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重要事項説明書（第二宝島保育園のしおり） 

令和５年２月１日現在 

１ 事業の目的 

第二宝島保育園（以下「当園」といいます。）は，以下の運営方針に基づき，保育事業を行うことを目的

とします。 

 

２ 運営方針 

（１） 当園は，園児に良質かつ適切な保育と健やかな成長に必要な環境を提供します。 

（２） 当園は，園児の気持ちや人格を尊重し，常に園児の立場に立って保育を提供します。 

（３） 当園は，園児の健全な成長のため，地域，家庭，行政等関係機関との連携に努めます。 

（４） 当園は児童福祉法や子ども・子育て支援法など子ども・子育て支援に関する法令等に従い，適切な施

設運営を行います。 

 

３ 事業者の概要 

事業者の名称 社会福祉法人笹ヶ瀬福祉会 

代表者氏名 理事長 秋 山   功 

法人の所在地 岡山市北区北長瀬本町２７－２ 

法人の連絡先 

電話番号  ０８６－２５４－６８８８ 

ＦＡＸ番号 ０８６－２５４－６８２０ 

Ｅメール  tkjm＠mx31.tiki.ne.jp 

 

４ 第二宝島保育園の概要 

名称 第二宝島保育園 

所在地 岡山市北区下中野１２２２－４ 

認可年月日 平成２４年４月１日 

連絡先・ホームページ 

電話番号  ０８６－２３９－９１００ 

ＦＡＸ番号 ０８６－２３９－９１９１ 

ＵＲＬ   http://www.tkjm.or.jp 

Ｅメール  daini@tkjm.or.jp 

園長氏名 秋 山 裕 史 

利用定員 

満３歳以上～就学前の子ども    ５６名（２号認定） 

満１歳以上～満３歳未満の子ども  ３１名（３号認定） 

満１歳未満の子ども         ３名（３号認定） 

（保育対象年齢 ６か月から就学前まで） 

職員数 １８名 

実施する事業 延長保育事業，障害児保育事業，一時預かり事業 

嘱託医 

内科・小児科 おぐら小児科   医師 小倉 威郎 

（岡山市北区辰巳３４－１０９） 

歯科     たんぽぽ歯科医院   歯科医 野上 悠子 

（岡山市北区中仙道１丁目１－３１） 

  



   

５ 開所日・開所時間及び休所日 

開所日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 

午前７時００分から午後６時００分 

保育標準時間 午前７時００分～午後６時００分 

延長保育時間 午後６時００分～午後６時３０分 

保育短時間 午前８時３０分～午後４時３０分 

延長保育時間 
午前７時００分～午前８時３０分 

午後４時３０分～午後６時００分 

休所日 日曜日，国民の祝日，休日，年末年始（１２月２９日から１月３日） 

※土曜保育については、同一法人で運営しております宝島保育園と月交代で行っております。 

偶数月は宝島保育園にて、奇数月は第二宝島保育園にて行っており、土曜保育希望の方は当番園に登園し

ていただきます。 

土曜保育希望の方は、利用希望日の週の木曜日（木曜日が休所日の場合は水曜日）までに申し出てくださ

い。 

※延長保育の日利用を希望の方は、前日までに申し出てください。 

※土曜日の延長保育はありません。 

※ なお設定された保育時間は、利用することが可能な最大限の時間として設定されるものです。子どもの

育成上の配慮等の観点から保育を必要とする時間帯での利用をお願いします。 

 

６ 施設・設備の概要 

敷地 １，０６０．９５㎡ 

建物 鉄骨造２階建 延べ床面積８２２．６７㎡ 

施設の内容 
乳児室 ４１．３１㎡，調理室 ３６．３８㎡，調乳室 ４．１９㎡，保育室４室１９

５．５０㎡，乳幼児用トイレ ３箇所，屋外遊技場２９８．２２㎡ 

設備の種類 冷暖房設備 

 

