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平成 27年度      

事業報告書 
平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日まで 

特定非営利活動法人 Lotus 

理事長 山口 巴 

福島県会津若松市金川町 3-18 

 



 

 

1. 事業の成果 

 

① 保育事業 

平成 27年 4月新・子ども子育て支援法施行より 

認可外保育施設ロ－タスキッズ保育園定員 53名を 2施設に切り分け 

 

≪認可小規模保育施設[ロータス保育園]≫ 

 平成 27年４月 1日付けにて、認可小規模保育施設として認可 

 会津若松市金川町 3-18 １階に設置 

 園長:山口 巴 

 日曜祝日開園、第 4日曜のみ休園 

 定員 19名   

 27/4/1 有資格者数 9名 (保育士 8名、看護師 1名、事務 1名、園長) 9名にてスタ-ト 

 会津唯一日曜祝日開園の認可保育園の為、早期に定員 19名 

 認可保育施設基準を行政と共に構築していく 

   

 

≪認可外保育施設[ロータスキッズ保育園]≫ 

 会津若松市金川町 3-18 2階に設置 

 園長:吉津 美和子  

 日曜祝日開園、第 4日曜のみ休園 

 定員 19名   

  ※地域課題解消の為に、認可外保育施設の機能を残し、28年 3月で夜間保育閉鎖予定。 

  日中保育のクオリティを高めていくことに特化。 

 

ひとり親世帯に対する支援として、慎重に面接を行いながら、子育て支援及び保育受け入れ

を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

② 屋内遊び場事業 

「赤ちゃん木育広場 もくれん」は、福島県初となる「木育」で子ども達を育てる唯一の屋内遊

び場。 

3.11震災以降、福島県民間団体屋内遊び場確保事業により開設され、H28.3.7で丸３年。 

認定 NPO 法人日本グット・トイ委員会 東京おもちゃ美術館監修を受けて、「木育」を導入した

東北初の木育広場施設である。 

 

もくれんに従事する職員全てが、おもちゃコンサルタント、おもちゃインストラクタ－、木育イン

ストラクタ－、保育ナチュラリストの養成講座認定資格を取得する等、県内随一の木育、おも

ちゃ選定、遊びの空間作りの知識を有する。 

施設、玩具の選定、量、メンテナンスのきめ細やかさ等、東北トップクラスと東京おもちゃ美術

館多田館長お墨付きである。 

 

H28.3施設内リニュ－アル工事を実施。 

これまで、利用対象月齢を 0 歳～3 歳位までの対象園児をもつ全ての子育て世帯、小学生ま

での子ども達が無料で利用でき、大人のみ有料の施設であったが、震災復興補助金(サントリ

－ホ－ルディングス社(フクシマススムファンド)からの支援)が丸 3年を超え打ち切りとなったこ

とを期に、１歳以上児も有料の施設としてリニュ－アルオープン H28/4/9 とした。 

 

平日月曜・木曜休館日。 

年間約 270 日開館しており、会津若松市では唯一日曜祝日遊べる、電子音ゲーム機類が一

切無い「グッドトイ受賞」の優良な木質玩具、木質大型遊具が 250 種類以上揃い、完璧なメン

テナンスが出来る施設の為、県内外より見学、視察が後を絶たず、意識の高い幼保小学校の

遠足にも使用される。 

地域の子育て世帯はもちろんのこと、”子どもも楽しめる場所がある観光地会津”として観光

目的地となっており、５月連休、夏休み期間等の長期休暇期間は、他県からの利用者が目立

つ。利用者からは、首都圏にも無い木育と自然に特化した施設を羨ましがる声が多い。 

 

ふくしま未来基金の補助を受け、当施設が出張し、あらゆるイベントで木のおもちゃによる遊

びの広場を作り提供出来る準備を進め、今年度数か所に出張。 

会津若松市アピオスペ－ス大ホ－ルにて 3 日間開催した木のおもちゃまつりは２年目を迎え

入館者 4000人を超える。 

 

日常的に、地域のコミュニティスペ－スとなっており世代間交流の場、地域のコミュニティスペ

－スとしての利用者の認知度が高い。父親の利用者が増加しており、父親の育児参加という

点で、育児参加し易い場所として利用されるようになっている。 

 

 



 

 

 

 

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 

定款事業名 保育事業① 

実施日時 27年 4月 1日～28年 3月 31日 

実施場所 ロ－タス保育園 (会津若松市金川町 3-18 1階) 

