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認定こども園健爽学園ゆりかご幼稚園 重要事項説明書 
(平成 30 年 4 月 1 日) 

 
１．事業者 

事業者の名称 学校法人 健爽学園 
代表者氏名 園長 荒井 利夫 
法人の所在地 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１丁目 19 番 16 号 
法人の電話番号 044-977-1623 

 

２．事業の目的 

事業の目的 学校教育法第 22 条及び第 23 条に基づき、就学前の子どもに教育・

保育を提供します。 

運営の方針 

・豊かな人間性を持ち、生き抜く力の基礎を育成します。 
・自分で考え、意欲を持って行動する子ども、みんなで力を合わせて

やり抜く子どもを育てます。 
・年齢相応にバランスある発達を促します。 
・当園は、むずかしい２１世紀を鑑みて、早期幼児教育にあたってい

ます。小学校普通学級に進級が出来るお子様に入園していただいて

います。 
 

３．認定こども園の概要 
(1)名称・所在地  

 

(2)入園定員 

定員と合計 
（「/」）の左側が 1 号認定児、右側が 2 号認定児(3～5 歳児)、3 号認定児(1～2 歳児)) 
年齢 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

定員 12 名 18 名 65 名/40 名 65 名/40 名 65 名/40 名 345 名 

学級編成 1 クラス 1 クラス 5 クラス 3 クラス 3 クラス 13 クラス 
 

名称 認定こども園健爽学園ゆりかご幼稚園 

所在地 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１丁目 19 番 16 号 

電話番号 TEL 044-977-1623 FAX 044-977-6556 

法人創立年月目 昭和 62 年 2 月 1 日 

事業認可年月目 平成 20 年 4 月 1 日 

園長氏名 荒井 利夫 

職員数 
園長 １名、副園長 １名、保育教諭 32 名、園医 １名、 
委託歯科医 １名、薬剤師 １名、事務職員 ５名、管理人 １名、 
運転手 ５名、看護師 １名、栄養士 １名 
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(3)その他 

 

 

４．開園日・開園時間及び休園日 

2 号、3 号認定児について、保育の提供を行う時間は次のとおりとします。 
（1）2 号保育標準時間認定を受けた幼児の場合 
7 時 30 分から 18 時 30 分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。 
実際に保育の提供を行う時間帯は､各世帯の保護者の就労時間その他の保育を必要とする

時間を勘案し、当園と協議のうえ個別に決定します。ただし、入園当初一定期間、幼児が

扱う保育事業の種類 預かり保育、延長保育、一時預かり保育 

職員への研修実施状況 職種、経験に基づき各自の仕事のレペルを高めるために全ての

職員に対して実施 

自己評価の概要 職員による教育内容などの自己評価を実施し、教育に関する能

力の向上に努めています。 

第三者評価の概要 毎年､保護者からの意見を聞き、その結果を公表します。 

人権擁護、虐待防止の

ための対策 

職員会議の中で、人権擁護と虐待防止に関する勉強会を責任者

のもとに実施しています。園長が官前区の虐待対策の委員会に

属しています。 

申し込みが定員を上回

る場合の選考方法 

入園希望者は、所定の申込書に必要な事項を記入し、園長に提

出して頂きます。ただし、保育を必要とする子どもについては、

居住する市町村の認定を受けた上で申し込むこととします。 
１号認定児については利用定員を越える入園申し込みがあった

場合は、次の方法により選考を行い、入園者を決定します。 
１）兄弟姉妹が在園している者は優先します。 
２）卒園児の兄弟姉妹は、前号の次に優先します。 
３）その他の者は、園から近距離に居住する対象者より考査、

面接によって選考します。 
園医 荒井健利 医師 
委託医 委託歯科医師 

開園日 
開園時間 

1 号認定児 月曜～金曜:(7 時 30 分～)9 時～14 時(～18 時 30 分) 
           ※(  )内は早朝保育・預かり保育実施時間 

2 号認定児標準 
3 号認定児標準 

(月曜～金曜:(7 時～)7 時 30 分～18 時 30 分(～20 時) 
               ※(  )内は延長保育実施時間 
土曜:7 時 30 分～18 時 30 分 

