの風こども園あとむ」を開設

 
３ 公益事業：福祉サービス第三者評価機関

「あおもり保育みらいサポート」を開始
 
４ 平成２７年度決算の状況【概説】
 
５ 法人役員・関係者の紹介 
 
６ 【子育てルポ】 保育園落ちた…
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊Cherish 「愛情をもって大事に育てる」の意味【英：

     理事長 渡邊建道 〒037-0024 五所川原市

Tel 0173-34-8833 Fax
e-mail ss338875@mist.ocn.ne.jp URL http://www.a

法人シンボルマーク・コンセプト 

太陽は保護者・地域・園を表し、その 

温かな日差し（愛情）の下で、子ども 

たちが生き生きと過ごす様子を表現し 

ています。また、大地に立つ子どもが 

未来を見通す先には、地域社会全体が 

笑顔になる幸せな未来（四つ葉のクローバー

シンボルマークにはそんな想いが込められ

社会福祉法人あおもり
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本年３月３１日付で 

廃止し、園児の大半はたていし愛児園へ 
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Fax 0173-34-8857 

http://www.a-aiiku.com/ 
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なるさわ保育園を廃止し、 

大半の園児を、たていし愛児園
で受け入れました。 
 

鰺ヶ沢町立鳴沢保育所の廃止・民営化により旧法人社会

福祉法人あゆみ会が平成１９年４月に開設し、これまで９

年間経営を続けてきた「なるさわ保育園」ですが、園児の

減少等から本年３月３１日をもって廃止し、大半の園児を

約４㎞離れて立地するたていし愛児園が受け入れること

となりました。 

また、これを機会にたていし愛児園は、３歳以上の保育

における教育の充実を目指して「保育所型認定こども園」

の認定を受け、新たなスタートをきりました。

 

 
 

市浦アトム保育園の民営化を受け、

「みどりの風こども園あとむ」を開設。
 

本年４月１日より、保育所型認定こども園

「みどりの風こども園あとむ」を開設しまし

た。あとむの定員は３０人で、市浦地区のす

べての乳幼児の保育・教育・子育て支援を担

っていくことが期待されています。 

４月１日の開園式には、

２２人の園児と保護者に

加え、平山誠敏五所川原

市長はじめ、たくさんの

関係者の方々もご来場い

ただき、大変明るくにぎ

やかな一日となりました。 

なお、式の様子はＲＡＢの東億日報ニュース

されました。 

 

 

福祉サービス第三者評価機関 

「あおもり保育みらいサポート」を開始。
 

今年度より、当法人としては初の「公益事業」として、

福祉サービス第三者評価機関「あおもり保育みらいサポー

ト」を開始することになりました。 

「保育者の、保育者による、保

育者のための第三者評価」を基本

方針に、当面は保育所・認定こど

も園のみを対象に、それらの事業

所のサービスや組織のあり方が

がどのような水準であるかを、公平・中立、客観的に評価

していくこととしています。 

TOPIX 1 なるさわを

TOPIX 2 新たな園

公益事業TOPIX 3 

たていし愛児園
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あとむの定員は３０人で、市浦地区のす

べての乳幼児の保育・教育・子育て支援を担

ＲＡＢの東億日報ニュースでも報道

 

「あおもり保育みらいサポート」を開始。 

今年度より、当法人としては初の「公益事業」として、

福祉サービス第三者評価機関「あおもり保育みらいサポー

がどのような水準であるかを、公平・中立、客観的に評価

 

平成 27 年度収支決算の

をお知らせします。
 

資産の部 

流動資産 67,933

 現金預金① 47,249

 事業未収金 7,198

 未収補助金 13,486

固定資産 401,341

 基本財産 77,419

固定資産 19,422

積立預金② 304,500

 

資産の部合計 469,274

上表は平成２８年３月３１

まず資産の部ですが、①の現金預金は

るものですが、各園（なるさわを除く）

給付収入比で１１.４～２２

的な適正範囲は 16.7～25.0

預金は将来の園舎の建て替えや大型修理、あるいは人件費

の補てんに備えるためのものですが、

たり平均で７,６００万円強

さわ保育園の固定資産物品

愛児園が、積立資産・普通預金は法人本部が管理

となりました。 

次に負債の部ですが、③の

分の保育・給食材料費や社

会保険料のみで、④の固定

負債は０円となっています

が、これらは設備資金や長

期運営資金などの借金が全

くないことを表しています。

また右上の表は、法人本部と４施設の収支全体について

を示した「総括表」ですが、みどりの風こども園ひろたを

はじめ当会の経営する４園

プラスとなったことが分かります。

これらから、社会福祉法人あおもり愛育会の財務の現況

は、近隣の法人と比べても「

といえます。なお、社会福祉法人あおもり愛育会の

ページでも公開しております

なるさわを廃止 

園を開設 

TOPIX 4 

公益事業を開始 

年度収支決算の概要 

します。      （単位：千円） 

負債の部 

67,933 流動負債③ 10,690 

9 事業未払金 8,871 

7,198 職員預り金 1,549 

13,486 リース債務 270 

401,341 固定負債④ 0 

77,419  借入金 0 

19,422  その他負債 0 

304,500 負債の合計 10,690 

 