従業員人数 11名 

受益対象者の範囲及び人数 

 会津若松市を中心とする 17市町村在住の育児世帯 

 対象月齢:0歳児(生後 3 ヵ月)～2歳児(遅生まれ 3歳になる年の

3月迄入園) 

 定員:19/名 

 

支出額(千円) 17,530 

事業内容 

 認可小規模保育施設 

 開園時間:7:00-19:00 

 日曜祝日開園 

 第 4日曜のみ休園 

年間稼働日数 356日 

土日祝日普通登園日である為、サ-ビス業、自営業等、医療介

護系職種の職業世帯に対応 

 看護師常勤保育園の為、早期に定員入園となる 

 地域の雇用を輩出する潜在待機児童の解消貢献 

 27年度認可外保育施設ロ－タスキッズ在園児定員 53名→月極

入園児 19名に絞る(月齢切り分け) 

 

 

 



 

 

 

 

(2) 特定非営利活動に係る事業動に係る事業 

定款事業名 保育事業② 

実施日時 27年 4月 1日～28年 3月 31日 

実施場所 ロ－タスキッズ保育園 (会津若松市金川町 3-18 2階) 

従業員人数 5名 (保育士 2名、看護師 2名、事務 1名) 

受益対象者の範囲及び人数 

 会津若松市を中心とする 17市町村在住の育児世帯 

 対象月齢:0歳児(生後 50日)～学童保育 

 定員:19/名 

 

支出額(千円) 8,300 

事業内容 

 27年度園児定員 53名→月極入園児 19名に絞る 

 認可外保育施設 

 24時間対応 

 日曜祝日開園 

 第 4日曜のみ休園 

年間稼働日数 356日 

土日祝日普通登園日である為、サ-ビス業、自営業等、医療介

護系職種の職業世帯に対応 

 一時保育、夜間保育、看護師常勤保育園の為、年間通し県内外

より利用者有り 

 NHK 赤い羽根募金基金より、散歩車 6 人乗り・哺乳瓶殺菌庫購

入 

 地域の雇用を輩出する潜在待機児童の解消貢献 

 認可保育施設以上の保育環境整備導入に努め、乳幼児突発死

症候群医療器具導入の維持 

 経営品質協議会法人継続加入し、職員の職務クオリティ向上に

努め、利用者からの評価は高く口コミ力が高い 

 福島県委託事業「おしごとカフェ」参加保護者の一時保育の託児

受け入れ先として実施 

 『平成 27 年度福島県緊急雇用創出基金事業 地域人づくり事

業』の保育委託を受け、受講者が安心して「女性のキャリアアッ

プ再就職支援セミナ－」を受講できるよう保育受託。 

全 30回約 120時間保育し、受講生の再就職を支援することに貢

献 

 介護職員養成訓練事業、研修者託児 1名保育 



 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 ひとり親家庭支援事業 

実施日時 27年 4月 1日～28年 3月 31日 

実施場所 ロ－タスキッズ保育園 (会津若松市金川町 3-18  2階) 

従業員人数  

受益対象者の範囲及び人数 会津若松市を中心とする 17市町村 

支出額(千円) 1,000 

事業内容 

① ひとり親特有の家庭保育事情・環境を考慮し、再就職可能にな

る為の児童受け入れを優先的に実施 

 ハロ－ワ－ク資格習得に係る職業訓練入学時の児童受け入れ 

 就職活動日と面接日の児童受け入れ 

② 雇用創出:法人として、シングルマザ－の当法人雇用と同伴出勤

可能にし、ひとり親継続雇用 2名 

③ 育児相談窓口の設置 

 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 地域活動を担う人材の開発育成事業 

実施日時 27年 4月 1日～28年 3月 31日 

実施場所 ロ－タスキッズ保育園 (会津若松市金川町 3-18) 

従業員人数 1名 

受益対象者の範囲及び人数 
会津若松市を中心とする 17 市町村  他福島県内の子育て支援団

体  50人 

支出額(千円) 2,255 

事業内容 

 認定 NPO法人日本グッド・トイ委員会 認定養成講座 

木育ストラクタ－養成講座受講職員 3名 

保育ナチュラリスト養成講座受講職員 2名 

 一般社団法人日本ベビ－サイン協会認定講師 2名輩出し、地域

の子育て支援教室開講 

 『平成 27 度福島県緊急雇用創出基金事業 地域人づくり事業』

の保育委託を受け、受講者が安心して「女性のキャリアアップ再

就職支援セミナ－」を受講できるよう託児受諾。施設のある保育

園の為、福島県の事業として他託児も受諾 

 介護職員養成訓練事業、研修者託児 1名保育 

 