2 号認定児短時間 
3 号認定児短時間 

月曜～金曜:(7 時 30 分～)9 時～17 時(～20 時) 
               ※(  )内は延長保育実施時間 
土曜:9 時～17 時 

休園目 

1 号認定児 

土曜日、日曜日、国民の祝日 
夏期休業日：7 月 18 日から 8 月 31 日まで（予定） 
冬期休業日:12 月 20 日から 1 月 7 日まで（予定） 
春期休業日：3 月 20 日から 4 月 7 日まで（予定） 

2 号認定児標準 
3 号認定児標準 日曜日、国民の祝日、12 月 29 日～1 月 3 日 

2 号認定児短時間 
3 号認定児短時間 日曜日、国民の祝日、12 月 29 日～1 月 3 日 
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集団保育に慣れるために、保育の提供を行う時間を短くする「慣らし保育」がありますの

で、御協力をお願いします。 
なお、上記以外の時間において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7 時 00
分から 20 時 00 分までの範囲内で延長保育を提供します｡（延長保育の利用にあたっては、

市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途延長保育料及び補食代が必要となり

ます） 
 
（2）2 号保育短時間認定を受けた幼児の場合 
9 時 00 分から 17 時 00 分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。 
実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他の保育を必要とする

時間を勘案し、当園と協議のうえ個別に決定します。ただし、入園当初一定期間、幼児が

集団保育に慣れるために保育の提供を行う時間を短くする「慣らし保育」がありますので、

御協力をお願いします。 
なお、上記以外の時間において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7 時 30
分から 20 時 00 分までの範囲内で、延長保育を提供します。（延長保育の利用にあたって

は、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途延長保育料及び補食代が必要と

なります） 

 

５．施設の概要 

 

６．認定こども園の職員体制(平成 30 年 4月 1日) 
(1)認定こども園ゆりかご幼稚園 

 

敷地面積 2385.79 ㎡ 
建物 1876.42 ㎡ 
施設の内容 保育室・遊戯室・職員室・給食調理室・使所・その他 
設備の内容 軽量鉄骨・木造・コンクリート 他 

体制 役職 人数 資格 

常勤 園長 １人 高等学校教諭（2 級） 
中学校教諭（1 級） 

常勤 副園長 １人 高等学校教諭（2 級） 
中学校教諭（1 級） 
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(2)幼稚園 

 

(3)こども園 

 

 

７．保護者の負担について 
(1)保育料：保育料は保護者が居住する自治体が決定します。 
(2)保育料以外の費用 
保育料の他に、保護者に負担いただくものとして以下のものがあります。 
本園の入園検定料・入園受け入れ準備金及び教育諸費用は次の通りとします。 

体制 職種 人数 保有資格 

常勤 

教諭 22 人 幼稚園教諭・保育士 
事務員 ３人  
運転手 ６人  
管理人 ５人  
栄養士 １人 栄養士 
園医師 １人 内科、小児科医 

非常勤 

教諭・保育士 ６人 幼稚園教諭・保育士 
事務員 ２人  
看護士 １人 看護士 
委託歯科医 １人 歯科医師 
薬剤師 １人 薬剤師 

体制 職種 人数 保有資格 

常勤 
保育士 ９人 幼稚園教諭・保育士 
事務員 １人  

非常勤 
保育士 ６人 保育士 
保育補助者 １人  
看護士 １人 看護士 

 １号認定児 ２号認定児 ３号認定児 

授業料・保育料 園児が居住する市町

村が定める額 
園児が居住する市町

村が定める額 
園児が居住する市町

村が定める額 

Ａ施設設備維持費

(バス通園児) 4,700 円 4,000 円 なし 

Ｂ施設設備維持費

(徒歩通園児) 700 円 なし なし 

園外活動費 500 円 なし なし 
教育向上費 5,000 円 5,000 円 5,000 円 
入園時納付金 
３年保育 
２年保育 

153,000 円 
150,000 円 

153,000 円 
150,000 円 

50,000 円 
(3 歳 児 進 級 の 際

103,000 円を頂きます) 
入園考査料 5,000 円 なし なし 

発達成熟度テスト  5,000 円  
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※リトミック、音楽、英語、スポーツ、合気道、科学の目等教育カリキュラムに掛かる費用、

