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教育・保育の提供の開始に当たり、本園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 
 
 

 
１ 施設運営主体 
名称 社会福祉法人みちのく会 
所在地 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸字下富田 29 番地 7 
電話番号 0173-72-2277 
代表者氏名 理事長 吉田 照生 
 
 
２ 利用施設 
施設の種類 認定こども園(幼保連携型) 
施設の名称 薄市こども園 
施設の所在地 青森県北津軽郡中泊町大字薄市字飛石田野沢 187 番地 4 
連絡先 0173-58-2332 
管理者 園長 小寺康子 
対象児童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、

教育・保育を必要とする小学校就学前児童 
利用定員 (27 年度) 40 名（1 号認定 5 名、2 号認定 20 名、3 号認定 15 名） 
解説年月日  
事業所番号  
 
３．サービスの目的・運営方針 
 認定こども園 薄市こども園(以下、本園という。)は、認定こども園法に基づいて、教育並びに保育を一体

的に行い、保護者と共に児童を心身ともに健やかに育成することを目的とします。 
 
本園の運営方針は、次のとおりです。 
 

①園児の生活環境の如何に関わらず、教育、保育上の差別されないこと。 
②地域の協力、家庭との緊密な連絡の下に、園児の 善の利益を考慮、健全な心身の発達を図ること。 
③園児の健やかな成長を図るため、一般児童育成団体への協力等に努めること。 

 
 
４．本園における施設・設備等の概要 
 （１）施設 

敷地 敷地全体 ５５８６．７７㎡ 
園庭 ３１３０．２３㎡ 

園舎 構造 鉄筋コンクリート造り平屋建 
床面積 ７８０．２９㎡ 

 
 （２）主な設備 

設  備 部屋数 備  考 

保育室 ２室 

(31 年度) 
ひまわり組（５歳児クラス） 
ゆ り組（4 歳児クラス） 
ちゅうりっぷ・たんぽぽ組   

（3・２歳児クラス） 

乳児室(兼ほふく室) １室 (31 年度) 
いちご組（１・０歳児クラス） 

遊戯室 １室  
調理室 １室  
事務室 １室  

     ※児童の人数によりクラス変更があります。 
 
 
 



 
 
 
 
５．職員の設置状況 

職 種 員 数 常 勤 非常勤 備 考 
園長 １ １   
主幹保育教諭 １ １   
保育教諭 5 5   
事務職員     
調理員 １ １   
運転手 １  1  
パート １  １  
学校医 １  １  
歯科医 １  １  
学校薬剤師 １  １  

 
＜各職種の勤務体系＞ 

園長 正規の勤務時間帯（8：00～17：00） 
主幹保育教諭・保育教諭 正規の勤務時間帯（7：00～19：00）※ 
事務職員 正規の勤務時間帯（8：00～17：00） 
調理員 正規の勤務時間帯（8：00～17：00） 
運転手 朝夕の送迎 

 ※ローテーションにより、各保育教諭の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 
 ※職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 
 
 
６．教育・保育を提供する日 

１号認定 ２号認定・３号認定 
月曜日から金曜日とします。 月曜日から土曜日とします。 
休園 
土曜日（預かり保育可）、日曜日、祝祭日 
夏季休業日（７月２４日～８月２０日） 
冬季休業日（１２月２４日～翌年１月２０日） 
学年末休業日（３月２５日～３月３１日） 
学年始休業日（４月１日～４月４日） 

 

休園 
日曜日、祝祭日、 
年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

 

 
 
 
７．教育・保育を提供する時間 
  ①１号認定（教育標準時間） 
   教育時間  8：00～13：00 

   預かり保育 7：00～ 8：00、13：00～18：00（有料） 
 
  ②２号認定・３号認定（保育標準時間） 
   保育時間  7：00～18：00 
   延長保育 18：00～19：00（有料） 
 
  ③２号認定・３号認定（保育短時間） 
   保育時間  8：00～16：00 

   延長保育  7：00～ 8：00、16：00～19：00（有料） 
 
 
８．提供する教育・保育等の内容 
  本園は、教育基本法、児童福祉法及び認定こども園法その他の法令並びに幼保連携型認定こども園 

教育・保育要領の示すところに従い、教育・保育の一体的に提供を行います。本園の教育・保育の内

容は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に定める健康、人間関係、環境、言葉、表現の５

領域に基づき、生きる力の基礎となる、心情、意欲、態度を養うものとします。 
 



  ①特定教育・保育及び時間外保育の提供 
    上記７に記載する時間において、教育・保育を提供します。 

②送迎 
    希望者については、園バスによる送迎を実施します。（無料） 

    ③食事の提供 
    児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 
     

 午前間食 昼食 午後間食 備考 
０歳児 

９：３０頃 １１：００頃 

１５：００頃 離乳食有、 
アレルギー対応有 

１歳児 
２歳児 
３歳児  

１１：３０頃 ４歳児  
５歳児  

    ※毎月月末に翌月の献立表をお配りします。 
    ※食物アレルギーが疑われる場合、医師の診断書（又は指示書）を提出して下さい。 

       個別にご相談の上、診断書（又は指示書）に基づき本園で対応可能なものは除去食・代替食で対応

します。 
 ④その他 

子育て相談、預かり保育・一時預かり、延長保育事業の実施。 
 
９．利用料金 
 ①特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いただきます（中泊町は認定時間内

については無料です。） 
 

 ②教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 
 ①に掲げる保育料のほか、下記の費用を負担していただきます。 
  ・1 号認定児（月曜～金曜日 8：00～13：00 利用） 
     平日  預り保育時間について 1 時間 200 円（7：00～8：00 13：00～19：00）徴収する。 

