
 
 

 
 

平成２４年１２月、東京都調布市の小学校で、乳製品の

アレルギーのある５年生の女児が、給食のチジミをおかわ

りして食べ、ショック死するという事故が発生しました。

女児は 初、粉チーズを使用していないチジミを食べてい

ましたが、学校給食センターの残食ゼロ運動に協力したい

との好意から、粉チーズがふりかけられたチジミをおかわ

りして食べてしまったようでした。女児の心情を察すると

何ともやりきれない思いがします。 

また、平成２５年５月、北海道千歳市

は、アレルギー児童への相次ぐ提供ミス

を受けて、全ての公立保育所・幼稚園・

小中学校で、給食としての牛乳の提供を

取り止めました。保護者からは、事故の

責任を「提供停止」をもって対応するこ

とは責任転嫁では？ 子どもの健康維持の点から

のか？！といった声が上がり大騒動となりました

このような事例を挙げるまでもなく、保育園や認定こど

も園などでは、食物アレルギーの子どもがずいぶん多くな

り、給食の調理・提供にあたって多くの注意と手間を要す

るようになっています。また、親御さん

からの申し出も、詳しい検査を踏まえた

専門医の診断によるもの

好（好き嫌い）からの判断など様々で、

園でも申し出への対応に苦慮すること

も少なくありません。 

こうした状況を踏まえ国（消費者庁）は、アレルギー食

品の摂取事故を未然に防ぐため、過去に一定の頻度で血圧

低下、呼吸困難または意識障害などの重篤な健康危害が見

られた症例の分析を基に、表示を義務付ける

料：７品目」、表示を奨励する「特定原材料に準ずるもの

２０品目」を指定しています。【下表参照】
 

特定原材料 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

特定原材料に 

準ずるもの 

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシュ

ーナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、

ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、

豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、

ゼラチン 

 

近年の食物アレルギーの増加は、現代社会の食生活の変

化による抵抗力の低下の他、特に母親の喫煙

遠因と言われていますが、詳しいことはいまだ定かではあ

りません。アレルギーの多くが学童期から青年期

たは減退していく傾向にあるとはいえ、中には青年期以降

も重篤な症状を呈する危険のあるものもあります。また

例えば卵アレルギーは、生卵と熱処理

したもの、黄身と白身など、細かく分

かれます。おかしいな？と感じたら、

小児科または皮膚科を受診し、詳しく

相談されることが肝要です。 
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子育てルポ 食物アレルギーを
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１）木村祐太郎理事、「瑞宝単光章」を受章

木村祐太郎理事が、長年の民生委員・児童委員

域における社会福祉活動に貢献

平成２７年春の叙勲で瑞宝単光章を受章

事は、当会の前身である社会福祉法人清澄会の経営再建

も、積極的かつ献身的に関わっていただき

ことも少なからず受賞の参考

ます。木村理事、誠におめでとうございます。
 

２）「みどりの風こども園かなぎ」と「なるさわ

保育園」に車両を購入
 

みどりの風こども園かなぎは、学童保育の充実に向けて

小学校への学童の迎えを始める他、旧金木町内での公用に

使用するため１０人乗り普通車を、また、なるさわ保育園

は、園外保育の他、たていし愛児園との交流・合同保育を

スムーズに進めるために幼児専用送迎車を購入すること

になりました。 

これで当会が経営する４園で所有する車両は全７台

２台は市から貸与）になります。安全第一

もちろんのこと、子どもたちに望ましい保育・教育

のために活用して参ります。
 

３）理事長、新聞・専門誌へ執筆
 

渡邊建道理事長は、この春から月１で

育欄に「津軽・子ども歳時記」と題したエッセー

ています。「入園式・進級式」や「保育参観・保育参加」

など、園行事で垣間見られる子どもや親御さんの

に、子育てへの想いを綴っています。

また、全国社会福祉協議会が出版している

（６月号・７月号）

には「社会福祉法人

の情報開示の必要性

とその方法」と題し、

２回にわたり当会の

取り組みを挙げつつ

論を展開しています。

機会がございました

ら、ご一読の上、ご感想など

いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

アレルギーを考える 

TOPIX ７ 
その他の話題・お

園児を募集しています

  １号認定子ども   

  １～３号認定子ども 

２・３号認定子ども 

同     

保育職員も募集しています

  フルタイマーまたはパートタイマー

各園とも経験は問いません。時間等は応相談

 

