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 入園のしおり 

なかよしこどもえん重要事項説明書 

             ２０１９年度版 

１ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 角田共育ち会 

代表者氏名 理事長 藤﨑 隆 

法人の所在地 〒981-1505宮城県角田市角田字牛舘５９番地１ 

法人の電話番号 ０２２４－ ８７－ ６６８１ 

法人のホームページ http://kakuda-tomosodachi.net/ 

定款の目的に定めた事業 第２種社会福祉事業 幼保連携型認定こども園の経営 

 

２ 事業の目的 

児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づいて、乳児及び幼児の保育・教育事業を行

います。 

 

３ 保育目標 

子どもは、なかまとともにあそびを中心とした生活の中で育ちます。土や水、風を感

じながらあそび、人や物に働きかけて学びます。保育者は、子どもとともに、この乳幼

児期をより楽しく、よりおもしろい生活で包み込んでいきます。 

 

４ なかよしこどもえんが目指すこどもの姿 

☆自分の要求を出し、なかまと育ち合う子ども 

 子どもは、周りのいろいろな人との関わり合いの中で成長していきます。自分のした

いこと、して欲しいこと、ほしい物など、意思表示をするとき、どうしたらいいのか、

どう表現するのか、どう我慢するのかなど、おとなや友だちとの関わりの中から学んで

いきます。 

 

☆心と体のバランスがとれて、発達する子ども 

 からだづくりは、すべての生活の基盤です。「食べる」「遊ぶ」「寝る」といった生

活リズムを大切にし、なかまとのあそびを中心とした生活の中で、のびやかなからだ、

友だちを大切にする心、物事に感動する心が培われます。 

 

  

http://kakuda-tomosodachi.net/
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５ なかよしこどもえんの概要 

名称 なかよしこどもえん 

所在地 〒981-1505 宮城県角田市角田字牛舘５９番地１ 

電話番号  ℡0224-87-6681 Fax0224-87-6682 

メールアドレス nakayoshi-kodomoen@kakuda-tomosodachi.net 

法人創立年月日 平成２９年７月１０日 

事業認可年月日 平成３０年３月１４日 

施設長氏名 園長 藤﨑 みつ子（法人理事） 

入園定員（年齢

別） 

９２名（内訳単位:名） 

認定区分 

０歳児 

ひよこ

組 

１歳児 

うさぎ

組 

２歳児 

ぱんだ

組 

３歳児 

らいおん

組 

４歳児 

きりん

組 

５歳児 

ぞう組 計 

１号認定       7 7 7 21 

２号認定       15 15 15 45 

３号認定 6 9 11       26 

計 6 9 11 22 22 22 92 
 

保育日・時間・休

園日 

◎１号認定（教育標準時間利用）３・４・５歳児 

 月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後１時３０分 

 ☆預かり保育：月曜日～金曜日 午前７時～午前８時３０分 

                午後１時３０分～午後７時 

 ☆休日：土曜日、日曜日、祝祭日（国民の祝日） 

 ☆長期休暇期間：夏季  ８月５日～８月１６日 

         冬季 １２月２４日～１月３日 

         春季  ３月２５日～４月１日 

    長期休暇期間預かり保育：午前７時～午後７時 

◎２号、３号認定（保育認定利用）０・１・２・３・４・５歳児 

月曜日～土曜日：①標準時間利用 午前７時３０分～午後６時３０分 

        ②短時間利用  午前８時３０分～午後４時３０分

☆延長保育： ①標準時間利用 午前７時～午前７時３０分 

午後６時３０分～午後７時 

       ②短時間利用  午前７時～午前８時３０分 

午後４時３０分～午後７時 

  ☆休日：日曜日、祝祭日（国民の祝日）、年末年始（１２月２９日

～１月３日） 

  

mailto:nakayoshi-kodomoen@kakuda-tomosodachi.net
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職員数 園長１名、副園長１名、主幹保育教諭１名、保育教諭１０名、保

育教諭（短時間）４名、保育補助１名、栄養士１名、調理員３

名、事務員２名、嘱託医２名、嘱託薬剤師１名 計２７名 

事業の種類 幼保連携型認定こども園の経営 

職員への研修の実

施状況  

職種、経験に基づき各自の仕事のレベルを高めるために全ての職

員に実施 

嘱託医 医師 ：仙南病院 本田医師 ℡0224-63-2003 

歯科医：大久保歯科医院 大久保禎宏歯科医師 ℡0224-62-4084 

薬剤師： 

敷地 面積 ２，７００㎡ 

建物 鉄骨２階建て 延べ床面積９１４．６２㎡ 

施設の内容 乳児・ほふく室（面積６８．８㎡） 調乳室（面積４.８㎡） 保

育室５室（面積１９０．１㎡） 遊戯室（面積１０２．８㎡）一

時保育室（３８㎡） 子育て支援室（１７．８㎡） 乳幼児用ト

イレ（４箇所） 調理室（面積４０．０㎡） 

設備の種類 冷暖房 

保険 施設賠償責任保険加入 

連携施設 角田なかよし保育園 
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６ デイリープログラム（１日の生活） 

