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1. 事業の成果 

 

 

弊社が運営する保育園事業は、2017年に 8年目を迎え、 

屋内遊び場事業においては、震災以降に開園しており 5年目となります。 

 

次代の流れや変化と共に、子育て環境は変化どころか多様化し、「結婚はしない」「子ども

を産まない」「パトナ－という考え方未婚出産」など、地域のニ－ズも大きな変化をしてき

ている。 

 

弊社は、「私たちは、すべてのお母さんを独りにしない」をミッションに掲げています。 

すべての子どもたちにとって、夢や可能性をつぶさぬよう。 

未来の親になる大人が安心して子どもを産み育てられる子育て支援事業を、日々クオリ

ティがあがっていることをスタッフ一人ひとりが認識しながら支援をおこなっているところで

す。 

 

弊社 NPO ならではの強みは、スピ－ド、追求心のあるクオリティ、単年度で終わらない継

続力。地域ニ-ズを的確にキャッチし対応出来るスピ－ドとアンテナ力。 

 

そのような 7 年目の事業報告において、会津若松市に事務所をおく法人として、恥ずべき

ことないよう事件・事故なく 2016年度を終えることが出来ましたことは大きな成果成長と捉

えています。 

また、東北随所にある屋内遊び場の中で、各市町村からの問い合わせ、視察などが増え、

屋内遊び場もくれんにおける「木育」普及活動が実を結び始めてきたように思います。 

 

会津総合開発協議会会津若松地方部会主催、調査研究事業「木育推進フォ－ラム」へパ

ネラ－出席させていただき、参加団体でもある農林高校全校生に向けて、会津の木の利

活用方法と、川下活動の木の利用者、消費者目線の開発製造に関する夢のある仕事に

ついて話し、高校生生活 3 年後に今の学びをどう活かした職業に就くかという視点でも話

をさせていただきました。 
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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  

【施設名】 認可小規模保育施設 「ロ－タス保育園」 

【施設長】山口 巴 

【認可日】平成 27年 4月 1日 

実施日時 28年 4月 1日～29年 3月 31日 

実施場所  会津若松市金川町 3-18 1階 

従業員人数 8名 (事務 1名 保育士 6名 看護師 1名) 

受益対象者の範囲及び人数 

【法定基準】 

➢ 対象月齢:生後 3 ヵ月～2歳児(遅生まれ 3歳になる年迄入園) 

➢ 定員:19名 

【広域受入れ】 

➢ 会津若松市を中心とする 17市町村在住の育児世帯 

支出額(千円) 32,843,249円 

事業内容 

【開園時間】7:00-19:00 

 

【開園日数】2016年度 稼働日数 342日(2016年度より 14日減) 

 

【広域受入】会津坂下町・喜多方市・磐梯町・猪苗代町・会津美里町

在住園児など、保護者の通勤エリア圏内により受入実施 

 

【休園日】第 2・4・5 日曜日・7/20 前後創立記念日・年末年始

12/30-1/3 

※祝日開園・GW・お盆休園日なし 

※保育の質の向上の為、休園日の職員研修実施 

➢ 「こども子育て支援法」処遇改善を踏まえて、「キャリアスキルア

ップ」の為の研修制度を本格的に導入 

➢ 看護師常勤保育園の為、早期定員入園 

➢ 日曜祝日登園可能により、地域の雇用を輩出し、潜在待機児童

の解消に貢献している 

 

【助成金】 

① 認可給付金(36,111,630円) 

② 特別保育事業(300,000円) 

③ 業務効率化推進事業(1,100,000円) 
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(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 

【施設名】認可外保育施設「ロータスキッズ」 

【施設長】吉津 美和子 

【設立日】平成 22年 7月 20日 

実施日時 28年 4月 1日～29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 6名 (保育士 2名、看護師 3名、事務 1名) 

受益対象者の範囲及び人数 

【認可外保育施設要綱により】 

➢ 定員:19名(保育室基準により) 

➢ 居住地制限なし 

➢ 対象月齢:生後 50日～学童保育 

支出額(千円) 17,000千円 

事業内容 

【開園時間】7:00-19:00 

 

【開園日数】2016年度 稼働日数 342日(2016年度より 14日減) 

 

