
学校法人寺西学園 東香里丘幼稚園 

事業報告書 

(平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで) 

 

１．法 人 の 概 要 

名 称 学校法人 寺 西 学 園 【昭和 51年 2月 20日法人設立】 

代表者 寺 西  加 代 子 

住 所 大阪府枚方市釈尊寺町 25番 27号 

 

２．事 業 の 概 要 

【東香里丘幼稚園】 昭和 51年 4月 1日 開園 

 

◇ 園 訓 『 つよく ただしく ほがらかに 』 

 

◇ 教育方針 

ひとりひとりの個性を大切にし「体づくりと心づくり」に重点をおき、 

安全に気をつけながら心の通った温かい教育をめざします 

 

◇ 学級・園児の構成 

平成 29年 5月 1日現在 

           教 育 年 限 定 員 在園児数 

３歳児(３年)、４歳児(２年)、５歳児(１年) 380 280 

  

 

 定員 在園児数 クラス数 クラス名 

３歳児 100 93 5 そら・うさぎ・きりん・ぱんだ・ひよこ 

４歳児 140 101 3 ばら・ゆり・きく 

５歳児 140 86 3 １・２・３ 

計 380 280 11  

 

 

◇ 教職員の構成          園長 福 田  賢 治 

 

 園長    １名     副園長   １名 

主任    １名     学級担任 １１名    フリー教員  ２名 

補助教員  １名     預かり教員 ３名    未就園児教員 ４名 

バス運転手 ３名     事務職員  ３名    体育講師   ２名 

 英語講師  １名 

 



◇ 保育時間 

     

 月曜日 ～ 金曜日  午前１０時 ～ 午後２時 

 

 

◇ 保育料、その他諸経費 

  

保育料  月額 １９,５００円  

 母の会費 月額    ７００円 (弟・妹は４００円) 

バス会費 月額   ３,３００円 (利用者のみ) 

給食費  月額   ３,０００円 (実食分のみ徴収) 

諸費用    月額   ２,２００円～２,６００円 (学年ごとに金額変更／利用分のみ徴収) 

 

 

◇ 入園時の費用 

  

入園料      ５０,０００円 

検定料       ４,０００円 

施設協力費    ２０,０００円 

バス維持費    １３,０００円（利用者のみ） 

 

 

◇ 預かり保育 

  

早朝保育      午前８時～午前１０時 

月曜日～金曜日   午前保育 午前１１時３０分～午後６時（最長午後７時） 

午後保育 午後２時～午後６時    （最長午後７時） 

保育料    １ヶ月     ５,０００円（おやつ代・給食代含む） 

       １日  午前保育 ８００円 

午後保育 ５００円 

担当      フリー教員２名  預かり専任教員３名（共に有資格者） 

 

 

◇ 未就園児一時預かり保育 

  

日 時   毎週 月～金曜日（週５日） 午前１０時～午後１時３０分 

 保育料   １日  ８００円（給食代含む） 

担当    専任教員２名（有資格者） 

 

 

 

 



◇ 主な実施行事 

４月 入園式 登園指導 始業式 個人懇談会  

５月 保育参観 クラス会 内科検診 園外保育 避難訓練 仲よし会 仲よし動物園 

６月 歯科検診 小運動会 ミニコンサート 仲よし会 

７月 プール開き 講習試食会(保護者) 個人懇談会 宿泊保育 夕涼み会 終業式 

８月 夏期預かり保育 夏期登園 始業式 

９月 仲よし会 英語参観 

10月 運動会 おいもほり 園外保育 

11月 音楽発表会・作品鑑賞 避難訓練 年長みかん狩り 講習試食会(保護者) 

12月 おもちつき大会 ラグビー大会 クリスマス会 個人懇談会 終業式 

１月 始業式 人形劇鑑賞会 

２月 節分豆まき 生活発表会 年長卒園遠足 入園説明会 お弁当参観（満３歳児） 

３月 おひなまつり ミニ人形劇 年長茶話会 卒園式 修了式 

その他 

 

毎週 体育指導・英語指導   毎月 誕生会      

年６回 お楽しみ会      年４回 映画会     

年６回 身体２測定 

 

 

３．財務の状況 

  東香里丘幼稚園の平成 29年度の事業活動収入は、前年度に比べて 9百万円減少している。 

  内訳は、学生生徒等納付金で 5百万円、付随事業収入で 4百万円の減少となっている。 

  事業活動支出は、前年度に比べて 124百万円増加している。 

  人件費で 8百万円の減少はあったが、修繕費で 3百万円の増加。報酬委託手数料で 7百万円 

  の増加。減価償却費で 15百万円の増加。建物等除去費で 25百万円の計上及び資産処分差額 

  （旧園舎の処分損）で 79百万円の計上があった。 

  基本金組入額は 174百万円で、仮設園舎の取得、旧園舎解体撤去、構築物及び教育研究用 

  機器備品等の除去、建設仮勘定の増加によるものである。 

  上記の結果、当年度収支差額は△286百万円となったが、東香里丘幼稚園は無借金経営を 

  貫いており、健全な財務内容となっている。 

 


