
 

平成 28 年度 

認定こども園 昭和幼稚園 重要事項説明書 

 
１ 事業者 

事業者の名称 学校法人 昭和幼稚園 
代表者氏名 理事長 大井 文子 
法人の所在地 大阪府大阪市大正区泉尾１丁目３７番１号 
法人の電話番号 ０６－６５５１－１０５５ 

 
２ 事業の目的 

事業の目的 学校教育法・児童福祉法に従い、就学前の子どもに教育・保

育を提供する。 
教育目標 １、適当な環境を与えて、のびのびとその心身の発達を助長

する。 
２、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る。 
３、異年齢交流保育を通し人とかかわる力を育てる。 
４、保育を必要とする子どもの育ちを保障する。 

 
３ 幼稚園の概要 

名称 認定こども園昭和幼稚園 
所在地 大阪府大阪市大正区泉尾１丁目３７番１号 
電話番号 ＴＥＬ ０６－６５５１－１０５５ 

ＦＡＸ ０６－６５５１－１０７５ 
法人創立年月日 昭和６年６月 29 日 
認定こども園の長 園長 大井 文子 
利用定員 ９５人 
対象児童 満３歳より小学校就学までの児童及び、保育を必要とする

満２歳以上３歳未満の幼児 

内訳 ２歳児・３号子ども ５人 

３歳児（うち保育を必要とする子ども） ３０人（５人） 
４歳児（うち保育を必要とする子ども） ３０人（５人） 
５歳児（うち保育を必要とする子ども） ３０人（５人） 

職員数 １４人 
嘱託医 内科：本山診療所（本山 忠）、歯科：杉本歯科（杉本 明貞）、

眼科：黒川眼科（志水 一夫） 
薬剤師 くりはし薬局（豊田 幸子） 
加入保険 全日私幼稚園連合会 幼稚園総合補償 

日本スポーツ振興センター 災害共済給付 



 
 
４ 開園日・開園時間及び休園日 

1 号認定 

開園日 月曜日から土曜日、１号子どもは第２土曜日休み 

開園時間 平日 ８時 00 分～19 時 00 分 

土曜日 ８時 00 分～12 時 00 分 

教育時間 ９時 00 分～14 時 00 分 

開園日数 年間開園日数 ２５０日 

年間教育週数  ４１週 

預かり保育の 

実施状況 

平日 ８時 00 分～９時 00 分 14時 00分～19時 00分

土曜日 ８時 00 分～12 時 00 分  

長期休業中 ８時 00 分～16 時 00 分 実施除外期間有り 

休園日 第 2土曜日、日曜日、国民の祝日、 

夏季休業日：７月２１日から８月３１日まで 

冬季休業日：１２月２４日から１月８日まで 

春季休業日：３月２１日から４月８日まで 

その他：創立記念日 ６月２９日 

２号３号 

認定 

開園日 日曜日、祝日、盆・年末年始を除く毎日 

開園時間 平日 ８時 00 分～19 時 00 分 

 土曜日 ８時 00 分～19 時 00 分 

保育時間 平日 保育標準時間 ８時 00 分～19 時 00 分 

保育短時間 ８時 30 分～16 時 30 分 

土曜日 保育標準時間 ８時 00 分～19 時 00 分 

保育短時間 ８時 30 分～16 時 30 分 

 

５ 施設の概要  

敷地面積 1,026 ㎡  うち園庭 562 ㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造  2 階建 延べ床面積 717.5 ㎡ 

施設の内容 １階 ２歳児保育室、３歳児保育室、相談室、事務室、物置

医務室、調理室、子ども用トイレ、大人用トイレ 

２階 ３歳児保育室、４歳児保育室、５歳児保育室、 

    子ども用トイレ、子育て支援用遊戯室 

屋外常設プール 

 

６ 職員体制 

 常勤 非常勤 

園長 １人 ０人

主幹教諭 １人 ０人

教諭(うち保育教諭) ６(４)人 ４(２)人

事務主事 １人 ０人

用務 １人 ０人

 



７ 学級編成（利用定員） 
学級 定員 担当教員数 

２歳児・３号子ども ５人 ２人 
３歳児・年少組（２号子ども） ３０人(５人) ２人 
４歳児・年中組（２号子ども） ３０人(５人) １人 
５歳児・年長組（２号子ども） ３０人(５人) １人 

 
 
８ 保護者の負担について 
 

（１）保育料   保育料は保護者の居住する自治体（大阪市）が決めます。保育料は年収・所得 

     に応じあらかじめ負担が軽減されています。 

 

（２）保育料以外の費用 
         保育料のほかに、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。 

① 教員配置充実費 月額３，０００円 職員設置について、特定負担額として徴収します。 
② 施設整備費 月額１，０００円 
③ 保護者会会費 月額５００円（８月のみ３００円） 
④ 制服・体操服・カバン・帽子・個人持ち道具代 入園時に 

