
社会福祉法人慈愛会 幼保連携型認定こども園あかまえこども園 
 重要事項説明書 

 

1.教育・保育の目的及び運営方針 

≪目的≫ 

 認定こども園法に基づき、小学校就学前の全ての子どもに対し、健やかな成長が図られるように、環境

を整えて、心身の発達を助長するとともに教育と保育を一体的に行いながら、保育の総合的な提供を行

うことを目的とする。 

 

<運営方針> 

子ども達一人一人と愛情豊かに関わり、子どもの主体的な活動と様々な体験を通して自己を十分に発揮

し、自然や人・物・場所との出会いを大切にしていきます。 

子どもの生命の保持が図られ安定した情緒の下で、安心と信頼をもって生活し、全ての人が関わりあい

共に育ちあい、豊かな心を育んでいきます。 

 

<教育及び保育の目標> 

    よく観て、よく聞き、よく遊び、よく学ぶ 

    明るく元気でやさしい子になってほしい 

    あきらめずに 後までがんばることができる 

 

<教育及び保育の主な内容> 

    自主性：自ら考えて行動する子ども 

    創造性：創意工夫ができ、感性のある心豊かな子ども 

    優しさ：集団遊びの中でのきまりやルールを覚え、思いやりのある子ども 

生きる力の基礎「心情・意欲・態度」を育成する。 

「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」各領域において、様々な体験を積み重ね、相互に関連しな

がら具体的な活動を展開する。 

十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子ども達の様々な欲求を満たし、生命の

保持及び情緒の安定を図る。 

情緒・安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、健全な心身の基礎を育てる。 

 

2．職員の職種・員数 

  職員数は以下の通りです。但し年度により、各職員数は変動することがあります。 

   園長1名、主任保育教諭1名、副主任保育教諭2名、保育教諭7名 

保育補助 2名、栄養士2名、調理師1名、事務員1名、バス運転手1名   全員で18名 

 

3．利用定員 

 園の利用定員は６３名とし、その内訳は次の通りとする。 

学年 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号 － － － １人 １人 １人 ３人 

２・３号 ７人 ８人 １５人 １０人 １０人 １０人 ６０人 

合計 ７人 ８人 １５人 １１人 １１人 １１人 ６３人 



4．教育・保育時間と預かり保育、延長保育及び休日 

１号認定の教育標準時間は、8 時30 分から 14 時00 分です。また、7 時30 分から 8 時30 分までの間、及び 14 時

00 分から 18 時 30 分までを預かり保育としております。また、2・3 号認定の短時間保育時間は、8 時 00 分から 16 時

00 分です。また、7 時 00 分から 8 時 00 分及び 16 時００分から 19 時 00 分までを延長保育としております。また、標

準時間保育は7 時00分から18時00分を保育時間とし、18時00分から 19時00分までを延長保育としております。 

 ※1 号認定の預かり保育料及び、2・3 号認定の延長保育料については別紙１をご確認ください。 

≪休日≫ 

当園の休日は、日曜日及び「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日」「年 

始休日（１月２日及び１月３日）」「年末休日（１２月２９日から１２月３１日）」となっております。 

1号認定につきましては土曜日・日曜日及び、「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日」「学年末休業（３月下旬から３月３１日まで）」「学年年始休業（４月１日から入園式まで）」「夏季休

業（７月下旬から８月下旬まで）」「冬季休業（１２月下旬から１月下旬まで）」となっております。 

また、非常災害その他急迫の事情があるときは、教育・保育の提供を行わない判断をする場合もございます。 

 

