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幼保連携型認定こども園 蛍ヶ丘保育園 重要事項説明書 

 

１ 施設運営者 

名  称 社会福祉法人 夢殿会 

代表者氏名 理事長 吉田尚洋 

所 在 地 静岡市葵区新間３９４番地の１ 

電 話 番 号 ０５４－２７８－７３５５ 

法人設立年月日 昭和 44年 2月 25日 

定款の目的に定めた事業 幼保連携型認定こども園の運営  一時預かり事業  

 

２ 事業の目的、運営方針 

事業の 

目的 

・小学校就学前の子供に対する教育及び保育の一体的な実施 

・小学校就学前の子どもの保護者に対する子育ての支援 

運営方針 

 1.本園は、認定こども園法及びその他の関連法令に則り、園児の処 

遇に万全を期し、正しい愛情と知識と技術をもって、心身の健全 

な発達が助長されるよう努力する。 

２.本園は、教育、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密  

接な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、社会の期待や願い

に応えられる創意と活力のある教育・保育活動をすすめ、子ども・保護

者・地域に信頼されるよう努めるものとする。 

３.本園は、安心・安定した情緒と落ち着いた環境の中で、健やかで豊か

な心と体が育つよう一体的な教育・保育を行うものとする。 

 

 

３ 施設の概要 

施 設 の 種 類 幼保連携型認定こども園 

施 設 の 名 称 蛍ヶ丘保育園 

開 設 年 月 日 昭和４４年４月１日 

施 設 の 所 在 地 静岡市葵区新間３９４番地の１ 

連  絡  先 電話番号 054-278-7355    FAX  054-277-0811 

事 業 所 番 号 ２１２１７ 

管  理  者 園長 堀江 まゆみ 

利 用 定 員 

満３歳以上の児童【１号】         １２人 

満３歳以上の児童【２号】         ５４人 

満１歳以上満３歳未満の児童【３号】    ３２人 

満１歳未満の児童【３号】         １４人 

職 員 数 ３０人 

令和３年４月１日施行 
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４ 開園日・開園時間及び休園日 

 

①教育・保育を提供する日 

認定区分 対  象  者 休  園  日 

 

 

１号認定 

 

 

満３歳以上の小学校就学前児童のうち、

２号認定以外の児童 

土曜日休み 

日曜日、祝祭日 

・夏季休業  8月8日～8月22日まで 

・冬季休業 12月25日～1月6日まで 

・春季休業 

3月 24日～4月入園式前まで 

２号認定 満３歳以上の小学校就学前児童のうち、 

保育を必要とする児童 

日曜日、祝祭日及び年末年始 

12月29日～1月3日まで 

 ３号認定 満３歳未満で保育を必要とする児童 

※ 但し、園長が状況により認めた日は休園とします。 

 

②教育・保育を提供する時間 

認定区分 教育・保育時間       利 用 可 能 時 間 

１号認定 

（新 2号） 
教育標準時間 午前8時30分から午後2時30分まで 

２号認定 

 

 

３号認定 

保育標準時間 

（最大１１時間） 

午前７時から午後６時までの範囲内で保育を必要とする時間 

※ 午後６時から午後７時までの範囲内で時間外保育を実施。 

 

保育短時間 

（最大８時間） 

午前8時30分から午後16時30分までの間で保育を必要とする

時間 

※ 午前7時から午前8時30分まで 

午後４時30分から午後６時まで時間外保育を実施。 

※土曜日は午前 7時 30分～午後 4時 30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

とする。 

（土曜日の保育を提供する時間については、保護者の方の就労の状況や地域の状況を総合的

に勘案し、決定しております。） 
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５ 施設・設備等の概要 

敷 地 ①②③ 面 積  ３５７３．１９㎡ 

園 舎 ①② ８１０．６２㎡ 

園 庭   １，８０５㎡ 

その他 （駐車場６５９㎡含） ９５７．５７㎡ 

  

