
第１号議案 令和３年度事業報告及び活動決算の承認に関する事項 

 

令和３年度事業報告書 

           （令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで） 

 

特定非営利活動法人北上学童保育所 

１ 事業の成果 

 保育が必要な小学校児童の安全な生活の場を築くことにより、児童の心身ともに健やかな発

達を援助し、保護者が安心して働き、子育てできるよう支援するため、北上市の指定管理を受

け、各放課後児童クラブの運営にあたりました。 

 

 (１) 放課後児童にとっての「さらなる安全な生活の場」づくり 

  当法人内において、児童同士の重大な事故が発生致しました。日頃から十分に注意を払い

保育に当たっておりましたが、児童の身体に不調をきたす結果となり反省すべき事案となっ

たものです。早急に再発防止に取り組み、これまで実践しながら保護者の皆さまからのご意

見も参考にして再発防止に努めております。 

  クラブ内は依然として密の状態も見られますが、今後も各クラブ工夫しながらより安全な

保育を目指して努力して参ります。 

  

 

 (２) 保護者の雇用形態の現状などを踏まえた保育のあり方の検討 

  新型コロナウイルス感染拡大に備えた１年であり、随時、法人としての対応方法を検討し、

必要であれば休所するなどコロナ禍での保育について各クラブ工夫しながら感染対策を徹

底してきたところです。一方、保護者の多様な保育ニーズもあると思われることから各クラ

ブの定員充足状況を踏まえ、子どもたちの生活環境の確保を第一に考え、保育のあり方につ

いて、保護者の声を聞きながら、引き続き検討していく必要があります。 

 

 

 (３) 地域の組織および住民との交流促進 

  みつばちクラブでは、地域組織との交流として黒沢尻東小の学校運営協議会委員や黒沢尻

東地区次期地域計画策定委員として小学校長、行政区長、交流センター長等地域の関係者と

学校経営や教育計画等諸課題、子ども・子育て世代に係る協議の場に参加しています。昨年

度は交流センター主催でコマや将棋など昔遊びを教わりながら地域の方たちと交流しまし

た。また、交流センター長にはクリスマス会でのサンタクロース役を依頼し、盛り上げてい

ただきました。 

たんぽぽグループでは、夏のお楽しみ会、クリスマス会等の行事の際、地域の方々に参加

いただき交流を深めました。下校時の見守りや敷地内の除雪にも協力いただき継続的な交流

を進めました。 

  他の２クラブについては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、地域の方々との交流は難 

しい状況であり例年どおりの関わりはできませんでした。 

 

 

 

 



(４)  職員の処遇改善および意識向上などの促進 

職員の処遇改善や多様な働き方に対応していくため、処遇改善に係る補助金を活用しての

賃金改善を行いました。また、ワクチン接種等のための休暇制度の新設や、その他見直しに

取り組むなど今後さらに働きやすい職場環境を目指し改革していきます。 

 理事長と総括主任支援員との面談を実施し、各クラブの諸課題を共有し職員の意識改革等

進んでいくよう取り組んで参ります。 

支援員の確保が困難な状況が続いており、ハローワーク等へ求人依頼しているものの、未

だに充足していない状況となっておりますが、引き続き重要事項と位置付け求人方法も工夫

しながら人材確保に努めてまいります。 

  

 

 (５) 運営体制の充実・強化 

  令和元年度から事業をＮＰＯ法人に移行するとともに、指定管理者として業務仕様書に基

づき事業運営に取り組んで２年経過したところです。また、法人としての運営基盤の強化、

運営体制の充実、市との連携強化に向けて、事務局体制の強化を図り、支援員の確保に取り

組んできました。 

  また、法人として、必要な取り組みや課題解決、運営の見直しなど適切に対応していくた

め定例の理事会を開催しました。 

 

 

 (６) 北上学童保育所設立 50周年記念事業 

    令和４年度の実施に向けて、記念式典、記念誌、総務各部会とも事業の詳細を継続検討 

することとしました。記念事業日程については 11月初旬とし、９月初旬には開催決定の判 

断をすることも確認しました。記念誌部会においては、今年中の発行を目途に取り組んで 

おります。 

 

 

 (7) 県内外の行事への参加 

 北上市内、岩手県内での学童保育運動を前進させるため、新型コロナウイルス感染拡大の

中でありますが、市連協、県連協の諸会議、研修への参加に取り組んだほか、放課後児童支

援員認定資格研修をはじめ、各種研修に支援員を派遣し、支援員の育成、スキルアップに努

めています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 事業の実施に関する事項 

(１) 特定非営利活動に係る事業 

事業名 事業内容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象

者 

の範囲及

び 

人数 

支出額 

(千円) 