５歳児２５，０００円、４歳児２４，０００円、３歳児２３，０００円 程度 
⑤ ２歳児 入園時に 個人持ち道具代１，６００円 布団レンタル料月額１，１００円 
⑥ 給食費 週３回（月・水・金）実費１食３００円、月額３，３００円程度 

２・３号子どもは保育料に含まれています。 
⑦ 遠足代 バス代の半額を園が負担、行き先により費用が異なります。 

（例 ２７年春の親子遠足 みさき公園 親子４，３００円、２６年 秋の芋ほり遠足 ２，３００円 ） 
⑧ 冷房費 ２，０００円、 ７月・９月の２回 各月１，０００円を徴収 

暖房費 １２月から３月まで３，２００円、１２月から３月に 各月８００円を徴収 
上記のほか、集合写真代、年長児お泊り保育参加費など必要な実費は随時お知らせします。 
また、上記の費用は業者による値上げ等で変更になる場合があります。 

 
（３）上記（１）（２）共に３ヶ月滞納すると除籍されることがあります。 
 
９ 預かり保育   

平成 27 年度より大阪市が制定する一時預かり事業(幼稚園型)としてのホームクラスになり、 
昭和幼稚園に在園する園児で主に教育標準時間認定 1 号認定子どもの、諸般の事情により 
教育標準時間前や終了後に保育を希望する者が利用します。園児以外の子どもの一時預かり

も併せて実施します。 
    月曜日から金曜日までの教育標準時間終了から午後 4時 30 分まで、延長午後 5時 30 分 

まで、ダブル延長として午後６時 30 分まで、 終延長午後 7時まで実施します。午前中 

保育日は午後 2 時 30 分、延長は午後 3 時 30 分、ダブル延長午後 4 時 30 分までとします。

土曜日は午前９時から 12 時までで、第 2土曜日のホームクラスはお休みです。 

 くわえて、長期休業（夏休み・冬休み・春休み）時も実態に即して実施します。 



 また月曜日から金曜日までの教育標準時間前 午前 8時から 9時まで、および土曜日（第 2

土曜を除く）・長期休業時の一般ホームクラス開始前 午前 8時から 9時まで、早朝預かりを

実施します。 

ただし入園式・卒園式、始業式・終業式、遠足・運動会・他行事の時、またその準備の為 

実施しないことがあります。日程は予定表などでお知らせします。  

  
    預かり保育 
     時間・料金 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
１０ 給食について 
 

実施方法 １号子ども 外部搬入（週３日実施、他２日はお弁当持参）

２号子ども 外部搬入（月～金、全食） 
３号子ども 外部業者委託による自園調理（月～金、全食）

給食の方針 本園の給食は、専門の業者が作る安全・安心の給食です。 
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 個別に相談の上、除去可能なものは除去食・代替食で対応し

ます。医師による診断書を提出して下さい。 
 
 
１１ 選考方法 
    1 号こどもは従来の幼稚園の募集。9月 1日来年度の募集要項及び願書の配布、10 月より

願書の受付、定員になると締め切ります。受理後に認定を受けます。2・3号こどもは区役

所に申請 認定を受けます。 

 

コース 利用時間 費用 コース 利用時間 費用 

一般ＨＣ 14：00～16：30 300 円 土曜日 9：00～12：00 300 円 

延長ＨＣ 14：00～17：30 400 円 長

期 

休

業

中 

早朝 8：00～9：00 100 円 

Ｗ延長ＨＣ 14：00～16：30 500 円 ① 9：00～12：00 500 円 

終延長 HC 14：00～19：00 600 円 ② 9：00～14：00 800 円 

   ③ 9：00～15：00 900 円 

早朝預かり 8：00～9：00 100 円 ④ 9：00～16：00 1000 円 

【選考基準】 

  願書の受理は特別な配慮を要する子どもも区別することなく先着順。 

（お互いに育ち合う統合保育を目指している。） 

 

【選考方法】 

  面接と健康診断は行うが子どもの状態を把握するためであり、特に選考の手段と

はしない。 



    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
１２ 年間行事予定 

 月 行事内容 
４月 入園式 消防訓練 保護者会 誕生日会（毎月） 
５月 春の親子遠足 こどもの日 ぎょう虫・尿検査  
６月 内科検診 歯科検診 保育参観 個人面談  

７月・８月 屋外プール等で水あそび 夕涼み会 夏期保育 年長お泊り保育 
９月 敬老の日お祝い 
１０月 運動会 芋ほり遠足 焼いもパーティ 
１１月 幼児防火教室 どんぐり拾い遠足 
１２月 おゆうぎ会  
１月 郵便局見学 
２月 作品展 節分 年長お別れ遠足 
３月 ひな祭り 観劇会 卒業式 

 
１３ 緊急時の対応 
   お預かりしている園児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へ速やかに連絡を行います。 
 
 
１４ 非常災害時の対応 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応します。 
防災設備 ・自動火災報知機  有    ・ガス漏れ報知器  有  