 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 屋内遊び場事業 

実施日時 26年 4月 1日～27年 3月 31日 

実施場所 
赤ちゃん木育広場 もくれん 

 (会津若松市町北町上荒久田字石尻 216) 

従業員人数 3名 

受益対象者の範囲及び人数 
会津若松市を中心とする 17市町村・中通り全域・浜通り全域・ 

東北６県・帰省子育て世帯  ９か月利用者３50０人 

支出額(千円) 22,352 

事業内容 

 サントリ－ホ－ルディングス「フクシマススムファンド」事業 3期 

 交付決定事業費 300万円 総事業費 7,534,437円 

 27年度福島県地方創生サポ－ト事業 

交付決定事業費 190万円  総事業費 3,448,495円 

 ふくしま未来基金 Ⅰ期 300万円 総事業費 3,100,000円 

■間伐材利活用した木質遊具玩具開発と販路開拓  

■もくれん出張によるおもちゃキャラバン隊構築 

■会津若松市訪問介助理美容事業と拠点整備事業における世

代間交流の一環として、もくれんを出張のおもちゃキャラバン全

13回開催に協力させていただく 

■8/1郡山市NPO法人主催子どもイベントへおもちゃキャラバン 

 東京おもちゃ美術館監修で玩具のアドバイス、選定を受けてい

たが、現在、木育に関する養成講座受講した有資格者が数多く

在職している為、現在単独運営 

 電気ゲ－ムのいらない木質玩具遊具で楽しめる東北唯一の「木

育子育て」を推進している 

 乳幼時期の、五感と感性を育むべき低年齢時期に特化し、現代

社会の子ども達の発育と成長の課題や悩みを解消するべく、有

資格者のスタッフが子育ての悩みもフォロ－出来る施設 

 対象児を 0 歳～3 歳程度の乳幼児とし、乳幼児が故に外出や遊

びの場所を制限されがちな子育て世帯の為に、安心安全な環境

を提供。 

 休館日を平日とし、全ての子育て世帯の保護者が利用できるしく

みを構築し、地域の世代間交流の場として、子育て支援貸切り、

行政イベントや県内外の団体利用者が急増している 

 有識者からの屋内遊び場施設、取扱い玩具遊具のクオリティは

東北一であるとの評価を得ている。 

 



 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 ネットワ－クづくり事業 

実施日時 27年 4月 1日～28年 3月 31日 

実施場所 赤ちゃん木育広場 もくれん (町北町上荒久田字石尻 216) 

従業員人数 1名 

受益対象者の範囲及び人数 会津若松市を中心とする福島県内外  50人 

支出額(千円) 2,000 

事業内容 

 27年度福島県地域創生総合支援事業(サポート事業) 

「木育による伝統産業活性化事業」 

①  屋内遊び場イベント「木のおもちゃまつり」11/27-29  

入場者数 4000人 

 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 情報収集及びその他公開と発信事業 

実施日時 27年 4月 1日～28年 3月 31日 

実施場所 
赤ちゃん木育広場 もくれん 

 (会津若松市町北町上荒久田字石尻 216) 

従業員人数 5名 

受益対象者の範囲及び人数 会津若松市を中心とする17市町村 –他福島県内の子育て支援団体 

支出額(千円) 1,948 

事業内容 

 27年度福島県地域創生総合支援事業(サポート事業) 

「木育による伝統産業活性化事業」 

① 先進地研修「沖縄県国頭村やんばる森の美術館」 

② 東京おもちゃ美術館館長 多田千尋氏 講演会(福島県立博物

館 8/30) テ－マ:木育と子どもの成長 出席者 80名 

③ 会津の伝統工芸品を活用し開発製作した木の玩具遊具の「木の

おもちゃ発表会」(2/29会津稽古堂) 

開発玩具 10 種類 11/27-29 おもちゃまつりでも使用し、世代間

交流のアイテムとして、年代関係なく地域の間伐材と伝統文化の

融合おもちゃで楽しんだ 

 「2013 こどもはぐくみファンド」補助事業で作成した会津若松版 

子育て情報誌「會津ガモ」の取り寄せ件数が未だに多く、県内 10

か所配布し続けている 

「會津ガモ」:会津地域における情報・手続き等を一冊の情報誌 



 

 

 

 

(3) その他の事業 

定款事業名 無 

実施日時  

実施場所  

従業員人数  

受益対象者の範囲及び人数  

支出額(千円)  

事業内容  

 