放課後児童

健全育成事

業 

第一・第二・第三・第四

みつばちクラブの開設と

運営 

令和３

年４月

～令和

４年３

月 

北上市

中野町 

14人 入 所 児 童

161 人及び

そ の 保 護

者 

205,128 

第一・第二・第三ひかり

クラブの開設と運営 

令和３

年４月

～令和

４年３

月 

北上市

本石町 

９人 入 所 児 童

103 人及び

そ の 保 護

者 

第一・第二・第三・第四

つくしクラブの開設と運

営 

令和３

年４月

～令和

４年３

月 

北上市

常盤台 

14人 入 所 児 童 

168 人及び

そ の 保 護

者 

第一・第二・第三・第四

たんぽぽクラブの開設と

運営 

令和３

年４月

～令和

４年３

月 

北上市

村崎野 

13人 入 所 児 童 

146 人及び

そ の 保 護

者 

子育て支援

事業 

実施なし     ０ 

学童保育に

関 す る 研

究・研修事業 

実施なし     ０ 

 ※当法人が実施する事業は、特定非営利活動に係る事業のみです。 

 

 

３ おもな会議行事等開催 

(１) 第３回通常総会 

   令和３年５月 31日(月)   

   出席者 527名 ＊書面提出者 

   ・令和２年度事業報告及び活動決算の承認に関する事項 

   ・令和３年度事業計画及び活動予算の承認に関する事項 

   ・令和３年度役員の選任に関する事項 

   ・顧問の選任に関する事項 



 

 (２) 理事会 

 第１回 令和３年 ６月 25日(金)18:30～  ＊書面表決 

  第２回 令和３年 ８月 27日(金)18:30～  ＊書面表決 

  第３回 令和３年 11月 24日(水)18:30～ つくしクラブ 出席者 13名 

  第４回 令和４年 ２月 28日(月)18:30～  ＊書面表決 

  第５回 令和４年 ３月 31日(木)18:30～  ＊書面表決 

   

４ 活動日誌 

   令和３年 

４月 27日 下期会計監査（つくしクラブ） 

５月 20日 第２回北上学童保育所設立 50周年記念事業実行委員会 

５月 31日 第３回通常総会 ＊書面表決 

５月 26日 北上市学童保育連絡協議会第８回定期総会 ＊書面表決 

６月 ６日 第 36回新指導員学校（オンライン開催） 

６月 30日 第 52回岩手県学童保育連絡協議会定期総会 ＊書面表決 

６月 25日 第１回理事会 ＊書面表決 

６月 27日 学童保育講座①（保護者オンライン開催） 

７月６日～７日 認定資格研修 １班（岩手県生涯学習推進センター） 

７月 10日 学童保育講座②（保護者オンライン開催） 

８月 27日 第２回理事会 ＊書面表決 

８月 29日 岩手県学童保育連絡協議会第 49回県指導員学校・第１回保護者会研修会 

（オンライン開催） 

   ８月 31日～９月１日 認定資格研修前期 ２班（岩手県生涯学習推進センター） 

９月 19日 全国学童保育指導員学校東北会場（オンライン開催） 

10月５日～６日 認定資格研修後期 １班（岩手県生涯学習推進センター） 

      10月７日～８日 認定資格研修後期 ２班（岩手県生涯学習推進センター） 

   10月 23日～24日 第 56回全国学童保育研究集会（オンライン開催）  

10月 25日 上期会計監査（つくしクラブ） 

10月 29日 北上市学童保育連絡協議会学習委員会第１回研修会（さくらホール） 

11月 20日 令和４年度入所説明会（みつばち・つくし） 

11月 24日 第３回理事会（つくしクラブ） 

11月 28日 第 52回岩手県学童保育研究集会（オンライン開催） 

12月４日 令和４年度入所説明会（ひかり・たんぽぽ） 

令和４年 

１月 26日 北上市学童保育連絡協議会学習委員会第２回研修会（さくらホール） 

２月 28日 第４回理事会 ＊書面表決 

  ３月 31日 第５回理事会 ＊書面表決 

 ４月 27日 下期会計監査（つくしクラブ） 

５月 20日 北上学童保育所 50周年記念事業各担当部会長会議 