①  

園舎 

建 物 
構 造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 

延床面積 ５２３．０７㎡ 

施設の

内容 

設備 部屋数 面 積 

乳児保育室 ２室 ７０．２ ㎡ 

保育室 ４室 １６６．２ ㎡ 

一時保育室 １室 ２９．５ ㎡ 

調理室 １室 ２４．５ ㎡ 

事務室 １室 ２２．７ ㎡ 

休憩室 １室 ９．６ ㎡ 

その他  ２００．４ ㎡ 

 ② 

乳 児 棟

（増築） 

建 物 
構 造 木造平屋建 

延床面積 １４４．０９㎡ 

施設の

内容 

乳児保育室 ２室 ５７．１４㎡ 

その他  ８７．００㎡ 

③   

遊戯室 

建物 構 造 鉄骨造アルミニューム板葺２階建 

建物 延床面積 ３３２．３９ ㎡ 

本園では「静岡市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例」（平成26年静岡市条例第107号。以下「市条例」という。）の定める

基準を遵守し、上記の施設及び設備を設置しています。 

６ 職員の状況（令和３年１月１日現在） 

職 種 常勤 常勤者の資格 非常勤 非常勤者の資格 

園長 １人 保育教諭 幼稚園教諭２級 人  

副園長 １人 保育教諭 幼稚園教諭２級 人  

主幹保育教諭 １人 保育教諭 幼稚園教諭２級   

保育教諭 １４人 保育教諭 幼稚園教諭２級 ７人 保育教諭・幼稚園教諭２級 

栄養士 １人 栄養士 人  

調理員 人  ２人 調理師 

事務員 人  １人 簿記 

保育補助 人  １人  

その他   ２人  

本園では市条例の定める基準を遵守し、上記の職員を適正に配置しています。 

乳幼児の受け入れ状況等により、員数が変動することがあります。 
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７ 提供する教育・保育等の内容 

   本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年3月31日内閣府・文部科

学省・厚生労働省告示第1号）を踏まえ、以下の教育・保育その他の便宜の提供を行い

ます。 

（１）教育・保育計画 

    歳児毎に年間、月間及び週間計画を作成 

（２）毎日の教育・保育の流れ 

 

    一日の保育スケジュールは、以下のとおりです。 

   ０～２歳児  ３～５歳児 

時間外保育 

土曜開園 

登園・健康観察 

あそび 

おやつ 

戸外・室内あそび 

 

順次昼食 

離乳食（個別） 

午睡 

 

 

目覚め・ 排泄 

おやつ・あそび 

 

 

順次降園 

時間外保育（土曜閉園） 

延長保育 

水分補給・おやつ 

 

閉園 

７：００ 

７：３０ 

８：３０ 

 

９：００ 

９：３０ 

１０：００ 

 

 

１１：３０ 

１２：３０ 

１３：００ 

 

１４：３０ 

１５：００ 

 

１５：３０ 

１６：００ 

１６：３０ 

１８：００ 

 

１９：００ 

開園 時間外保育 

土曜開園 

登園 ・健康観察 

1号認定登園 

教育・保育活動 

  

体育・絵画・音楽など 

縦割り・年齢別 

昼食 

休息 

３歳児…午睡 

４．５歳児…夏期のみ午睡 

自由あそび 

1号認定降園 

おやつ・ 

自由あそび 

 

順次降園 

時間外保育（土曜閉園） 

延長保育 

水分補給・おやつ 

閉園 

 

