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園 則（運営規程） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 わかば福祉会  

「幼保連携型認定こども園」しんでん保育園 
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第１章 総 則 

（名 称） 

第１条  この教育と保育を一体的に行う施設は、幼保連携型認定こども園 しんでん保

育園（以下「当園」とする）という。 

 

（位置） 

第２条  当園は、富山県富山市八尾町新田２３６番地２に置く。 

 

（目 的） 

第３条 １．当園は、教育基本法の精神に則り、「富山市幼保連携型認定こども園の学級の

編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年９月２９

日富山市条例第４８号）」及び子ども・子育て支援法等関係法令・通知等を遵

守し、乳幼児を教育・保育し、良好な環境を与えて、その心身の発達を助長

することを目的とする。 

    ２．乳幼児の家庭及び地域の子育て家庭に対する子育て支援等の事業を行う。 

 

（就業年限及び入園資格） 

第４条  就業年限、定員、学級、入園資格及び学級編成は、次のとおりとする。 

   （１）就業年限 １年、２年、３年、４年、５年、６年、６年以上 

   （２）定員学級 ・３歳以上児（満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児） 

９０名 ３学級（１号認定児１５名、２号認定児８０名） 

           ・３歳未満児（０歳児から満２歳児） 

             ５５名 ３学級（３号認定５５名） 

   （３）学級編成 ０歳児１５名 １学級      １歳児２０名 １学級 

２歳児２０名  １学級      ３歳児３０名 １学級 

            ４歳児３０名 １学級      ５歳児３０名 １学級 

            尚、入園児童の年齢構成に応じて学級編成は変化する。 

   （４）入園資格 ０歳児から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児 

 

第２章 学年、学期及び休業日 

（学 年） 

第５条  学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学 期） 

第６条  学期は次の３学期とする。 

     第１学期 ４月１日から ７月３１日まで 

     第２学期 ８月１日から１２月３１日まで 

     第３学期 １月１日から ３月３１日まで 

（休業日） 
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第７条  休業日は、次の通りとする。ただし、園長が必要あると認めた場合には、休 

業日を変更することができる。 

１．１号認定子ども 

   （１）国民の祝日に関する法律に規定する日 

   （２）土曜日、日曜日 

   （３）夏期  ７月２１日から ８月３１日まで 

   （４）冬期 １２月２５日から １月 ７日まで 

   （５）春期  ３月２４日から 入園式前日まで 

   （６）その他 その他園長の定める日 

   ２．２・３号認定子ども 

   （１）国民の祝日に関する法律に規定する日 

   （２）日曜日 

   （３）その他 その他園長の定める日 

 

（始業及び終業） 

第８条  始業及び終業は、次の通りとする。ただし、季節ならびに園長が必要あると 

認めた場合には、必要に応じて時間を変更することができる。 

開所時間    午前７時００分から午後８時００分まで（下記以外の時間を

延長保育とする） 

保育標準時間  午前７時００分から午後６時００分までの必要時間 

保育短時間時間 午前８時３０分から午後４時３０分までの必要時間 

教育標準時間  午前９時００分から午後３時００分までの必要時間 

 

第３章  教育・保育等の内容 

（提供する教育・保育等の内容） 

第９条  提供する教育・保育内容等は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成

２６年４月３０日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）に基づき、以下

の内容とする。 

⑴ 第８条において規定する時間において提供する教育・保育（教育・保育計画、教

育・保育方針に具体化） 

⑵ 食事の提供（食物アレルギーへの対応方針は別に定める） 

⑶ 送迎（１号認定子ども） 

⑷ 子育て支援事業 

⑸ 延長保育事業 

⑹ 一時預かり事業 

⑺ その他教育・保育に係る行事等 
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第４章  教育・保育課程修了の認定 

（認定の基準） 

第１０条  教育・保育課程の修了は平素の様子を総合的に考慮して決める。 

 