但し 1 時間 1 か月続けても 2,000 円を上限とする。 
     土曜日 半日利用（8：00～13：00 12：00～17：00） 800 円 
         １日利用（8：00～17：00）  1,300 円 
     長期休業日は通常時の平日、土曜日に準ずる。 
   ・2 号、3 号認定児（短時間利用 月曜～土曜日 8：00～16：00 利用） 
     延長時間について 1 時間 200 円（7：00～8：00 16：00～19：00）を徴収する。 
     但し 1 時間 1 か月続けても 2,000 円を上限とする。 
   ・2 号、3 号認定児（標準時間利用 月曜～土曜日 7：00～18.00 利用） 
     延長時間について 1 時間 200 円（18：00～19：00 利用）徴収する。 
     但し 1 時間 1 か月続けても 2,000 円を上限とする。 
  ※詳しくは園にお尋ね下さい。 
 

 ③②における利用者負担金額が決定後、翌月 10 日までに納入をお願いします。 
 
１０．利用の開始及び終了に関する事項 
  ①入園 
   ・１号認定の入園選考については原則として先着順とし、定員を超えた場合は、次に示す優先順位を

もとに考慮して選考するものとします。 
    （１）未就労の保護者の児童（２号認定可能な児童以外の児童） 
    （２）在園児の兄弟児童 
    （３）利用学区内の児童 
    （４）利用学区以外の児童（他の認定こども園学区の児童） 
    （５）広域入園児童 
   ・２号認定及び３号認定の入園については、市町村が利用調整を行います。 
   ・入園決定された場合は、保護者と本園とで書面により利用契約を締結するものとします。 
 
  ②休園 
   ・病気その他の理由により休園を希望するときは、速やかに園長に申し出するものとします。 
   ・休園する場合においても、保護者は休園期間についても定められた会費などの負担額を納入するも

のとします。（父母の会費など） 



   ・児童が多数伝染病に罹患する等、教育・保育上重大な影響があるときは、休園となる場合がありま

す。  
 
 
  ③退園 
   ・園長は、次のいずれかに該当する場合には、児童を退園させることができます。 
    （１）保護者から退園させる申し出があったとき。 
    （２）利用料の滞納があり、督促に応じない場合。 
    （３）利用児が理由なく長期にわたり欠席が続く場合。 
    （４）その他、利用の継続について重大な支援または困難が生じたとき。 
 
  ④卒園 
   ・児童が小学校に就学した時は、教育・保育の提供を終了します。 
 
 
１１．学校医・学校薬剤師 
   本園は、以下の医療機関・薬剤師と業務委託を締結しています。 
 
  ①内科 

医療機関の名称 中泊おの医院 
医院長名 小野 裕明 
所在地 中泊町大字中里字紅葉坂 195 番地 1 
電話番号 0173-57-5758 

 
  ②歯科 

医療機関の名称 今歯科医院 
医院長名 今 継逸 
所在地 中泊町大字中里字紅葉坂 48 番地 2 
電話番号 0173-57-2117 

 
  ③薬剤 

薬局の名称 あおい薬局 
薬剤師名 台丸谷 健一 
所在地 五所川原市松島弥生町 3-5 
電話番号 0173-23-3810 

 
１２．要望・苦情等に関する相談窓口 
   本園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談窓口 

・解決責任者 園長 小寺 康子 
・受付担当者 主幹保育教諭 加藤 昭子 
（担当者が不在の場合は、本園職員までお申し出

ください。） 
・ご利用時間 開園日・開園時間内 
・電話番号 0173-58-2332（FAX 兼用） 

第三者委員 成田 寛 電話番号 
0173-58-2330 

     ※本園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 
 
 
１３．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める、消防計画・不審者対策・危機管理マニュアル等により対応しま

す。 
防災設備 ・自動火災報知機 ・誘導灯 ・ガス漏れ報知器 ・非常警報装置 

・避難車 ・非常用電源 ・非常食備蓄 
・その他、防災ずきん 防炎加工されたカーテン・建具等の使用 

避難・消火訓練 避難および消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 
避難訓練 ・第一次避難場所：園庭・玄関前の駐車場 

・第二次避難場所：薄市小学校（中泊町薄市字飛石田野沢 187-8） 
・第三次避難場所：総合文化センターパルナス（中泊町中里字紅葉坂 210） 

 



 
 
 
 
 

１４．利用者に対して保険の種類・保険事故・保険金額 
   本園では、以下の保険に加入しています。 
    ①全国私立保育園連盟保険制度 
     大型タイプ（対人１名２億円/１事故 200 万円） 
    
    ②独立行政法人スポーツ振興センター災害共済給付 
     （負傷・疾病医療費、障害見舞金 82～3,770 万円、死亡見舞金 1,400～2,800 万円） 
    
    ③送迎バスの自動車保険 
 
１５．緊急時の対応 
   お預かりしている児童に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及び

緊急連絡先等へ連絡を行います。 
 
 
 