園外活動に使用するバス管理費用、園基準を上回る教諭配置に掛かる費用の教育管理を目

的としています。 
①教育向上費：月額 5､000 円について、当園では園の配置基準を越えた教諭の配置、また外

部講師による授業教育カリキュラムを取り入れており、この二点の費用として徴収します。 
②１号認定児、２号認定児は制服、体操服、個人持ち道具代等 40､000 円程度。 
 ３号認定児、個人持ち道具代等１歳児は 6､000 円程度、２歳児は 10､000 円程度。 
③入園受け入れ準備金を入園許可時に徴収します。 
④絵本代：月額 400 円程度（1 号認定児・２号認定児、３号認定児） 
⑤給食費：１号認定児：4,500 円/月、２号認定児：主食代として 2,000 円/月、 

３号認定児：食育活動費として 2,000 円/月 
⑥母の会費：月額 400 円（1 号認定児・２号認定児） 

※上記のほか、遠足代などの必要な実費は随時お知らせします。 
 

 (3)1 号認定児の預かり保育料 

コース名 利用可能時間 入園金 保育料 備考 

わくわくランド 毎日 7:00～9:00 
授業終了～18:30 20,000 円 18,000 円/月 

前月 28 日(2 月は 25 日)
までに保育料を納入願

います 

いるかランド 授業終了～18:30 20,000 円 14,000 円/月 

わくわくランド

(週３日) 

週３日固定日 
毎日 7:00～9:00 
授業終了～18:30 

20,000 円 10,800 円/月 

いるかランド 
(週３日) 

週３日固定日 
授業終了～18:30 20,000 円 8,400 円/月 

こどもランド 授業終了～18:30 
までの随時利用 なし 250 円/60 分 登降園管理カード(ICカ

ード)を事前購入 
朝ランド 7:00～9:00 なし 250 円/30 分 

※上記「保護者の負担諸費用」については、諸般の情勢により予告なく変更する場合があります。 
 
８．給食について 

実施方法：自園給食 
アレルギー等への対応：主治医による指示書に従います。 
※アレルギー症状が重度の場合は、自宅より弁当を持参していただきます。 
 
 
９．健康診断・身体測定について 
(1)健康診断 
認定区分 1 号認定児 2 号認定児 3 号認定児 

回数 1 回/年間 3 回/年間 毎月 1 回(12 回) 

実施内容 内科検診は園医、歯科検診は委託歯科医が行います。検診の結果について

は、必要に応じて保護者へ連絡します。 
 



6 

 

 
(2)身体測定 
認定区分 1 号認定児 2 号認定児 3 号認定児 

回数 3 回/年間 毎月 1 回 毎月 1 回 

実施内容 
体重・身長計測を行います。計測の結果については、 
1 号認定児及び 2 号認定児については 3 回/年間、 
3 号認定児は毎月１回保護者へ連絡します。 

 
10．年間行事予定 

 行  事  内  容 

  区分 

 月 
1、2 号認定児 3 号認定児 

４月 入園式・始業式・個人面談 入園式 

５月 授業参観・春の遠足・ゆりかご総会   

６月 プール・ファミリーの集い   

７月･8 月 個人面談・夕涼み会・夏季授業(８月)・宿泊体験学習 夕涼み会 

９月 敬老の日手紙投函・十五夜の集い・運動会手伝い日 十五夜の集い 

10 月 運動会・秋の遠足・願書配布 運動会 

11 月 入園考査・おいもほり おいもほり 

12 月 クリスマス会・教育発表会 クリスマス会 

１月 新春コンサート・かいものごっこ作品展   

２月 豆まき・年長お別れ遠足・個人面談 豆まき 

３月 ゆりかご総会・卒園式・終了式   
※各月お誕生会 



7 

 

11．毎日の流れ 
 

7:30 わくわくランド(1 号認定児)・7:00 早朝保育(2 号認定児・３号認定児)開室・視診・保育室内遊び・外遊び) 
 

１号認定児・２号認定児共通 ３号認定児 

9:00 
9:30 

徒歩通園児登園 
・視診・ 
スクールバス通園児

登園完了 

シール貼り、着替えを

済ませ園庭に出て自由

に遊ぶ 
9:00 徒歩通園児登園・視診

自由遊び、片付け排泄 

9:40 朝の時間 

・お誕生日のお友達紹介 
・わっはっは体操・ラジ

オ体操・オーレチャンプ

など体操･遊戯・乾布摩

擦・冬は軽くﾏﾗｿﾝ 

9:30 朝の活動、手洗い 

9:45 おやつ 

10:10 

クラス活動 
（同年齢縦割での教

育活動に準じた活

動） 

・朝の挨拶、出席調べ美

しく歌う・今日の活動の

確認 
10:00 設定保育 

  

