
 

平成 30 年度 八木北保育園 重要事項説明書  

 

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人 誠心福祉会  

事業者の所在地  千葉県流山市駒木台１１８の１  

事業者の連絡先  ０４－７１５２－０５０４  

代表者氏名  理事長 岡田 晃明  

 

（２）施設の概要  

種別  保育所  

名称  八木北保育園  

所在地  千葉県流山市駒木台１１８の１  

連絡先  
（電話番号）  ０４－７１５２－０５０４  

（ＦＡＸ番号） ０４－７１５３－６５１１  

施設長氏名  園長 篠田 光代  

開設年月日  昭和５５年４月１日  

利用定員  
（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１２人  １８人  １８人  ２４人  ２４人  ２４人  120 人  

当園の基本理念・方針  

【保育理念】  

・ 本保育園は児童福祉法 39 条の規定に基づき保育に欠ける子ども

の保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とし、入園

する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するこ

とにもっともふさわしい生活の場となるように努める。   

・  家庭や地域社会と連携を密にしながら一人ひとりの発達過程・

心身の状態や家庭の状況を踏まえた保育を行う。   

 

【保育目標】  

   あかるい子 ・ じょうぶな子 ・ やさしい子  

・細やかな保育を第一に考え、基本的な生活習慣（排泄、食事、睡

眠、清潔、衣服の着脱）が身につく子どもを目指します。  



 

・自然遊び、散歩、食育活動を通じて、健康な子どもを目指します。 

・さまざまな活動、遊び、行事から、仲間と一緒に行動したり、力

を合わせて創造できる子どもを目指します。  

・子どもたちが多くの経験を得ることが出来る課題を提案し、自分

なりに物事に挑戦できる子どもを目指します。  

・日々の生活で積極的にあいさつができ、「ありがとう」と心から

言える子どもを目指します。  

・異年齢保育を実践し、思いやり、やさしさ、友達を尊重する気持

ちが持てる子どもを目指します。  

 

（３）施設の概要  

敷地  
敷地全体  ３８１０．４１ ㎡  

園庭  １６００．１６ ㎡  

園舎  
構造  鉄骨造２階建て  

延べ  １１２７．３７ ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室   １室  ０歳児保育室          ５９．５３㎡  

ほふく室   １室  １歳児保育室          ８９．８９㎡  

保育室   ４室  ２～５歳児保育室       ２４８．８２㎡  

プレイルーム   １室  ８３．９６㎡  

ランチルーム   １室  ７６．４４㎡  

事務室  １室  医務室含む           ４１．４８㎡  

調理室  １室  ４０．８０㎡  

和室  １室                  ２４．４８㎡  

地域子育て支援センター室  １室                  ３９．３６㎡  

 

 

 



 

（５）職員体制（平成  ３０年 １月 １日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長   １人   １人   人   

主任保育士   １人   １人   人   

保育士  ２１人  １６人   ５人  産休１名  

保育士補助   ２人   人   ２人   

（子育て支援センター担当）   ３人   ２人   １人   

栄養士   １人   １人   人   

調理師   ４人   ２人   ２人   

事務員   １人   １人   人   

嘱託医  ２人  人  ２人   

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  ７時００分～１８時００分（１１時間）  

保育短時間   ８時００分～１６時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  
朝：  時～  時  

夕：１８時～２０時  

保育短時間  
朝： ７時～ ８時  

夕：１６時～２０時  

開所時間  
月～金曜日  午前 ７時００分～午後２０時００分  

土曜日  午前 ７時００分～午後１７時３０分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

 

 

 

 



 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

時間外保育料  

（保育標準時間認定）  

１８：０１～  ３０分毎  １００円  

１９：０１～  １０分毎  １００円  

０歳児は１８：０１から２００円 以後は３０分（または１０分）／１００円  

時間外保育料  

（保育短時間認定）  

７：００～７：５９  ３０分毎  １００円  

１６：０１～  ３０分毎  １００円  

１９：０１～  １０分毎  １００円  

０歳児は１６：０１から２００円 以後は３０分（または１０分）／１００円  

軽食代  １９：００以降のお迎えのお子様の軽食  ２００円  

入園時  

園児名のはんこ  ２１６円  

カラー帽子  １ ,０２８円  

３，４，５歳児教材  約１，５００円  

毎月  

父母会費  

（布団乾燥代、コット使用料３００円含む） 
４００円  

卒園対策費（５歳児のみ）  

アルバム、記念品、遠足等の代金  
約２ ,０００円  

 

（８）提供する特定教育・保育の内容  

【保育内容】  

・  一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、

子どもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、子どもの主体としての思いや願い

を受け止める。   

・子どもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、

自己を十分に発揮できる環境を整える。   

・子どもの発達に理解し、ひとりひとりの発達過程に応じて保育すること。その際、子

どもの個人差に十分配慮する。   

・子どもの相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あ

るものにするよう援助する。   

・子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子



 

どもの相互の関わりを大切にする。特に乳幼児期にふさわしい体験が得られるよう

に、生活や遊びを通して総合的に保育する。   

・一人一人の保護者の状況やその意向を理解し、受容し、それぞれの親子関係や家庭生

活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助する。   

 

【保育の環境】   

・子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができる

ように配慮する。   

・子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育園の整備や環境を整え、保育園の保健的

環境や安全の確保などに努める。   

・保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場と

なるように配慮する。   

・子どもが人と関わる力を育てていくために、子ども自ら周囲の子どもや大人と関わっ

ていくことができる環境を整える。  

 