７ 職員体制（令和５年２月１日現在） 

職 名 人数（常勤１４名・非常勤４名） 

園 長  １名（常勤） 嘱 託 医 １名（非常勤） 

主任保育士  １名（常勤） 嘱託歯科医 １名（非常勤） 

保育士 １４名（常勤１０名・非常勤４名） 看 護 師 ０名 

栄養士  ２名（常勤）   

調理員  ０名（非常勤）   

※ 当園は，「岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年岡山市条例第９

６号）」に定める職員配置基準を遵守するため，利用定員を超過して園児を受け入れる場合等においても，

上記に定める員数のほか，必要に応じて職員を配置することとしています。 

 

８ 提供する保育の内容 

当園は，保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）及び当園が定める保育課程に基づき，

以下の保育その他便宜の提供を行います。 

（１）特定教育・保育及び延長保育事業の提供 

５に記載する時間において保育を提供します。その他保育の内容については本説明書を参考にしてくだ

さい。一日の時間の過ごし方は主に以下のとおりです。 

  



   

 

（２）一時預かり事業の提供 

５に記載する時間において一時預かり事業を提供します。その他保育の内容については本説明書を参考

にしてください。 

（３）園庭開放事業の提供 

年に数回実施予定 

（４）給食 

児童の年齢により下記のとおり食事の提供を行います。 

当園の給食の方針  楽しく、明るく、みんなでおいしく食べよう…大きくなるために 

昼食・おやつ  保護者の方へは，毎月月末に翌月の献立表をお配りします。 

アレルギー等への対応 

 アレルギーが疑われる場合，アレルギー疾患生活管理指導表を当園に提出してく

ださい。個別にご相談の上，指導表に基づき当園で除去可能な物は除去食・代替食

で対応致します。 

衛生管理等 
・大量調理施設届出を岡山市保健所へ届出済みです。 

・調理員及び乳児保育担当職員は，毎月検便を行っています。 

 

栄養給与目標（給食・おやつでとりたい栄養量の目安） 

 ｴﾈﾙｷﾞｰ 

Kcal 

蛋白質 

g 

脂質 

g 

ｶﾙｼｳﾑ 

mg 

鉄分 

mg 

ﾋﾞﾀﾐﾝ A 

μg 

Ｂ1 

mg 

Ｂ２ 

mg 

Ｃ 

mg 

３歳未満児 500 20 15 225 2.3 200 0.25 0.28 20 

３歳以上児 400 24 18 270 2.5 225 0.31 0.34 23 

 

９ 主な年間行事予定 

 

                                    

 

◇印：保護者参加行事 

◎毎月の行事： 身体測定・避難訓練，交通安全指導 

◎プール教室： 年間約１２回 (４～５才児)  

7:00～9:30 10時頃  11:40～ 13時頃 15時頃 16:30～18:30 

登 
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月 行 事 内 容 

４月 ◇入園式 

５月 ◇個人懇談 ・こどもの日の祝い ・親子イベント 

６月 ・内科検診・歯科検診 ・ごっこ遊び ・誕生日会 

７月 ・プール開き ・七夕会 

８月 ・プール収め  

９月 ◇個人懇談 ・敬老会 ・誕生日会 

１０月 ◇うんどう会 

１１月 ・親子遠足 ・内科検診 ・誕生日会 

１２月 ・クリスマス会 

１月 ・ごっこ遊び ・おもちつき  

２月 ◇発表会 ・クラス別記念写真撮影 

３月 ・ひな祭り誕生日会 ・◇お別れ親子遠足 ・お別れ会 ・◇卒園式 

予定のため変更になる場合があります。年間行事予定表、園だより等でお知らせします。 



   