＊遊びを中心とした子どもたちの学びの主体性を大切にする教育保育を行います。 

＊利用時間に買い物や家事時間は含みません。就労時間＋通勤時間となります。 

 ＊課外教室、小学校の行事(土曜日等)、は保護者の就労に該当しませんので、兄弟関

係の保育はご遠慮ください。 
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（３）食事の提供 

給食等の方針 

園での給食は、全ての活動の源となる大切なものと認識し、安全で

おいしい給食を目指しています。旬の食材を積極的に取り入れてい

ます。 

〈期待する子ども像〉 

・お腹がすくリズムが持てる子ども 

・食べたいもの、好きなものが増える子ども 

・一緒に食べたい人がいる子ども 

・食事づくり、準備に関わる子ども 

・食べ物を話題にする子ども 

昼食及びおやつ 

保護者の方へ毎月の献立表でお知らせします。 

玄関入口にメニューを展示、展示できない日はアプリで配信してい

ます。 

アレルギー等への対応 

食材の中でアレルギーなど食べられないものがありましたら、事前に

ご相談ください。 

ご相談の上、可能な範囲で除去等の必要な対応を取ります。その場合

は診断書が必要になります。         

個別に特別な献立を用意することはできません。 

 

（４）嘱託医、薬剤師 

当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

①内科、小児科 

②歯科 

  ③薬剤師 

医療機関の名称 昭府小児科クリニック 

医院長名 鈴木 健 

所在地 静岡市葵区昭府２－６－１６ 

電話番号 054－253－0252 

医療機関の名称 ながの歯科医院 

医院長名 永野 哲弘 

所在地 静岡市葵区富沢３６９番地 

電話番号 054－270－1919 

医療機関の名称 メディオ薬局 丸子店 

薬剤師名 大柳 龍太郎 

所在地 静岡市駿河区丸子２－２－１２ 

電話番号 054－201－1330 
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  ・健康診断 

   内科・歯科検診     年２回、嘱託医が検診します。 

   視力検査(4歳児)    年１回、保育教諭が実施します。 

尿検査         年１回検査機関に委託し実施します。 

   身体測定        毎月１回、身長・体重の測定を行います。 

健康診断の結果について、所見のあった子どものみお知らせをお渡しします。

速やかに受診してください。他、結果については、連絡帳に記載します。 

    

 ８ 保護者の負担 

（１）教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定保護者が教育・保育の提供を受けた際は、本園に対し、支給認定を受けた市 

町村が定める保育料をお支払いいただきます。 

   正当な理由がなく、利用者の支払いがない場合は、利用継続の意思を確認します。 

（２）実費徴収 

   保育料とは別に保護者に負担していただきます。 

   ※教育・保育にかかる費用 

体育講師指導料・園外活動時の交通費等・保健衛生・教材費等 

   ※ 乳児棟保育は午睡布団のレンタル料をいただきます。 

（３）預かり保育・延長保育料 

対象 時間 日額 月額 

１号認定 

新 2号 

保育短時間認定 

（食事代込） 

午前 7時から午前８時 30分まで 30分 100円 1,500円 

午後 2時 30分から午後４時まで 

午後 4時から午後 5時まで 

午後 5時から午後 6時まで 

 

30分 100円 

1,500円 

1,000円 

1,000円 

長期休業日 3歳以上 

      満 3歳 

1,000円 

2,000円 

3,000円 

5,000円 

午後 6時から午後 7時まで 200円 2,000円 

保育標準時間認定 午後 6時から午後 7時まで 200円 2,000円 

※ 6時 00分を超えた場合はおやつを提供します。 

※ 土曜日の保育提供時間は午前 7時 30分～午後 4時 30分です。 

※ 午後 7時以降は追加料金として 30分単位で 500円かかります。 

※ 7:00～7:30に登園する場合は前もってお知らせください 

※ 新 2号は就労証明書を提出、利用後、市に申請する返金制度があります。 

（４）子育て支援事業に係る 一時預かり料 

   ３時間まで 9：00～16：00 給食費 おやつ 

3歳以上児 ５００円 １，０００円 ２００円 ５０円 

3歳未満児 １，０００円 ２，０００円 ２００円 ５０円 

＊ 時間外の場合は要相談 
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９ 支払方法 

（１）保育料…口座振替払（引落し日：毎月１２日） 

   その他、現金徴収のものと、口座振替のものがあります。 

 