主たる活動(1) ゆりかごだよりで指定

された学年が受講   排泄、手洗い 
・月曜日 ・外部講師によるボール遊び 

・カナダ人のロジャー先生と遊ぶ英語教室 
・火曜日 ・科学の眼絵本（年長児） 
     ・外部講師による合気道（年長児） 
・水曜日 ・特別講師による音楽の広場   

・ピアジエ教材 
・木曜日 ・外部講師による縄とび、マットなどの 

スポーツ遊び 
     ・外部講師によるリトミック 
・金曜日 ・外部講師によるスポーツ遊び（園外授業） 

11:15 
  
  
  

昼食準備 
昼食 
片付け 
本読み 
排泄 

11:45 昼食・歌 月曜日～～金曜日→給食 12:30 目覚め 

    
  

・天気・温度の記録（年

長児）   排泄 

12:30 黙想・静寂の時間 
・物語、俳句、科学質問

箱など一斉放送 
・主に園庭で自由にのび

のび遊ぶ 
・運動会、教育発表会、

作品展などの行事の前

はその準備にあたる 

    

12:45 お話の時間 15:00 おやつ 

  主たる活動(2)水曜日は

異年齢縦割教育 16:00 排泄降園準備歌・挨拶 

13:25 明日の活動の確認 
・視診 

降園準備、 
心を落ち着かせる、視診 16:30 合同保育 

    帰りの歌   順次降園 

13:50 園庭に整列、挨拶 
・視診   18:30 延長育 

14:00 降園バス出発   18:30 延長保育 
14:10 徒歩通園児降園       
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14:00 
1 号認定児(わくわくランド、いるかランド、こどもランド)      
2 号認定児室内遊び、外遊び、歌遊び、文字のおけいこなど     
15:00 前後におやつが出ます       

16:30 16:30 バスコース出発(1 号認定児、2 号認定児)      
17:00 2 号認定児お迎え完了(短時間認定)  17:00 お迎え完了(短時間認定)  
18:00 18:00 バスコース出発(1 号認定児、2 号認定児)      
18:30 1 号認定児・2 号認定児（標準時間認定）お迎え完了  18:30   
20:00 2 号認定児お迎え完了  20:00 お迎え完了(標準間認定) 

 
 
12．災害非常用および緊急時の連絡先登録(保護者の代理人登録) 

災害非常時に保護者と連絡がとれないまたは対応が厳しい場合、また、園児の急病急変等の

緊急事態発生事態時に保護者との連絡が取れないまたは対応が厳しい場合、代理人の方へ連

絡を入れ、速やかに緊急対応する(別途用紙配布) 
 
13．非常災害時の対応 

事故、急病により原則マニュアルに沿って対応をする。感染症予防マニュアル、アレルギー

対応マニュアル､健康マニュアル等直ちに保護者へ連絡をとり(とれなくても)指定している

病院に連れて行く。また､職員より保護者に対して状況説明をする。 
園長又は防火管理者は、非常その他急迫の事態に備え、採るべき措置について予め対策を立

て、少なくとも毎月１回園児及び職員の避難及び消火訓練を行うものとする。 
 
 14．保育内容に関する相談・苦情 

当園ご利用 

相談窓口 

・窓口担当者   三由真理 
・ご利用時間   10:00～16:00 
・電話番号    044（863）9255 
・FAX       044（863）9252 
※担当者が不在の場合は、職員までお申し出下さい。 

第三者委員 谷 千里 
電話番号 080-3506-4009 

役職・肩書等    高津区民生委員 
 
15．利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

○ 1 号・2 号・3 号語定児任意により「障害総合保険」（損保ジヤパン） 
 ※詳しくは、別途配布する「園児総合保障プラン」をご確認ください。 
○ 2 号・3 号認定児のみスポーツ振興センター傷害保険に園で加入しています。 
○ 1 号・2 号・3 号認定児には、賠償責任保険に加入しています。 
 
16．利用にあたってのその他の留意事項 

・禁止事項 

・制限事項 

・2 号、3 号認定児に関して当園では、川崎市健康管理委員会の承認

がない限り、与薬は行いません。 
・他の利用に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はおやめ下さ

い。 
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