5.日常教育・保育の内容 

乳児クラスは0～1歳児（もも組）、1歳児クラス（うめ組）、2歳児クラス（いちご組）の三つに分かれて保育

を行います。主な内容は、睡眠、食事、清潔、保育教諭との遊び等、生活援助が基本となっています。個々の成

長に合わせて昼食はミルクや離乳食を提供し、午前午後のおやつも提供します。また遊び等の活動を行い、睡眠

の時間を調整します。また、定期的に身体測定を行い、成長状況を記録します。 

  3～5歳児の幼児クラス(1号認定を含む)は、3歳児クラス（おれんじ組）、4歳児クラス（ひまわり組）、5歳

児クラス（さくら組）の3クラスに分かれて教育・保育が行われます。それぞれの年齢別の教育・保育課程と

年間の教育・保育計画を基本にして月の教育・保育計画、週教育・保育計画を立てその計画に則って、遊び、

運動、食事、交流、製作、リズム、歌、散歩、食育活動、お稽古（お茶、英語であそぼう）等の活動を行いま

す。午前の活動は9時15分におあつまり、10時頃から11時30分の間が各クラスの活動です。11時30分よ

り昼食、そして12時30分～14時半までの午睡となります。15時から15半時までがおやつの時間となりま

す。16時以降は自由遊びの時間になります。月曜日から金曜日は上記の時間で教育・保育を行います(1号認定

の園児は14時まで)。土曜日は利用人数により年齢別の保育ではなく異年齢児で合同保育を行います。 

  子ども達の成長段階に於いて肥満や低体重等の問題が見られた場合は随時面談を行い利用される家族と協力

連携を深めます。食物アレルギー症状のある方は専門の医療機関で受診し診断書を提出してください。アレル

ギーのある場合は除去食、代替食を提供します。保育中にアレルギーが発症した場合は随時ご家族に連絡し、

受診をして頂き、その結果に従って対応を検討いたします。 

  2・3号人認定の園児で8時間以内の短時間保育の方は8時～16時となっております。この時間での送迎が

困難な場合は施設と利用される方との間で協議し利用時間を決定いたします。突然の事情により利用時間の範

囲を超えた場合は延長保育となり別途利用料が発生いたします。 

 

6.保育料及びその他の徴収 

当園の保育料額は、当該市町村の基準の保育料となっております。 

１. 月の途中で入園又は退園をされた場合の保育料は、市担当課の指導により日割計算とすることとされ

ております。 

２. その月の保育料は、毎月１日付で請求書を発行し、園指定の銀行口座に毎月 1０日（１0 日が土日祝

日の場合は翌日）に自動引落により支払いをすることとなります。（手数料は園負担） 

３．口座より引き落としができなかった場合は、再度請求書を毎月１５日付で発行致しますので、その月



中に現金でお支払いいただくこととなります。 

４．保育料等の引落が当初の請求日より１か月を過ぎた時点で確認できなかった場合、前月利用の請求書

をその月の翌月１日付けで発行致します。またご都合等の確認の為、面談をさせて頂く場合もござい

ますので、ご了承ください。 

５．保育料等の引落が当初の請求日より２か月を過ぎた時点で確認できなかった場合、前々月利用の請求

書をその月の翌々月１日付で発行致します。またお支払いに関する同意書を記入していただくため、

面談をさせて頂きますので、ご了承ください。 

６．保育料等の引落が当初の請求日より３か月を過ぎた時点で確認できなかった場合、お支払いの意思や

計画等について面談をさせて頂いた上で、今後の利用についてご判断させて頂く場合もございます。 

 

※保育料の徴収ついて、上記の内容で同意を頂けましたら様式3 へ記名押印をし、当園へ提出してください。 

 

7．保護者の利用負担、その他保育園生活に必要な備品 

項  目 内容、負担を求める理由等 金  額 

保護者会費 保護者参加の行事に係る費用 

（年２回徴収／１，０００円） 

２，０００円 

傷害保険加入金 学校安全互助会費 １５０円 

傷害保険加入金 災害共済給付掛金 ２５０円 

着衣費 名札 １３５円 

教材費 出席カード、出席シール、乳幼児用連

絡ノート、連絡帳、おたより袋 

連絡袋（諸費領収証）、粘土、 

ひまわりのり、なわとび、ぼうし等 

未満児 

年間 約２，２００円 

以上児 

年間 約３，０００円 

園バス送迎費 送迎バス業務費用の一部の負担金 月額２，０００円 

遠足バス代 特別利用教育に要する費用 場所により算定 

夕涼み会 特別利用教育に要する費用 材料により算定 

絵本代 年令別に選定 購入希望の園児のみ 

給食費 給食費（以上児は主食除く） 日額２００円 

月額４，０００円 

 