（証書の授与） 

第１１条  園長は、所定の教育・保育を修了したと認めたものには、別紙様式の修了証

書を与える。 

 

第５章  入園、退園、転園及び休園 

（入 園） 

第１２条  １．１号認定子どもの入園は、所定の手続きを経た者について、園長が内定

し、富山市へ認定を申請し、認定書の交付後、園と契約する。 

      ２．２号認定子ども・３号認定子どもの入園は、富山市へ「保育の必要性」

の認定申請を行い、認定書の交付後、富山市の利用斡旋調整により当園

へ利用決定をうけて園と契約する。 

      ３．１号認定子どもにおいて定員を越える申請があった場合、別途選考基準

を定める。 

 

（退園、転園及び途中入園） 

第１３条 １．退園又は転園しようとするときは、その理由を付して保護者から園長に願 

       い出なければならない。 

     ２．園長は次の者に退園を命ずることができる。 

      （１）園長が教育上退園の必要を認めた者 

      （２）正当な理由がなく、納付金を未納あるいは３ヶ月滞納している者 

     ３、途中入園は、定員に達していない限りにおいて認める。 

（休 園） 

第１４条 １．園長は、病気その他やむを得ない理由により、引き続き１ヶ月欠席し、な 

       お、２ヶ月以上欠席を要すると認められた者が、休園を願い出た場合には、 

       １年以内に限り休園を許可することができる。 

 

     ２．園長は、教育上必要と認めた時は、１年以内に限り休園を命ずることがで 

       きる。 
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第６章  組 織 

（職員組織） 

第１５条  組織は次の通りとする。 

     （１）園 長   １人 

        園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守

させるための指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、

園務をつかさどる。 

    （２）副園長   1 人 

園長を補佐する。 

（３）主 幹 保 育 教 諭   １人以上 

       教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業 

        務を行う。 

（４）保 育 教 諭   ３人以上 

       教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業 

        務を行う。 

（５）園 医   １人 

        園児・新入園児の健康診断を行い、健康・保健生活の指導・助言を行う。 

     （６）園歯科医  １人 

        園児・新入園児の歯科診断を行い、健康・保健生活の指導・助言を行う。 

     （７）園薬剤師  １人 

        園児・新入園児の投薬診断を行い、健康・保健生活の指導・助言を行う。 

     （８）事務職員  １人以上 

        事務に従事し、事務全般を計画し、つかさどる。  

     （９）看護師   １人以上 

        教育・保育を補佐し、保健・衛生生活を計画立案し、指導・助言を行う。 

     （10）栄養士   １人 

        保育の一環として、乳幼児の発達段階に応じ、献立を作成し、給食・お 

やつを実施する。 

     （11）調理員   ２名以上 

        栄養士の作成した献立に基づき、給食・おやつを調理する。 

     （12）用務員等 

        園全体の清掃・保管業務等をつかさどる。その他、運転士等の業務員を 

置くことができる。 
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第７章  保育料等 

（保育料等） 

第１６条  １．授業料等は次のとおりとする。 

        保育料（月額） 園児が居住する市町村が定める額を受けるものとする。

別表（P.9～11） 

      ２．次の費用については実費の支払いを受けることがある。（別表２） 

        ⑴日用品、文具等 

        ⑵行事費 

        ⑶送迎バス代（人件費に係る費用を除く） 

        ⑷１号認定子どもの給食費及び２号認定子どもの給食のうち主食に係る 

費用（人件費に係る費用を除く） 

        ⑸その他、教育及び保育において提供される便宜に要する費用のうち、 

         通常必要とされる費用 

      ３．延長保育の料金は別表（P.12）のとおりとする。 

４、一時預かり保育の料金は、別表２のとおりとする。 

５、保育料等は、毎月２７日までに本園が指定する方法で納付するものとす 

る。なお、保育料においては当月納付、２・３については翌月納付とす 

る。 

 