・非常警報装置  有 
・その他 カーテン、敷物、建具等の防災処理 有 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練を随時実施します。 
 

１５ 安全対策 

    警備保障会社との契約及び警察・消防への直通非常通報装置の設置。 

園内主要場所に防犯カメラを置き職員室において安全監視、保育時には通用口のオート 

ロック錠の開閉を管理して部外者の出入りをチェックする等、犯罪被害や事故の防止を 

図っています。 

 

 

【その他】 

  兄弟姉妹はなるべく受け入れるよう配慮しています。 

 

（特別な配慮が必要な子どもの受入れについて配慮する点） 

  各機関との連絡を取り、園として可能と見なした時受理します。医療行為が必要

な場合は保護者の支援を要する時もあります。 

  当園は大阪市要支援児受入促進指定園として指定されている。 



 
１６ 保険について 
    当園では以下の保険に加入しています。 
 
    
 
 
１７ 保育に関する相談・要望 

当園相談窓口 ・当園職員までお申し出ください。  
・電話番号 ６５５１－１０５５ 
・ＦＡＸ ６５５１－１０７５ 

キンダーカウンセリング 
子育て・発達相談 

毎月第 4金曜日（日程は園にご確認ください。） 

10 時から 16 時、 

女性臨床心理士の先生が子育てや発達の相談にお応え

します。気軽にお問い合わせください。子育て中の方なら

どなたでも無料で利用できます。 

相談希望の方は園に連絡のうえご予約下さい。 

秘密厳守、園外での相談もできます。 

また毎週金曜日、当園担当教諭による育児相談もおこな

っています。 
 

 

１８ 苦情解決 

 

 
 

 
１９ 職員への研修・評価 

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ベルを高めるため

に全ての職員に対して実施。 
自己評価・学校関係者評価の概要 職員による教育内容などの事後評価を実施、併せて学

校関係者による評価を受け、教育に関する能力の向上

に努めている。 
第三者評価の概要 保護者から意見を聞き、その結果を公表している。 
人権擁護、児童虐待に対する体制 職員会議において人権擁護と虐待防止に関する連絡

会や勉強会を責任者のもと実施している。 
個人情報の管理・守秘義務 秘密保持に係る規定の整備、定期的なチェックシート

提出による意識調査及び指導。研修への参加。 

全日私幼稚園連合会 幼稚園総合補償 

日本スポーツ振興センター 災害共済給付 

（苦情解決のために実施しようとする取り組み） 

 ・保護者からは自由な意見が言えるように園内２ケ所に意見箱を設置しています。 

 ・意見箱の回答コーナーを掲示し意見に対する回答を載せています。 

 ・近隣の苦情に関しては直接関係者が向き、丁寧に理解・了解を得る。また苦情が 

来る前に対策をする。 

（行事前の挨拶まわり、事前通知、近隣との良好な関係を心がける） 

 ・地域全体で子どもを育てる体制に努力している。 



 
 
２０ 個人情報の取り扱いについて  
 

個人情報保護法にのっとり、お子様並びに保護者の皆様や関係者の皆様の個人情報を 

保護するため、当園ではこの法律に則した取り組みを行っています。 

当園で取り扱う個人情報につきましては、当然のことながら当園での幼児教育活動の 

範囲に限定しており、それ以外での使用、漏洩などが無いように厳重に管理しています。 

但し、以下に記載しました項目（②～④）につきましては、教育の向上発展、子供たちの 

意欲の育成、園と家庭との連携や小学校との連携を図るため、必要な範囲で皆様方の個人

情報を収集或いは、提供する場合がありますことを同意書の提出にてご承諾いただいてい

ます。 

なお、個人情報を収集する場合は、その都度使用目的を明確に記載させていただきます。 

 

① 幼稚園管理の園児個人情報 

・ 各種名簿(園児及び各家庭の情報含む) 

・ 日々の保育の記録 

② 園内における掲示、配布物 

     （卒園後であっても次回更新時まで掲示、掲載の場合有） 

・ 保育学習活動の成果 

・ 記録写真などの掲示 

・ 作品の展示 

・ 園行事や活動に伴う名簿の掲示及び配布物の掲載 

・ 園ホームページにおける記録写真の掲載 

 

③ 対外期間への提出書類 

・ 芸術系作品の展覧会応募、出品 

・ 園外活動に伴う名簿の提出 

・ 保険、金融機関など申込みに伴う名簿提出 

 

④ 各家庭への配布物（ご家庭で責任を持って管理をお願いします） 

・ ｢クラスだより｣などの通信物 

・ 緊急連絡網の配布 

・ 保護者委員会の委員名簿における個人名等の記載  

         （委員名簿は委員間に限り使用）                    

・ 行事等における集合写真 

                     
    ※ 個人情報取扱いに関する詳細は当園プライバシーポリシー（ＨＰ）をご参照ください。   

 
 

 
以上をもって本園の重要事項とします。 