純資産の部 

基本金 184,479 

その他積立金 304,500 

次期繰越活動

収支差額 
△30,480 

純資産合計 458,584 

69,274 
負債・純資産 

の部合計 
469,274 

 

３１日現在の「貸借対照表」です。

まず資産の部ですが、①の現金預金は、運転資金を意味す

（なるさわを除く）とも、当年度の施設

４～２２.０％とほぼ適正な水準（一般

25.0％）にあります。②の積立

預金は将来の園舎の建て替えや大型修理、あるいは人件費

ためのものですが、１園（拠点区分）あ

強となっています。なお、なる

さわ保育園の固定資産物品や部品等は近設するたていし

愛児園が、積立資産・普通預金は法人本部が管理すること

次に負債の部ですが、③のうち、未払金や預り金は３月

分の保育・給食材料費や社

の固定

負債は０円となっています

は設備資金や長

借金が全

います。 

、法人本部と４施設の収支全体について

を示した「総括表」ですが、みどりの風こども園ひろたを

園すべてで経常収支が実質的に

プラスとなったことが分かります。 

社会福祉法人あおもり愛育会の財務の現況

、近隣の法人と比べても「かなり安定した状況」にある

社会福祉法人あおもり愛育会のホーム

ますので、ご参考ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職

理事長

理 事

監 事

決算の状況 

TOPIX 

＊１ 理事長は法人を代表する

＊３ 監事は定期的に

拠点区分

法人本部

ひ ろ 

か な 

たていし

なるさわ

合  

 

五所川原市みどり町３丁目９３-１ 定員１４０人 

五所川原市金木町川倉七夕野８４-６６ 定員１２０人

職 氏  名 職業・主な公職など 

理事長 渡邊建道 みどりの風こども園ひろた園長

事 

木村祐太郎 元栄地区住民協議会長 

渡辺屋城 元木造町役場職員、会社自営

田中正治 つがる市体協前会長、会社自営

吉岡良浩 中川保育園副園長、五所川原市議

工藤浩二 福祉サポートサービス前事務局長

事 

成田守男 身障者支援施設さくら園長 

一戸哲彦 こども園もがわ園長 

齋藤憲法 こども園あらや副園長 

 

TOPIX 5 法人役員・関係者

理事長は法人を代表する経営の最高責任者です。 ＊２ 理事は理事長と共に

監事は定期的に運営や経理の状況を監査します。 ＊４ 評議員

平成２７年度会計総括表

拠点区分 当期収入額 当期支出額

法人本部 

76,981,902 

内、拠点区分間 

繰入金収入 
76,981,843 

内、積立資産

支出

 た 163,040,192 内、積立資産

支出

 ぎ 112,516,870 内、積立資産

支出

たていし 36,813,440 内、積立資産

支出

なるさわ 

96,592,342 

内、積立資産 

取崩収入 
73,000,000 

内、拠点区分間

繰入金支出

  計 485,944,746 

定員１２０人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

五所川原市相内２５８-１ 定員３０人

 

 

 
 

鰺ヶ沢町大字建石町字島田１２４-

役 職 氏  名 職業・主な公職など

みどりの風こども園ひろた園長 

評議員 

 

※理事長と工藤

理事を除く他

の理事も評議

員を兼ねる。 

中谷 衛 特別養護老人ホームあしの園理事長

大澤公至 さくら保育園長

元木造町役場職員、会社自営 島村俊広 まつしま団地こども園長

つがる市体協前会長、会社自営 阿部英樹 七和保育園副園長

中川保育園副園長、五所川原市議 太田康成 認定こども園たかたての森園長

福祉サポートサービス前事務局長 長利友子 みどりの風こども園あとむ園長

 久保田ひろみ 鰺ヶ沢町主任児童委員

渡邊ルミ子 たていし愛児園長

濱谷伊利子 みどりの風こども園かなぎ園長

澤田 学 三好保育所長

関係者・系列園の紹介 

理事は理事長と共に経営と運営の責任を有します。 

評議員会は、地域や施設等の声を経営に反映させるための理事会の諮問機関

平成２７年度会計総括表 

当期支出額 
当期収支差額 

合計 
前期末 

支払資金残高

69,783,698 
7,198,204 362,656積立資産 

支出 
68,500,000 

162,991,944 
48,248 24,577,469積立資産 

支出 
36,000,000 

112,424,862 
92,008 18,122,320積立資産 

支出 
17,000,000 

36,947,008 
△133,568 7,245,207積立資産 

支出 
3,000,000 

103,219,672 
△6,627,330 6,627,330拠点区分間

繰入金支出 
75,855,029 

485,367,184 577,562 56,934,982

定員３０人 

-３ 定員４０人 

職業・主な公職など 

特別養護老人ホームあしの園理事長 

さくら保育園長 

まつしま団地こども園長 

七和保育園副園長 

認定こども園たかたての森園長 

みどりの風こども園あとむ園長 

鰺ヶ沢町主任児童委員 

たていし愛児園長 

みどりの風こども園かなぎ園長 

三好保育所長 

理事会の諮問機関です。 

（単位：円）  

 
支払資金残高 

当期末 
支払資金残高 

362,656 7,560,860 

24,577,469 24,625,717 

18,122,320 18,214,328 

7,245,207 7,111,639 

6,627,330 0 

56,934,982 57,512,544 



 