 

7:00 7:00
登　園

延長保育　７:００～７:３０（保育標準時間）

７:００～８:３０（保育短時間）

延長保育　18:30～19:00（保育標準時間）

16:30～19:00（保育短時間）

19:00 19:00

合同保育・自由あそび

時間
デイリープログラム／子どもの活動

（３，４，５歳児） （３，４，５歳児） （０，１，２歳児）
１号認定 ２号認定 ３号認定

登園8:30
合同保育
自由あそび

時間

預かり保育

おやつ

絵本

午睡

降　園

手洗い、昼食準備・昼食

手洗い、昼食準備・
昼食

絵本

降　園
午睡

クラス別　教育・保育
指導計画にもとづきあそびを通して
さまざまな体験を繰り広げる時間

クラス別　保育
おやつ
あそび

16:00

15:30

13:30

8:30 健康状態の把握
持ち物整理

健康状態の把握
持ち物整理

9:30

11:30

12:45

15:00

9:00

11:10

12:10

おやつ

預かり保育

16:30

合同保育
自由あそび

合同保育
自由あそび
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７ 年間行事予定 

月 行事内容 

平成３１年３月 入園説明会 

４月 入園式 誕生会 避難訓練 

５月 こどもの日 田植え さつまいも苗植え 内科検診 誕生会 避難訓

練 

６月 保育懇談会 給食試食会 歯科検診 誕生会 避難訓練 

７月 プール開き 七夕祭り キャンプ 誕生会 避難訓練 

８月 なかよし祭り 誕生会 避難訓練 

９月 遠足 誕生会 避難訓練  

１０月 運動会 芋ほり 内科検診 誕生会 避難訓練 

１１月 ０、１、２歳児クラス懇談会（手作りおやつ試食） ３、４、５歳児

クラス懇談会（親子クッキング） 誕生会 避難訓練 

１２月 クリスマス会 誕生会 避難訓練 

平成３２年１月 もちつき大会 誕生会 避難訓練 

２月 節分 保育懇談会 誕生会 避難訓練 

３月 ひなまつり お別れ遠足 卒園式 誕生会 避難訓練 

 

８ 給食について 

（１）給食目標 

☆ 安心・安全な地元の旬の食材を取り入れ食べる楽しさを味わう。 

☆ 五感を使って感じ、しっかり食べることでからだが元気になる。 

（２）給食の行事 

☆ 給食試食会 

☆ もちつき大会 

※ ３歳未満児・・・完全給食です。午前中のおやつがあります。 

※ ３歳以上児・・・完全給食です。 

※ 月１回お弁当の日をもうけます。 

（３）給食費 

  ☆ 教育時間利用１号認定・・・・・・・・・・月：６，０００円 

  ☆ 保育時間利用２号認定・・・・主食代のみ 月：８００円 

３号認定・・・・・・・・・・徴収はありません。 

 

９ 入園時に必要な書類等 

（１）住居を確認するもの。 

（２）保護者の連絡先を明示するもの。 

（３）児童の体調を確認するもの。（病歴、予防接種の記録、アレルギー等） 
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（４）児童の嗜好や生活習慣を知るもの。 

※ 上記の内容は、家庭環境調査票及び健康調査票に記入していただきます。 

 

１０ 保護者となかよしこどもえんの連絡について 

（１）お子様が毎日健康で元気に過ごすためには、保護者となかよしこどもえんが十分に

コミュニケーションを取り、協力し合うことが大切であると考えています。なかよし

こどもえんでの状況やご家庭での状況を相互連絡し合うために連絡帳を活用します。 

（２）毎月、月初めに、「園だより」「給食献立表」を発行し、行事や連絡事項などをお

知らせします。 

 

１１  保護者会について 

保護者と保育者の会「どんぐり会」（月会費１世帯３００円）があります。なかよし

こどもえんからは、園の方針、行事や出来事などについてお知らせします。また、保護

者からご意見をいただいたり、意見交換の場にしています。 

 

１２  健康診断について 

内科健診を年２回、歯科健診を年１回行います。健診の結果については、身体検査票

に記録し、診断結果通知書でご家庭にお知らせします。また、毎月１回、身長・体重の

測定を行います。 

 

１３ 保護者の負担について 

（１）１号認定（教育標準時間利用） 

保育料は、保護者の収入に応じて算定されます。詳しくは、角田市子育て支援課ま

でお問い合わせください。 

① 入園料    ２０，０００円 

② 預かり保育料（月曜日～金曜日） ３０分：１００円  １時間：２００円 

     ※なお、１か月間で４５時間を超えた場合は、９，０００円の定額となります。 

    ③ 長期休暇期間（夏季・冬季・春季）預かり保育料 

３０分：１００円 １時間：２００円 

（２）２号、３号認定（保育標準時間・短時間利用） 

 保育料は、保護者の収入に応じて算定されます。詳しくは角田市子育て支援課まで

お問い合わせください。延長保育料 ３０分：１００円  １時間：２００円 

 