※１、その他行事等で必要に応じ、別途徴収する場合がございます。 

２、物価の年度により徴収する額が変更する場合がございます。 

 ３、年度により必要となる備品を変更する場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



8．施設の利用に関する留意事項 

 ① 朝の利用開始時、玄関入口まで保護者と一緒に登園して下さい。特に0歳から2歳児の保護者の方は直接 

職員に子どもを受け渡して下さい。夕方の帰宅時も同様に職員から子どもを受け取りお帰り下さい。 

緊急連絡票に届け出ていない方が送迎する場合、事前に連絡をお願い致します。 

連絡がないと子どもをお渡しできない場合があります。 

② 通常、または緊急時の連絡等に対応する時のために保護者の皆様の第1連絡先、第2連絡先、第3連絡先

を決定してください。入園時に提出して頂きます。 

③ 保育園を欠席する場合は給食準備がありますので、当日の9時頃までに必ず連絡下さい。 

土曜日の保育利用については前月の25日までに土曜保育申込書に記入して提出して下さい。 

  また、病欠の場合、子どもの症状、通院の有無、診察を受けた医師からの指示等もお知らせ下さい。 

 

 

9．個人情報 

プライバシーポリシー（個人の情報保護方針） 

◇法令等の遜守・・・・・・・・当園は個人情報の保護に関する法令、行政機関その他が特定に定めた規範、

ガイドライン等を遜守します。 

 

◇個人情報保護規定の遜守・・・・当園は「個人情報保護規定」及びその他の規定に従い、適切な個人情報保

護のための管理体制を確立し、個人情報を適切に収集・利用・提供すると

ともに、本人への個人情報の開示や変更・訂正・削除または苦情処理等、

本人への適切な対応を行います。 

 

◇個人情報の正確性・安全性の確保・・当園は個人情報をより正確なものを保つため、日々 新の情報に更新

するよう努めます。また、適切な安全管理のもとに、お預かりする個

人情報を紛失・破壊・改ざん・漏えい等から守るよう努めます。 

 

個人情報保護規定 

〇当園における個人情報の種類と本人（情報主体）の定義 

 個人情報     名前、住所、生年月日、電話番号、写真、ビデオ等、個人を特定することが可能な 

情報またはそれを含むもの。 

 

 本人（情報主体） 個人情報によって特定される個人のこと。また、個人が未成年者の場合、その保護      

          者・後見人を含む。 

 

〇適切な情報入手 

  本人から個人情報を入手する際は、以下の利用目的を明確に説明し、本人の同意のもと公正な手段で入手し

ます。不正な情報取得を一切行いません。 

 

 

〇利用目的の明確化 

  お預かりした個人情報は、当園が園としての役割を円滑におこなう為に利用します。また、利用目的の範囲

を超えての利用は行いません。 



 

当園における個人情報の具体的な利用目的は主に以下の通りです。 

 

≪園内に関わる利用目的≫ 

・入園申請書など入所、退所などに関する手続きのため 

・指導案、成長記録、教育要録など保育に必要な情報を記録するため 

・おたより帳、園だよりなど園児に関する情報を保護者と共有するため 

・家庭調査票、緊急時の保護者と連絡をとるため 

・与薬シートなど園児の安全・衛生を守るため 

・職員会議、園内研修、園内マニュアルなど園の質の改善・維持のため 

 

≪園外に関わる利用目的≫ 

・関係機関（市、児童相談機関、医療、衛生機関、保険機関、提携業者）との必要な情報交換のため 

・パンフレット、ホームページなど園についての情報を社会に公表するため 

・保育実習など保育士の養成のため 

・園外研修、共同保育研究など園の質の改善、維持のため 

 

≪その他≫ 

・統計調査など園および行政の業務に協力するため 

 

□お預かりした個人情報は以下の場合を除き第三者への提供はしません。 

 ・本人の同意がある場合 

 ・法令に基づく場合 

 ・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合 

 ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが 

困難な場合 

 

□本人が自己の個人情報を開示、変更、訂正、利用停止、削除できる権利、苦情を訴える権利を有していること

を確認し、これらの申出があった場合は速やかに対応します。 

 

※個人情報について、上記の内容で同意を頂けましたら様式2へ記名押印をし、当園へ提出してください。 

 

 

 