１０ 利用の開始または利用の終了に関する事項 

（１）利用の開始について 

当園を利用するためには，居住する市町村に保育必要事由に該当する認定（２号・３号）を受け，岡山市

の利用調整を経て施設利用決定を受ける必要があります。詳しくは居住する市町村の窓口にお尋ねください。

また，居住する市町村に当園の利用申し込みをされる場合には，事前に当園の施設見学をしていただくなど，

当園の運営方針や保育内容等を十分にご承知ください。 

（２）利用の終了について 

当園の利用は，以下の理由により終了します。 

① 園児が小学校に入学するとき。 

② 保護者の方の保育必要事由が無くなったとき。なお，保育必要事由の認定については居住する市町村

の窓口にお尋ねください。 

③ 保護者の方から退園の届出があったとき。なお，退園届は退園希望月の前月２０日までに必ず提出く

ださい。 

④ その他，当園の利用継続に当たり重大な支障や利用継続困難な理由があるとき。 

 

１１ 当園と保護者の連絡について 

 

 

 

（１）当園では，お子様が毎日健康で元気に過ごすために，保護者と保育園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おります。当園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。 

体温，体調，食事，遊び，覚えたこと，挑戦していること，失敗したこと，排便状況など，お子様のご

家庭での様子もできるだけ詳しくお知らせ下さい。 

（２）毎月１回月の初めに，園だよりを発行します。行事や連絡事項，注意事項などをお知らせします。 

 

１２ 当園のご利用に際し留意していただくこと 

登園時間  登園は９時３０分までにお願いします。９時３０分よりクラス活動が始まります。 

欠席する場合，又

は登園の時間が遅

れる場合 

 当日に欠席の連絡，又は登園が遅れることを連絡する場合，９時００分までに 

ＴＥＬ２３９－９１００にご連絡下さい。 

お迎えが遅れる場

合 

 お迎えが遅れる時には，必ず通常のお迎えの時間の３０分前までに電話連絡をお願いし

ます。 

毎朝の検温，体調

の確認 

 お子様の体調を知るために，ご家庭での検温を必ずお願いします。登園時に，不調また

は高熱が疑われる場合は，職員が検温を致します。登園前に，ご家庭で①機嫌の善し悪し

②食欲の有無③発熱の有無④排便の状態など，いつものお子様と様子が異なっていないか

確認してください。 

 発熱や下痢・嘔吐などの症状がある場合，登園を控えてください。また登園後に，発熱

などの体調の不調が認められた場合，お迎えの連絡をさせて頂きます。 

感染症について 

麻疹（はしか）・水痘（水ぼうそう）・流行性耳下線炎（おたふくかぜ）等学校保健法

で指定の感染症にかかった場合は，登園停止期間を経過してから，医師に治癒証明書に記

入してもらい登園してください。 

（証明書は保育園にもあります。必要のある場合は，申し出てください。） 

 

  

緊急で連絡する場合があります。いつでも連絡が取れる様連絡先を届け出て下さい。 



   

１３ 保護者会について 

 

 

 

保護者の自主運営による保護者会があり，保護者の代表による役員会があります。 

園児のより豊かな園生活のために，行事の主催や費用の助成等の活動を行っています。 

また年に１回総会があり，当園からは，園の運営方針，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頂いたり，意見を交換する場としています。 

 

１４ 健康診断について 

 

 

 

（１）健康診断・歯科健康診断 

年２回嘱託医が検診を，年１回嘱託歯科医が歯科検診を行います。検診の結果については児童票（日々の

成長記録）及び連絡帳に記載します。 

（２）身長・体重測定 

毎月１回身長・体重測定を行います。測定結果については児童票（日々の成長記録）及び連絡帳に記載し

ます。 

（３）その他 

お子様の健康状態や日頃の様子でご心配なことがありましたらご相談ください。 

 

１５ 保護者の負担について 

 

 

 

（１）月額保育料 

特定教育・保育施設に係る利用者負担額として，居住する市町村から納入通知が送付されます。質問があ

る場合は居住する市町村の担当窓口にお尋ねください。 

（２）延長保育料 

保育標準時間、短時間認定に係る延長保育料 

月額３，０００円 日額５００円 

※ 両時間認定共に遅刻をした場合は、日利用延長保育として５００円を頂きます。また３０分ごとに

別途追加延長料金５００円を頂きます。月利用延長保育の方も遅刻した場合は別途追加延長料金５０

０円を頂きます。必ず利用時間までにお迎えをお願いします。 

◇ただし，利用者のご家庭が生活保護受給者世帯又は市民税非課税世帯に該当する場合に、減額になる

場合がありますので問い合わせ下さい。 

保育短時間認定に係る延長保育料の減額はありません。 

 