【休園日】第 2・4・5 日曜日・7/20 前後創立記念日・年末年始

12/30-1/3 

※祝日開園・GW・お盆休園日なし 

※保育の質の向上の為、休園日の職員研修実施 

➢ 「こども子育て支援法」処遇改善を踏まえて、「キャリアスキルア

ップ」の為の研修制度を本格的に導入 

➢ 看護師常勤保育園の為、早期定員入園 

➢ 日曜祝日登園可能により、地域の雇用を輩出し、潜在待機児童

の解消に貢献している 

➢ 広域居住のロ－タス保育園卒園 3歳児の継続入園 

➢ 認可ロ－タス保育園の兄弟入園 

➢ 市内の保育園に兄弟が同一保育園に入園出来ない子どもたち

が入園 

➢ 他県、市外、広域居住の月極保育・一時保育 

【助成金】 

① NHK赤い羽根募金基金(16万円)・・・哺乳瓶殺菌庫購入・テント 2

張り購入 

② 運営費助成金(2万円) 

③ 健康診断助成(55,100円) 

 



特定非営利活動法人 Lotus 

1 

 

《事業変更点》 

① 保育事業 

 

変更・改善点 内容 背景・理由 

■保育園共通 

 

年間休園日変更 

 

 

認可保育園(ロータス保

育園) 

認可外保育園(ロータス

キッズ保育園)共通 

 

 

 

 

 

年間休園日を 23日間とした 

(前年度より 14日間増) 

 

2016年度 稼働日数 342日  

2015 年度 稼働日数 356 日 

年間休園日 9日 

一般的な保育施設の年間休園日は最低で

も 75日である 

その他園長が定める休園日(振替休園日・

研修日等)が設定されている 

 

当園において、全国的に不足している有資

格者確保と離職率を減少させるため、保育

従事者の働きやすい環境づくりと同時に、

入園児のための保育の質の向上を図る必

要性がある 

職員のキャリアアップ・自己啓発に必要な

体制を整備するため、他園と比較しながら

独自性を低下させない程度に稼働日数を

変更 

 

しかしながら、地域のニ－ズと多種多様化

する勤務体系ワークライフバランスに対応

するべく、日曜祝日を継続して開園。 

入園児は会津若松市外の広域に対応(会

津坂下町・磐梯町・湯川村・喜多方市) 

■認可外保育園 

 

開園時間変更 

 

 

以下を廃止 

① 24時間対応保育 

② 夜間保育 

③ 宿泊保育 

 

保育時間を7:00-19:00の日中

時間のみに変更 

 

日曜祝日開園している保育園であることか

ら、一般的な保育園の有資格者数よりも 2

倍程度確保せねばならない。 

働きやすい環境づくりと、有資格者の継続

確保、日中保育へのウェイトを高め、保育

クオリティの向上に特化するべく開園時間

の短縮に踏み切った。 

夜間日中併用保育在園児については、他

園への転園手続き完了。 
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(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 28年 4月 1日～29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 19名 (保育士 8名、看護師 4名、事務 3名・もくれん 4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 

支出額(千円) 0円 

事業内容 

【保育園】2016年度の月極め園児入園なし 

一時保育のみ受け入れ 

【もくれん】利用者のひとり親子育て相談支援 

 

(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 28年 4月 1日～29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 6名 (保育士 2名、看護師 3名、事務 1名) 

受益対象者の範囲及び人数 6名 

支出額(千円) 0円 

事業内容 

➢ おもちゃインストラクタ－認定資格者排出 7名(保育士 4名・教員

2名・事務員 1名) 

2016 年度は、木育事業において連携している国見町で主催され

た為、研修休園日に 2日間受講 

➢ アクティビィティインストラクタ－養成講座認定資格取得 4 名(理

事長 1名・保育士 1名・看護師 1名・もくれん職員 1名) 

新潟市開催 

                             【アクティビティインストラクタ－養成講座】 
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 (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 28年 4月 1日～29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 4名 

受益対象者の範囲及び人数 広域 

支出額(千円) 0円 

事業内容 
➢ 広域自治体からのイベント・子育て支援行事の連携 

➢ 地域の子育て支援団体との連携 
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 (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 

【施設名】赤ちゃん木育広場もくれん 

【設置日】平成 25年 3月 7日 

実施日時 28年 4月 1日～29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 4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 他県観光客 

支出額(千円) 11,444,649円 

事業内容 

福島県認可屋内遊び場 

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。 

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 

 