１４ なかよしこどもえんのご利用に際し、留意していただくこと 

（１）送迎・連絡 

① 送迎は保護者が責任をもってください。保護者以外の方が送迎する場合、事前

にご連絡ください。 

② 送迎の時間に変更がある場合は、事前にご連絡ください。 
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③ 欠席する場合、または遅れる場合は遅くとも当日の朝８時頃までにご連絡くだ

さい。（給食の準備があります。） 

（２）病気 

体温が３８度以上ある時、前日に３８度以上あった時には、いずれも原則としてお

あずかりできません。又、発熱以外でも保育が不可能と思われる時には、連絡してお

迎えにきていただく時があります。 

（３）慣らし保育 

① １～２日目：９時～１１時（給食なし） 

② ３～４日目：９時～１２時３０分（給食あり） 

③ ５～６日目：９時～１６時３０分 

これは一応の目安です。子どもの状態で前後します。 

（４）各自用意するものについては、別紙「各自用意するもの」を参照してください。 

（５）保育料納入について 

① 保育料はなかよしこどもえん運営規程第２４条の「角田市が定める教育・保育

に係る利用者負担額」を納入していただきます。 

② 仙南信用金庫の口座振替（手数料無料）でお願いいたします。 

 仙南信用金庫に保護者名義の口座をお持ちでない方 

仙南信用金庫各支店に保護者名義で口座を開設していただき、所定の預金

口座振替届出書（当園でも用意しています。）を口座開設支店に提出してく

ださい。 

 仙南信用金庫に保護者名義の口座をお持ちの方 

所定の預金口座振替届出書（当園でも用意しています。）を口座開設支店に

提出してください。 

振替日は毎月月末となります。ただし、月末が土・日・祝日の場合は翌営業日

となりますので、翌月初めに引き落としとなります。 

（６）保育料以外の徴収金は下記の表のとおりです。各保護者あてに事前に金額を明示し

ますので保育料と一緒に納入してください。（※親子遠足代を除く） 

※ 該当月分の給食費その他下記の項目については、翌月初旬に請求額を明示します

ので保育料に加算してご準備ください。 

 認定区分 徴収額 

給食費 １号認定 月６，０００円 

２号認定 主食代のみ月８００円 

預かり保育料 １号認定 月曜日～金曜日 ３０分１００円、１時間

２００円、ただし月間で４５時間を超えた

場合は９，０００円定額 

長期休暇期間

預かり保育料 

１号認定 ３０分１００円、１時間２００円 
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延長保育料 ２・３号認定 ３０分１００円、１時間２００円 

なかよしこど

もえん保護者

と保育者の会

（どんぐり

会）会費 

共通 １世帯当たり月３００円 

※親子遠足代 共通 バス代、施設入場料等実費（口座振替とは

別途徴収します。） 

 

１５ 賠償責任保険の加入 

（１）施設・施設業務 

   １事故 １０億円、１名につき １０億円  

（２）生産物（給食） 

   １事故 １０億円、１名につき １０億円 

 

１６  緊急時の対応について 

（１）保育中に容態の変化などがあった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ

連絡をし、嘱託医又は主治医に連絡を取るなど必要な措置を講じます。 

（２）保護者と連絡が取れない場合は、乳幼児の身体の安全を最優先させ、なかよしこど

もえんが責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承下さい。 

① 嘱託医：仙南病院 

〒981-1505 宮城県角田市角田牛舘１６  ℡0224-63-2003 

② 角田消防署 

〒981-1505 宮城県角田市角田大坊４１  ℡0224-63-1011 

③ 角田警察署 

〒981-1505 宮城県角田市角田扇町５－７ ℡0224-63-2211 

（３）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しています。 

 

１７  非常災害時の対策・防犯対策 

消防計画作成 平成３０年４月届出 

防火管理者 信濃 光男（事務長） 

避難訓練 月１回実施します。 

防災設備 自動火災探知機・煙感知器、誘導灯 

防犯設備 セコム株式会社に業務委託 

セキュリティーカメラ設置 

避難場所 角田中学校 
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１８ 保育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情 

（１）なかよしこどもえんの相談・苦情対応は以下のとおりです。 

① 相談・苦情受付担当者：河村 公子（主幹保育教諭） 

② 相談・苦情解決責任者：藤﨑 みつ子（園長） 

③ 連絡先  ℡：0224-87-6681 Fax：0224-87-6682 

         E-mail：nakayoshi-kodomoen@kakuda-tomosodachi.net 

（２）なかよしこどもえん以外に、角田市の相談窓口があります。 

角田市市民福祉部 子育て支援課  ℡：0224-63-0134 

（３）第三者委員 鈴木牧夫（元玉川大学教授）電話090-5512-4878  

mailto:nakayoshi-kodomoen@kakuda-tomosodachi.net
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１９ 施設案内 

     

＜２階＞ 

       

＜１階＞ 

       





名前を書きましょう 

 

☆ 敷布団、敷布団カバー、タオルケット、毛布などよくわかるように大きく書

いてください。 

 

☆ 靴、長靴などの履物にも名前を書いてください。 