（３）一時預かり事業利用料(園児数により実施していない期間があります。) 

① 一日預かり利用料     日額２，０００円 

② 半日預かり利用料     日額１，５００円 

③ 支払時期・方法 (利用月毎に現金で徴収します。)※領収書を発行します。 

 

（４）遠足・お散歩時に利用するバス代、飲食費用の実費一部負担金 

① 年に２～３回程度、収支報告を付けて徴収しています。 

  

保育費用などは，保育園を通じて配布されるか，各家庭に郵送されます。 

保護者会は全員加入です。保護者会費が必要です。 

検診日に欠席した場合は，各家庭で受診し結果を報告してください。 



   

（５）実費徴収額 

以下のとおり，保育に必要な実費を徴収。 

項目 内容・負担を求める理由・目的 金額 支払時期・方法 

保護者会費 
 行事開催費用などの一部助成，遊具整備費用な

どの一部助成 
園児一人あたり 

月額５００円 
毎月月末頃に現金徴収 

給食費 

 満３才以上児の給食，おやつ等の提供に係る費

用 

 但し，年収３６０万円未満相当の世帯及び第３

子（注）１以降の子どもについては、副食費負担な

し。（注）２（注）３ 

主食費 

月 額 

１，０００円 

副食費 

月 額 

４，５００円 

毎月月末頃に現金徴収 

用品費 

行事費等 

保育事業のための諸費用を徴収する。 

制服，自由画帳等の個人用品費，行事参加費 
実費負担 毎月月末頃に現金徴収 

絵本代 
 園での保育に毎月使用し，月末に持ち帰りま

す。 
３５０～ 

４５０円 
毎月月末頃に現金徴収 

プール教室 

（任意） 
就学後のスイミング・水慣れ教室用の実費徴収 

１ 回 

１，０００円 
毎月月末頃に現金徴収 

（注）１ 年収３６０万円未満相当の世帯及び第３子以降の子どもの算定基準は、岡山市が利用者負担額を

決定する際の基準と同じ基準となります。 

（注）２ 副食費負担のない世帯には、岡山市より通知があります。 

（注）３ 月始めから１ヶ月単位で保育園に登園しない場合で，１週間前までに申出があった場合のみ主食

費，副食費の徴収を免除します。 

 

１６ 賠償責任保険の加入状況 

 

 

 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般賠償責任保険 

施設・業務   限度額 １事故につき１億円 １名につき１，０００万円  

生産物（給食） 限度額 １事故につき１億円 １名につき１，０００万円  

※支払保険金は，保険会社の基準により限度額内で決定されます。 

 

１７ 緊急時の対応について 

（１）保育の提供時にお子様の体調の急変その他緊急事態が生じたときは，あらかじめ保護者が指定した緊急

連絡先に連絡をし，嘱託医又はかかりつけ医へ連絡をと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には，お子様の身体の安全を最優先させ，当園が責任を持って，しかるべ

き対処を行いますのであらかじめご了承願います。 

◇嘱託医  「４ 第二宝島保育園の概要」をご覧ください。 

◇岡山市北消防署今出張所 

岡山市北区下中野１２２３番地６    TEL ０８６－２４６－０１１９ 

◇岡山西警察署 

岡山市北区野殿東町２番１０号     TEL ０８６－２５４－０１１０ 

  

全園児が加入します。全額を保育園が，負担します。 



   

１８ 非常災害時の対策 

消防計画作成（変更）届出書 岡山市北消防署 令和２年４月１７日届出 

防火管理者 園長 秋 山 裕 史 

避難訓練 火災・地震又は浸水を想定した避難・消火訓練を月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 

避難場所 

第１避難場所：第二宝島保育園園庭 

第２避難場所：岡山市西浦公園 

第３避難場所：岡山市御南公園 

 