木村祐太郎理事、「瑞宝単光章」を受章 

長年の民生委員・児童委員など、地

域における社会福祉活動に貢献したことが高く評価され、

年春の叙勲で瑞宝単光章を受章しました。木村理

事は、当会の前身である社会福祉法人清澄会の経営再建に

積極的かつ献身的に関わっていただきましたが、その

ことも少なからず受賞の参考資料となったものと思われ

おめでとうございます。 

「みどりの風こども園かなぎ」と「なるさわ

保育園」に車両を購入 

みどりの風こども園かなぎは、学童保育の充実に向けて

小学校への学童の迎えを始める他、旧金木町内での公用に

使用するため１０人乗り普通車を、また、なるさわ保育園

は、園外保育の他、たていし愛児園との交流・合同保育を

スムーズに進めるために幼児専用送迎車を購入すること

当会が経営する４園で所有する車両は全７台（内、

になります。安全第一に努めることは

、子どもたちに望ましい保育・教育の実現

参ります。 

、新聞・専門誌へ執筆活動中 

渡邊建道理事長は、この春から月１で『陸奥新報』の教

育欄に「津軽・子ども歳時記」と題したエッセーを執筆し

ています。「入園式・進級式」や「保育参観・保育参加」

園行事で垣間見られる子どもや親御さんの姿をもと

に、子育てへの想いを綴っています。 

また、全国社会福祉協議会が出版している『月刊福祉』

などをお寄せいただけましたら幸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会福祉法人

 
当会は

８月には法人

社会福祉法人あおもり愛育会へと改め

これにより

愛児園

施設体制

と決算

きました。

今春から

る「子ども・子育て支援新制度」

児の保育・教育は

担ってき

園という第

市町村では、

ども、体調不良や病気回復期にある子ども、学童などへ

の保育

に期待されています

当会

強化をもって、

みなさまに

育・教育

積極的に

を賜りますようよろしく

発行

・お知らせ 

しています♪ 

   みどりの風こども園ひろた  

 みどりの風こども園かなぎ 

 たていし愛児園 

     なるさわ保育園 

しています♪ 

フルタイマーまたはパートタイマー 若干名 

各園とも経験は問いません。時間等は応相談 

社会福祉法人あおもり愛育会として 

２年目を迎えました

当会は昨年５月に社会福祉法人あゆみ会を吸収合併

８月には法人名を、それまでの社会福祉法人清澄会から

社会福祉法人あおもり愛育会へと改めました。 

これにより広田保育園と金木保育園に加え、たていし

愛児園となるさわ保育園の経営を引き継ぎ、１法人・

体制となりましたが、このほど平成２６年度の事業

と決算のまとめが終わり、無事に２年目に入ることがで

ました。 

今春から約７０年ぶり（戦後初めて）の制度改革とな

「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。乳幼

児の保育・教育は、これまで保育所と幼稚園が中心的に

担ってきましたが、新制度の施行によって、認定こども

園という第三の施設が加わることとなりました。また、

市町村では、発達障害などにより特別な支援が必要な

ども、体調不良や病気回復期にある子ども、学童などへ

の保育サービスの充実も計画的に進められることが大い

期待されています。 

会としましても、先般の法人合併による経営基盤

強化をもって、また、役職員一丸となりながら、地域の

みなさまに心から喜んでいただけるよう、質の高い

教育の実践と、地域における子ども・子育て支援を

的に進めて参りますので、変わらぬご理解とご支援

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

発行                           
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第２号 の TOPIX
１  広田保育園・金木保育園は、改称

幼保連携型認定こども園へ移行 
 

２  たていし愛児園・なるさわ保育園

来春の合併を目指し、準備開始 
 

３  平成２６年度決算の状況【解説】
 

４  系列園の紹介 
 

５  法人役員・関係者の紹介 
 

６  【子育てルポ】食物アレルギーを
 

７  その他の話題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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

第第
2015

TOPIX 
改称しつつ 

移行 

保育園は、 

準備開始 

】 

を考える 

「愛情をもって大事に育てる」の意味【英：チェリッシュ】 

五所川原市みどり町 3-93-1 

Fax 0173-34-8857 

http://www.a-aiiku.com/ 
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られています。 
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広田保育園と金木保育園は、 