➢ 休館日を平日とすることで、全ての子育て世帯が利用しやすい

対応を構築。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。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。 

 

 

【開園時間】9:00-12:00  13:00-17:00 

【休館日】毎月曜・木曜・年末年始 12/30-1/3 

【対象】 

⚫ 妊婦 

⚫ 乳幼児 

⚫ 小学生(乳幼児兄弟) 
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⚫ 観光客 

⚫ 幼稚園・保育所・子育て支援団体・自治体主催イベントなどの開

催開場・遠足・講演・教室開催場所 

【環境設備】 

⚫ 耐震構造クリア 

⚫ 有資格者配置(保育士・教員及びおもちゃインストラクタ－等) 

 

① 乳幼時期に育まなくてはならない、「五感と感性」の育み方を、子

育て有資格者及び専門知識を有する職員からノウハウを学べる

場所でもある 

② 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 

 

③ 東北随一と言われる木質玩具量及び質のクオリティに定評がある 

 

④ 自治体の視察研修も多く、他県より団体受入を実施 

 

⑤ 補助事業 以下 2事業における概要実績報告書 

⚫ 28年度福島県地域創生総合支援事業(サポ－ト)補助金 

⚫ ふくしま未来基金補助金 

⑥ 寄付金(立正佼成会)20万円 

⑦ おもちゃ基金(募金)9138 円(館内おもちゃメンテナンス・修理代と

して使用) 

⑧ 「AIZUビュ－ティ－いきいきサロン」2期目事業 

⚫ もくれんでは、世代間交流が可能な木育遊び広場を作り、乳

幼児から高齢者まで、木の香りに触れて遊び、孫、玄孫世代

の子育て世帯とフレアか機会を創出 

⚫ 高齢者へ向けたリハビリ用気の玩具のセレクト 

⚫ 乳幼児は、家庭で使う頻度が少ないと思われる成長発達に影

響のある玩具をセレクト 

⚫ 今年度 2期目においては、高齢者への配慮と工夫を行い、モ

ノ作り体験メニュ－を増やし、世代間交流の場として足を運ん

でいただく理由付けのワ－クを構築し、利用者雑煮貢献でき

た。総事業費 918,180円（人件費） 
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2016年 ABC集計表        

        （円） 

総事業費 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計 

WS 3,420 4,272 9,156 20,488 24,200 12,800 4,600 78,936 

ディスプレイ 60,095       60,095 

消耗品   9,224   432  9,656 

人件費 72,000 63,000 99,000 45,000 81,000 54,000 27,000 441,000 

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ玩具 28,728 600 600 600 2,000 2,000 2,000 36,528 

メニュー表 3,000       3,000 

玩具レンタル  5,000 5,000 5,000 50,000 50,000 10,000 125,000 

乳児玩具    30,485    30,485 

ベッド    20,520    20,520 

除菌スプレー    12,960    12,960 

玩具メンテナンス       50,000 50,000 

備品メンテナンス       50,000 50,000 

合  計 167,243 72,872 122,980 135,053 157,200 119,232 143,600 918,180 
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【補助事業概要実績報告書①】 

補助事業名 28年度福島県地域創生総合支援事業(サポ－ト)補助金 

実施日時 28年 4月 1日～29年 3月 31日 

事業名 「木育による伝統産業活性化事業 Ⅱ期目」 

交付決定事業費(千円) 166万円  

総事業費 2,958,756円 

支出額(千円) 1,298,756円 

事業内容 

➢ 福島県木産材を使用して、木のおもちゃの開発製作 

2期目において 6種類製作(以下写真) 

1期目においては 10種類製作している 

 

① 大型クーゲルバーン「ロックンロールストリート」（75ｃｍ×113ｃ

ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ ドミノ絵付 起き上がり小法師の焼印（焼印サイズ 5ｃｍ×4ｃｍ） 

 

⑩ 会津産木たまご 2500個 
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⑪ 会津産木もくれんロボットくん（100ｃｍ×60ｃｍ） 

 
⑫ 桐看板プレート（47ｃｍ×30ｃｍ、25個） 

 
⑬ 木練がっこうメイン看板（165ｃｍ×70ｃｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 自然木の釣り堀り（110ｃｍ×110ｃｍ） 
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➢ 先進地の視察研修(6名) 

「東京おもちゃ美術館おもちゃまつり」前年度沖縄県国頭村 

 