１９ 虐待防止のための措置 

 当園は，園児に対して，暴力行為・わいせつ行為・無視・保育の放棄その他心身に有害な影響を与える行為

をしないほか，園児の人権擁護・虐待防止のため責任者を設置するとともに，職員に対する研修を行っていま

す。また，児童虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は，速やかに岡山市こども総合相談所に通告し，

連携・協力して適切に対処します。 

◇岡山市こども総合相談所（児童相談所） 

岡山市北区鹿田町一丁目１番１号（岡山市保健福祉会館５階） 

TEL ０８６－８０３－２５２５ 

◇岡山市北区中央福祉事務所 

岡山市北区鹿田町一丁目１番１号       TEL ０８６－８０３－１２０９ 

 

２０ 保育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情 

（１）当園の相談・苦情対応窓口について 

◇相談・苦情受付担当者 松川 晶恵（主任保育士） 

◇相談・苦情解決責任者 秋山 裕史（園長） 

◇第三者委員  白石 茂徳（役職 監 事）TEL ０８６－２３０－１７３９ 

◇第三者委員  祇園  茂（役職 評議員）TEL ０８６－２４１－６４８９ 

◇面接，電話，文書等の方法により相談・苦情等を受け付ける他，玄関横の棚の上に「ご意見箱」を設置

しています。 

（２）当園以外の相談・苦情受付窓口について 

◇岡山市岡山っ子育成局保育・幼児教育課 指導係 

岡山市北区大供一丁目１番１号      TEL ０８６－８０３－１２２７ 

◇岡山県運営適正化委員会（社会福祉法人岡山県社会福祉協議会） 

岡山市北区南方二丁目１３番１号 

（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」３階 

TEL ０８６－２２６－９４００ 

  









   

令和３年８月１日 

 

保 護 者 様 

第二宝島保育園 

園長 秋山 裕史 

 

 

気象警報発令時等における臨時休園の取扱いについて 

 

平素から本園の教育・保育の推進につきまして、ご理解とご協力をいただき感謝しております。 

さて、いろいろな地域で大きな災害が多発しております。そこで、今後園が所在するエリアに気象警報が

発令された場合等に、子どもたちの安全を確保するため、以下のとおり対応することとなりましたのでお知

らせします。 

各ご家庭でも緊急時の対応についてお話しくださいますようお願いいたします。 

 

 

１ 園が所在するエリアに気象警報等が発令された場合の取扱いについて 

 開園予定時刻の１時間前か

ら 

開園までの間の発令 

開園中の発令 

気象警報

注意報 

（気象庁） 

注意報 開園します 通常どおり保育を継続します 

警報 

保育が必要な子どもについて

は通常どおり保育を実施します

が、可能な範囲で家庭保育へ

のご協力をお願いします 

保育を継続しますが、できるだけ

早くお迎えをお願いします 

特別警報 休園（終日）します 

保育を中止しますので、園または

避難場所等へお迎えをお願いしま

す 

避難情報

（岡山市） 

高齢者等避難 

休園（終日）します 

保育を中止しますので、園または

避難場所等へお迎えをお願いしま

す 
避難指示 

※個別の状況等により、園の判断で休園する場合があります。 

 

２ 地震が発生した場合の取扱いについて 
・震度５弱以上の地震が閉園後から開園までの間に発生した場合は、園の施設等の安全確認のため、休園（終日）

します。 

・開園中に震度５弱以上の地震が発生した場合は、できるだけ早くお迎えをお願いします。（お迎えまでは、園また

は避難場所等で待機します） 

  



   

 

 

 

当園における保育の提供を開始するに当たり，本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

社会福祉法人笹ヶ瀬福祉会 

 

第二宝島保育園 

 

説明者 

 

私は，本書面に基づいて第二宝島保育園の利用に当たっての重要事項の説明を受け，同意しました。 

 

令和  年  月  日 

 

保護者住所 

 

児童氏名 

 

保護者氏名                印 

 

児童から見た続柄 