【一日の流れ・年間行事】  

 入園のしおりをご確認ください。なお、詳しい年間行事予定は年度初めの園だより、

または各月のクラスだよりでお知らせいたします。ただし、行事は天候や諸事情によ

って変更になる場合があり、決定次第お知らせいたします。  

 

【給食】  

・平日は、昼食と間食（午後１回）を自園調理し、提供します。  

・土曜日は、離乳食以外のお子様の昼食は、お弁当の持参となります。（離乳食、間食

は提供します。）  

・０～２歳児は、上記のほか平日の間食（午前１回）を提供します。  

・アレルギー、その他の事情により給食に配慮が必要な場合は、除去食の提供、または

お弁当の持参になりますので、事前にご相談ください。その際は、医師による診断書

の提出が必要です。  

 

 

 



 

（９）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  市が行う利用調整による  

退園理由  

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

以下の場合に必ず園へご連絡ください。  

・就労状況の変更（転職、出張、職場の連絡先の変更等）  

・自宅住所の変更  

・緊急連絡先（自宅、携帯電話番号）の変更  

・家族構成の変更（妊娠、出産、結婚、離婚、死亡等）  

・感染症等の病気  

・退園、転園  

・その他、保育をするにあたっての確認すべき事項  

 

（１０）緊急時における対応方法  

お預かりしているお子様に怪我や病状急変等の事態が発生した場合には、緊急連絡

票、児童票に基づき、保護者の指定する医療機関、または、嘱託医に連絡し、職員が

付き添って受診します。治療や投薬の確認、保険証の提示が必要となりますので、保

護者が医療機関に出向いていただくことを基本とします。緊急の場合は救急車を呼ん

で対応します。  

【嘱託医】  

医療機関の名称  クリニック柏の葉  

医院長名  村川   壽  

所在地  千葉県柏市柏の葉３－１－３４  

電話番号  ０４－７１３２－８８８１  

【嘱託歯科医】  

医療機関の名称  柏の葉総合歯科（康本歯科クリニック）  

医院長名  康本 征史  



 

所在地  
千葉県柏市若柴１７８番地４ ららぽーと柏の葉・北館３階  

（千葉県柏市十余二１５５－１７－２Ｆ）  

電話番号  
０４－７１９７－７６０２  

（０４－７１３４－４１８８）  

 

（１１）非常災害対策  

地震、火災、洪水、竜巻等の自然災害が発生した場合、保育園にて待機することが

基本となります。緊急避難場所へ避難する場合は、保育園での行き先の掲示、または、

緊急連絡メール等でお知らせします。すみやかにお迎えに来られるようお願いします。 

 

（１２）相談・要望・苦情窓口  

社会福祉法第 82 条の規定により、当園では利用者、保護者からの苦情・ご相談・ご

意見に適切に対応する体制を整えています。 

事業所名 社会福祉法人 誠心福祉会 八木北保育園 

代表連絡先 TEL  ０４－７１５２－０５０４ 

FAX  ０４－７１５３－６５１１  

苦情解決責任者 園長 篠田 光代 

苦情相談受付担当者 保育主任 広瀬 祥子 

防火管理者  園長 篠田 光代  

避難訓練  毎月１回、地震、火災、竜巻、不審者を想定した避難訓練を実施  

防災設備  

自動火災報知機、誘導灯、ガス漏れ探知機、非常警報装置、非常用

電気、その他カーテン・敷物・建具等の防炎処理  

【震災に備えての備蓄】  

非常用持ち出しリュック、ヘルメット、食糧、水、カセットコンロ、

オムツ、シート、懐中電灯他  

避難場所  八木北小学校、常盤松中学校、江戸川大学、駒木台福祉会館  

緊急時の連絡手段  

保育園電話（ 04-7152-0504）、保育園携帯電話（090-3095-7237）、

緊急時一斉送信メール（マメール）、ツイッター（保育園アカウン

ト：hoikuyagikita）  



 

第三者委員 ・中山 礼子（法人監事 元流山市民生委員・児童委員） 

連絡先電話番号  04－7155－3405 

・根本 明子（法人監事 元八木北保育園職員） 

連絡先電話番号  04－7154－1423 

 

（１３）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  独立行政法人日本スポーツ振興センター  災害共済給付  

保険の内容  

入園児の災害（負傷、疾病、障害または死亡）が発生した時に、災

害共済給付（医療費、障害見舞金または死亡見舞金の給付）を行う、

国・施設の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度  

保険金額  乳幼児１人につき、３７５円（保育園負担）  

 

保険の種類  三井住友海上火災保険株式会社  賠償責任保険  

保険の内容  

入園児の災害（負傷、疾病、障害または死亡）が発生した時に、第

三者（保護者やその他）に対する法律上の賠償責任を負担した場合

に、賠償金の支払や負担する費用を填補する保険制度  

保険金額  保育園負担金  

 

（１４）個人情報の取り扱い  

個人情報は、当園が定める個人情報取扱規程に基づき取扱います。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行うために利用します。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、退園に関する手続きのため  

・指導案・成長記録など教育・保育に必要な情報を記録するため  

・連絡帳、園だより、成長に関する記録、卒園アルバムなどに園児に関する情報を保護者と共

有するため  

・お知らせ、緊急メールなど必要な連絡事項を保護者へ伝えるため  



 

・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  

・教育・保育実習など教諭・保育士などの養成のため  

・園内研修など園の質の改善、維持のため  

・統計調査など国及び行政の業務に協力するため  

 

（１５）その他保護者に説明すべき事項  

当該重要事項説明書に定めるもののほか、入園、利用に当たっての詳細な留意事項については、

別途当園が作成する入園のしおり、または、各書類（おたより等）にて提示するものとします。 

 