１0．緊急時における対応 

     保育園を利用中の子どもが熱や嘔吐などで急に体調を崩した場合、怪我やその他事故などがあった場合

はその旨、保護者の、皆様に連絡いたします。通院などの必要がある場合は対応をお願いいたします。 

ただし、命の危険性がある場合は当園で対応いたします。その場合は連絡が後になってしまう場合もあり

ます。 

    保育中での起きた事故に対応するため日本スポーツ振興財団の災害共済制度、学校安全互助会、その他

事故に対応する保険に加入しています。 

＊別紙 災害・対応マニュアル参照 



11．非常災害対策について 

    当園は火災時、災害時において児童の安全を守るため、毎月1回火災や災害を想定した避難訓練を実施

いたします。実際に地震及び津波、台風や大雨などによる河川の氾濫やがけ崩れ等の自然災害が予測され

る場合は予告なく休園する場合もあります。その場合個別に当園から保護者の皆様に連絡いたします。但

し、災害により電話等の回線が被害を受け、連絡ができない場合は迎えに来るまで当園で子ども達を待機

させておきます。     

＊別紙 災害・対応マニュアル参照 

 

 

12．感染症対策 

インフルエンザ、ノロウイルス等の感染症に罹った場合は他の園児への感染を防ぐ為に罹患した園児に一定

期間の休園をお願いする場合も有りますのでご協力ご理解をお願いいたします。 

尚、園内感染の急速な拡大が予測された場合には園長の行政指導により休園する場合もあります。 

     

        

13．虐待防止のための措置に関する事項 

   当園は、利用児童の人権擁護及び虐待防止のために努力いたします。実際に虐待等で子どもの人権阻害さ

れた事実やその恐れが予測される場合には、他の機関と連携して必要な対応を行います。 

 

 

14．要望・苦情に関する相談窓口 

     当園では、要望・苦情に係わる窓口を以下の通り設置しています。 

     ご利用相談窓口  

      担  当  者   園長 小関 憲一・主任保育士 高橋 拓也 

 

            第三者委員      佐々木 平一郎 (民生児童委員)       0193-67-2232 

                            村松  岩蔵     (社会福祉法人慈愛会理事)  0193-67-2369 

 

      投書箱を玄関前に設置しておりますのでご意見、ご要望がありましたらご利用下さい。  

 

15．嘱託医 

   当園では 、以下の医療機関と嘱託医と嘱託医契約をしています。 

(1)  内科 木澤内科医院     院長 木澤 健一       0193-67-2212 

(2)  歯科 昆デンタルクリニック 院長 昆 亜紀夫        0193-67-4380  

 

     児童の健康診断は年２回  ５月 ・ １０月に実施します。 

  児童の歯科検診は年２回  ６月 ・ １１月に実施します。 

 

 

 

 

 



16．.園でお預かりする薬について 

 お子様の薬は、本来保護者が登園して与えて頂くのですが、事情により、やむを得ない理由で保護者が 

出来ない場合は、保護者と園側で話し合いのうえ、保育教諭が薬を預かり、保護者に代わり薬を与えます。

この場合は必ず薬の連絡票に必要事項を記載して頂き、薬に添付して保育教諭に手渡して頂きます。 

(園規定のもので、当園の玄関に置いてあります。) 

 

他に以下の事項を厳守頂きます。 

① 通院した際には当園に通っていることを医師に伝えてください。 

② 薬持参した際には保護者記載の投薬依頼書 ( 連絡票 )を必ず添付してください。 

③ 医療機関からの処方の薬を持ってきて来てください。 

④ 市販の薬、解熱剤、座薬はお預かり出来ません。 

⑤ 一回分を持参してください。水薬は小さな容器に移して下さい。 

⑥ 薬には分かるように大きく、名前、組名をサインペン等で書いて下さい。 

⑦ 長期間継続して服用しなければならない薬の場合は相談下さい。 

⑧ 吸入器などの医療行為は当園では実施出来ません。 

投薬事故等を防止するため、連絡票の提示のない薬はお預かり出来ません。 

 

 

 

17．その他の留意事項 

  喫煙について  

保育園舎内、敷地内は全て禁煙です。 

  宗教、政治、営利等の活動について 

   利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教、政治及び営利活動などの勧誘行為はご

遠慮下さい。 

 

  その他必要な事柄は連絡帳、または送迎時に職員にお話し下さい。 

 

※重要事項の説明に、上記の内容で同意を頂けましたら様式1へ記名押印をし、当園へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