幼保連携型認定こども園へ移行しました。
 

子ども・子育て支援新制度の施行を機に、広田保育園と

金木保育園は、それまでの児童福祉法に基づく保育所

認定こども園法に基づく幼保連携型認定こども園へ

しました。これと同時に、両園は施設名称を以下のように

あらためました。 
 

広田保育園 → みどりの風こども

金木保育園 → みどりの風こども
 

これにより両園は、それまで

の児童福祉施設としての機能に

加え、幼稚園と同じく、教育基

本法に規定される学校としての

機能を有することとなり、教育

と保育を一体的に行うことが可

能となりました。このことは、

これまで保育所として子どもたちに実施してきた保育に

おける教育の一部が、学校教育としての体系的な教育とし

て公認されたことを意味し、今後は、幼稚園と対等、

は、それ以上の評価を得ることができる≪チャンス到来

と言えます。 

また、「親が就労していない」などの理由から

利用できなかった３歳以上の子ども（１号認定子ども）も

利用できるようになった他、地域の子育て支援もますます

充実していくこととなりました。 

 

 
 

たていし愛児園となるさわ保育園は、
来春「合併」し「認定こども園

 

地域の厳しい少子化により年々園児が減り続けている

たていし愛児園となるさわ保育園ですが、「子どもは子ど

もと共に育つ」を基本理念に、子どもの育ちにとって望ま

しい養育環境を維持していくことを主眼に、来年４月１日

を目途に、幼保連携型認定こども園として合併

なりました。 

これに伴い、平成２７年４月１日からは、たていし愛児

園長がなるさわ保育園長を兼務しつつ、両園の園児の交流

保育や保育行事の一部合同化、父母会の連携強化、職員の

合同会議・研修など、合併に向けての準備が少しずつ始ま

っています。また、

は合併準備室を、両園の職員・

保護者の代表者からなる合併準

備委員会を設置し

円滑に進めて参り

のみなさまのご理解とご協力を

心からお願い申し上げます。

TOPIX 1 認定こども

TOPIX 2 合併を目指

 

幼保連携型認定こども園へ移行しました。 

子ども・子育て支援新制度の施行を機に、広田保育園と

金木保育園は、それまでの児童福祉法に基づく保育所から、

幼保連携型認定こども園へ移行

を以下のように

こども園ひろた 

こども園かなぎ 

これまで保育所として子どもたちに実施してきた保育に

校教育としての体系的な教育とし

幼稚園と対等、また

チャンス到来≫

「親が就労していない」などの理由からこれまで

（１号認定子ども）も

他、地域の子育て支援もますます

たていし愛児園となるさわ保育園は、 
認定こども園」へ。 

地域の厳しい少子化により年々園児が減り続けている

愛児園となるさわ保育園ですが、「子どもは子ど

子どもの育ちにとって望ま

養育環境を維持していくことを主眼に、来年４月１日

合併する方向と

からは、たていし愛児

園長がなるさわ保育園長を兼務しつつ、両園の園児の交流

保育や保育行事の一部合同化、父母会の連携強化、職員の

準備が少しずつ始ま

っています。また、法人本部に

室を、両園の職員・

の代表者からなる合併準

しつつ、合併を

参ります。関係者

のみなさまのご理解とご協力を

心からお願い申し上げます。 

 

平成 26 年度収支決算（貸借対照表）の

概要を解説します。
 

資産の部 

流動資産 63,790

 現金預金① 39,754

 未収金 24,036

固定資産 346,451

 基本財産 80,383

固定資産 13,068

積立預金② 253,000

 

資産の部合計 410,241

上表は平成２７年３月３１

明の前に当会が経営する４園の経営状況についてですが、

平成２６年度当初はいずれの園も、支出見込額が収入見込

額を上回るマイナス予算からの

スタートでしたが、途中入園によ

る園児の増加や保育単価の改正

などから、４園すべて収支がプラ

スに好転し、特に広田保育園と金

木保育園は、最終的に大幅な黒字

となりました。 

さて、上表からわかることとして、まず資産の部ですが、

①の現金預金は、運転資金を意味するものですが

も２６年度の運営費収入比で

ほぼ適正な水準（一般的な適正範囲は

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、あるいは人件費の補てん

１施設平均で約６,３００万円

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

固定負債は０円となっていますが、これは設備資金や長期

運営資金などの借金が全くない

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

の法人と比べても「かなり

た状況」にあるといえます

なお、ホームページにも詳しく

公開しています。ご参考ください。

こども園へ 

目指して 

TOPIX 3 
年度収支決算（貸借対照表）の 

概要を解説します。 

負債の部 

63,790 流動負債③ 6,855 

39,754 未払金 5,390 

24,036 預り金 1,465 

346,451 固定負債④ 0 

80,383  借入金 0 

13,068  その他負債 0 

253,000 負債の合計 6,855 

 