➢ 依頼のある自治体、子育て支援団体、教育機関、子育て支援団

体主催イベントへ参加し、木のおもちゃ広場空間を作り、木のお

もちゃに触れて遊ぶ機会、製作した福島県産木の玩具を活用

し、会津を PR した 

⚫ 4/24復興震災支援(いわき市四ツ倉) 

⚫ 4/30木のママカフェ(柳津町) 

⚫ 5/3子どもまつり(会津若松市教育委員会) 

⚫ 6/11-12会津三島ふるさと工人まつり(三島町) 

⚫ 9/3-4アピオフェスティバル(会津若松卸商団地協同組合) 

⚫ 10/10大町ストリ－トミュ－ジ－アム 

⚫ 10/23木のママカフェ(柳津町) 

⚫ 11/5-6第 3回国見産業祭(国見町) 

⚫ 11/26-27おもちゃまつり&FESTA(国見町) 

⚫ 12/11木育フェスティバル(いわき市遠野 いわき匠の会) 

⚫ 1/10会津若松市十日市 

 

➢ 製作した木のおもちゃ発表も兼ね、世代を超えて木のおもちゃに

触れる機会を創出するイベント開催「木練がっこう」 

⚫ 開催場所:アピオスペ－ス大ホ－ル 

⚫ 開催日 12/17 10:00-17:00  12/18 9:00-16:00 

⚫ 来場者 4200人(昨年度 3600人) 

⚫ 出展者数 32店舗(おもちゃ作家・デザイナ－・チャイハネ他) 

⚫ スタッフ45名(シニアボランティア・地域子育て支援団体・おも

ちゃコンサルタント・インストラクタ－・看護師・保育士他) 
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【木練がっこう】 
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【補助事業概要実績報告書②】 

 

補助事業名 ふくしま未来基金補助金 

実施日時 28年 6月 1日～29年 5月 31日 

事業名 「福島県産木質玩具開発による木育キャラバン構築 Ⅱ期目」 

交付決定事業費(千円) 300万円  

総事業費 3,205,893円 

支出額(千円) 205,893円 

事業内容 

➢ 「もくれんおもちゃキャラバン」構築の為のツール製作 

※キャラバン等の単発での助っ人ではなく、子ども達の為に、または地域

の地場産業活性化の為に尽力していける志のある人材を育成する必要

性がある 

⚫ キャラバン用木質玩具・備品等の整備 

・月齢別 

・成長別 

・障がいをもった子どもから大人まで 

・シニア高齢者向け 

・リハビリ用 

・幕・のぼり・その他 

⚫ 宣伝ツ－ル、メニュ－パンフレット製作 

⚫ ホ－ムペ－ジリニュ－アル(おもちゃキャラバン隊追加ペ－ジ) 

⚫ 49号線看板設置 
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(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 4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 

観光客 

支出額(千円) 0 

事業内容 

平成 28年度会津総合開発協議会会津若松地方部会  

NPO 法人 Lotus 運営の木育広場もくれんとして、調査研究事業「木

育推進フォ－ラム」パネラ－出席し、木育実施事業所としての紹介を

する 

 

平成 29年度 1月 17日(火) 

場所:会津坂下町中央公民館 

⚫ 林野庁林政部木材利用課「木育推進について」 

⚫ 福島県農林水産部林業振興課「福島県の林業振興」 

⚫ 日本グッドトイ委員会多田千尋館長 

⚫ 埼玉県秩父市環境部森づくり課 

⚫ 福島県国見町産業振興課 

⚫ NPO法人 Lotus 



特定非営利活動法人 Lotus 

  

 

② 屋内遊び場事業 

変更・改善点 内容 背景・理由 

 

木育広場 もくれん 

 

入館料改訂 

 

 

 

① 子ども無料→0歳児無料 

② 1歳以上児 2時間 300円 

③ 大人 2時間 500円 

 

① 震災復興に伴う補助金の

終了(賃貸料・人件費他補

助) 

② 観光客・帰省利用客の増

加 

③ 土曜・日曜・祝日利用客の

増加により人員配置増 

④ 屋内遊び場ニ－ズと同時

に地域子育てコミュニティ

スペ－スニ-ズが情報収集

の場必要性 

⑤ 木育に対する意識の向上

と木育を生活に取り入れる

世帯の増加 

 

 

 

 

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  

 

 