１０ 利用の終了に関する事項 

   本園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

（１）１号認定子ども及び２号認定子どもが小学校に就学したとき。 

（２）３号認定子どもの支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。 

（３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１１ 緊急時の対応 

教育・保育中に、子どもの体調の急変等が生じた場合には、あらかじめ保護者が指定し

た緊急連絡先へ連絡をするとともに、嘱託医へ連絡を取るなど必要な措置を講じます。  

 

１２ 非常時の対策 

（１）非常時の対策 

管轄する警察署 静岡中央警察署  羽鳥交番   ２５０-０１１０ 

消防計画 令和元年４月策定・届出済 （葵消防署） 

防火管理者   園長 堀江まゆみ 

防災設備 自動火災報知器・誘導灯・消火器 

避難訓練 火災及び地震を想定し、月１回実施 

避難場所 保育室及び遊戯室    最終避難場所：宮前グランド 

園児の引き渡し 震度５強の地震、予知情報の場合、園で直接引き渡し 

＊警報発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され 

「特別警報」が発表された場合は、重大な災害の危険が著しく 

高まっていると判断し、１号、２号、３号認定の子供に関係 

なく自宅待機又は臨時休業等になります。 

 

（２） 風水害時の自宅待機、臨時休業の取り扱い 

安全に留意し登園させてください。ご家庭の判断、事情によりお休みする場合は園

に 連絡をお願いします。 

自宅待機の条件 暴風警報が発令された場合は原則自宅待機とする 

自宅待機の解除の条件（時間） 午前１１時までに自宅待機が解除されない場合は 

臨時休業とする 

 入園時 重要事項説明書 ・入園のしおり 

警報発令が予想される日 連絡しない（園配布・発信の文書で保護者が判断） 

当日朝 連絡しない 

自宅待機解除及び休業決定 連絡しない 
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＊静岡市に「特別警戒」又は「警戒レベル３」が発表された場合は臨時休園になり、 

前日中までに保護者へ一斉メール等でお知らせします。 

＊園児が登園後、「特別警戒」又は「警戒レベル３」が発表された場合は、状況を  

判断し園児の安全確保には十分な配慮を願います。 

 

１２ 賠償責任保険の加入 

   本園では、以下の保険に加入しています。（保護者の負担はありません） 

加入保険会社 損害保険ジャパン日本興亜（株） 

保険の種類 

保育園児等傷害保険 

主催行事参加者傷害保険 

保育園賠償責任保険 

保険の内容 

対人賠償 10億円 対物賠償 1,000万円 

人格権侵害保障 １億円 入院 3,500/日  通院 2,500/日 

行事参加 入院 3,000/日  通院 2,000/日 

 

1３ 虐待の防止のための措置 

   本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るために、責任者を設置するとともに、

職員に対する研修を実施します。    

虐待防止に関する責任者 園長 堀江まゆみ 

 

１４ ご意見・ご要望・苦情等に関する相談窓口 

   本園では、ご意見・ご要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

ご利用相談窓口 
苦情解決責任者  園長    堀江 まゆみ 

苦情受付担当者  副園長   高橋 真澄 

第三者委員 
橋爪 光子 連絡先 054-278-9592 

真子 義秋 連絡先 054-261-5614 

受付方法 
文書、電話及び面談等により受け付けします。 

園内に投函箱を設置しています。 

 

１５ 守秘義務及び個人情報の取扱 

（１） 園長及び職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た個人情報を第三者に漏ら

しません。 

（２） 子どもの卒園、転園又は退園に際しては、その後の小学校や他の施設等におけ

る教育・保育が円滑に行われるよう、子どもに関しての必要な情報を小学校に

提供します。 

１６ 内容変更について 

   重要事項説明の内容に変更があった場合は、その都度お知らせします。 