純資産の部 

基本金 184,479 

その他積立金 253,000 

次期繰越活動

収支差額 
△34,093 

純資産合計 403,386 

410,241 
負債・純資産 

の部合計 
410,241 

（単位：千円） 

３１日現在のものです。上表の説

の前に当会が経営する４園の経営状況についてですが、

平成２６年度当初はいずれの園も、支出見込額が収入見込

額を上回るマイナス予算からの

スタートでしたが、途中入園によ

る園児の増加や保育単価の改正

４園すべて収支がプラ

広田保育園と金

大幅な黒字

さて、上表からわかることとして、まず資産の部ですが、

、運転資金を意味するものですが、各園と

運営費収入比で１７.７～２５.３％ほどと、

（一般的な適正範囲は 16.7～25.0％）

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

の補てんに備えるためのものですが、

万円強となっています。 

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・給食材料費や社会保険料などです。また、④の

固定負債は０円となっていますが、これは設備資金や長期

借金が全くないことを意味しています。 

社会福祉法人あお

は、近隣

かなり安定し

す。 

にも詳しく

公開しています。ご参考ください。 
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役 職

理事長

理 事

監 事

TOPIX 

平成２２年春、市立金木保育所から「金木保育園」へ

と民営化。広大な旧川倉小学校の校舎・敷地を活用。

昭和５２年開設。リンゴ畑や水田に囲まれた自然あふれる環境で、心豊かで優しい子どもを育み続け４０年。

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

 

園 長 渡邊建道 

所在地 五所川原市みどり町 3-93-1 

定 員 １４０名 

事 業 地域子育て支援拠点事業（ひろば型） 

休日・延長・学童・一時・障害児保育 

園 長 渡邊ルミ子（兼務） 

所在地 鰺ヶ沢町北浮田町字外馬屋 33-1 

定 員 ３０名 事 業 一時・障害児保育 

 

 

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

新岡保夫 元学校長、元青少年赤十字指導講師

田中正治 つがる市体協理事長、会社自営

吉岡良浩 中川保育園副園長、五所川原市議

事 

成田守男 身障者支援施設さくら園長 

一戸哲彦 藻川保育園長 

齋藤憲法 こども園あらや副園長 

TOPIX 4 系列園の紹介 

平成２２年春、市立金木保育所から「金木保育園」へ

と民営化。広大な旧川倉小学校の校舎・敷地を活用。

昭和５２年開設。リンゴ畑や水田に囲まれた自然あふれる環境で、心豊かで優しい子どもを育み続け４０年。

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

園 長 濱谷伊利子 

所在地 五所川原市金木町川倉七夕野 84

定 員 １２０名 

事 業 地域子育て支援拠点事業（ひろば型）

休日・延長・学童・一時・障害児保育

   

  

園 長 渡邊ルミ子（兼務） 

所在地 鰺ヶ沢町建石町字島田 124-

定 員 ２０名 事 業 学童・一時

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

理事も、 
評議員を 
兼ねる。 

中谷 衛 特別養護老人ホーム

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

元学校長、元青少年赤十字指導講師 阿部英樹 七和保育園長

つがる市体協理事長、会社自営 太田康成 たかたて保育園長

中川保育園副園長、五所川原市議 長利友子 前広田保育園長

 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・なるさわ保育園長

濱谷伊利子 みどりの風こども園かなぎ園長

経営再建当初からシンボル的に屋根に描かれたトトロ

の絵。広田団地のオアシス的存在を目指しています。

平成２２年春、市立金木保育所から「金木保育園」へ

と民営化。広大な旧川倉小学校の校舎・敷地を活用。 

昭和５２年開設。リンゴ畑や水田に囲まれた自然あふれる環境で、心豊かで優しい子どもを育み続け４０年。

町立鳴沢保育所の

民営化を受けて、

平成１９年開設。

鳴沢公民館、鰺ヶ

沢警察署鳴沢駐在

所、ＪＲ鳴沢駅等

に至近。 

関係者の紹介 

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

84-66 

（ひろば型） 

障害児保育 

-3 

一時・障害児保育 

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 

七和保育園長 

たかたて保育園長 

前広田保育園長 

鰺ヶ沢町主任児童委員 

たていし愛児園長・なるさわ保育園長 

みどりの風こども園かなぎ園長 

経営再建当初からシンボル的に屋根に描かれたトトロ

の絵。広田団地のオアシス的存在を目指しています。 

昭和５２年開設。リンゴ畑や水田に囲まれた自然あふれる環境で、心豊かで優しい子どもを育み続け４０年。 

理事会の諮問機関です。 