（減 免） 

第１７条  在籍者は、出欠の有無に関わらず、また休園の場合にも、原則として保育料 

を納付しなければならない。ただし、園長が特別な事情（富山市の減免規定

の通り）があると認めた場合には、これを減免することができる。 

 

（返 還） 

第１８条  既に納付した保育料等は原則として返還しない。ただし、園長が特別な事情 

があると認めた場合には、この限りではない。 

 

 

第８章  緊急時の対応等 

（緊急時の対応方法） 

第１９条 １．教育・保育の提供を行っている時に、利用乳幼児に病状の急変、その他緊

急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用乳幼児の主治医に連絡す

る等、必要な措置を講じるものとする。 

     ２．教育・保育の提供により事故が発生した場合は乳幼児の保護者、富山市等

に必要な連絡をするとともに必要な措置を講じるものとする。 

     ３．当園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、
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事故の発生原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

     ４．乳幼児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害

賠償を速やかにおこなうものとする。 

 

（非常災害対策） 

第２０条  非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等につ 

いての責任者を定め、少なくても毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を

実施するものとする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第２１条  当園は利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置そ 

の他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要

な措置を講じるものとする。 

 

（記録の整備） 

第２２条  当園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存するものとする。 

⑴ 教育・保育の実施にあたっての計画 

⑵ 提供した教育・保育に係る提供記録 

⑶ 保護者からの苦情の内容等の記録 

⑷ 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録 

⑸ その他教育・保育の提供に関する重要記録 

 

（要望・苦情等について） 

第２３条  当園に関する要望・苦情等は担当者を決め、日々受け付けるものとする。担 

当者で解決できない場合は、第３者委員に相談し、対処する。 

    平成２８年度要望・苦情等担当者   副園長 高稲純代 

要望・苦情解決責任者   園長 杉林 聡美 

    当園第３者委員  

（氏名）上野 勝広 （住所）富山市八尾町黒田     電話番号４５５－１３２２ 

（氏名）老月 敏彦 （住所）富山市八尾町新田     電話番号４５４－２７６５ 

 

（第三者評価について） 

第２４条 当園は３年に一度、第三者評価を受審し、その結果を公表するものとする。 

 

 

 

 

（秘密の保持について） 

第２５条 当園は職務上知り得た個人情報を社会福祉法人として守秘義務を厳守するとと 
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もに情報漏えいにも十分な注意をはらう。 

      尚、個人の承諾を得て活用する情報はこの限りではない。 

 

第９章  ほう賞 

（ほう賞） 

第２６条  園長は、心身の発達著しく他の模範となる者を、ほう賞することができる。 

 

第１０章  雑 則 

 

第２７条  この園則の実施に関し必要な細則は、園長が決める。 

 

 

（附則） 

１．この園則は、平成２8 年４月１日から実施する。 

 

 

富山市堀川町４５５番地 

社会福祉法人 わかば福祉会 

理事長 小 島 伸 也 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 
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《別表１》  
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《別表２》        各種料金表 

①時間外保育の料金(延長保育料) 

 対象者 利用時間 月額料金 １回料金 

平日 

保育短時間 
７：００～８：３０ ３，５００円 1 日３００円 

１６：３０～１８：００ ３，５００円 １日３００円 

保育標準時間 
１８：００～１９：００ 

１９：００～２０：００ 

３，５００円 

５，５００円 

１時間３００円 

１時間６００円 

１号認定 

７：００～９：００ ４，０００円 １時間２００円 

１５：００～１８：００ ５，０００円 １時間２００円 

１８：００～  １時間４００円 

土曜日 

保育短時間 
７：００～８：３０  １日４００円 

１６：３０～１８：００  １日４００円 

保育標準時間 
１８：００～１９：００  １時間４００円 

１９：００～２０：００  １時間６００円 

 

②１号認定子どもの土曜日一時預かり 

利用日 対象者 実施時間 料金(１日) 

【食事代込み】 

半日または 

１時間あたり 

土曜日 １号認定 ９：００～１６：３０ ３，０００円 １時間 400 円＋食事代 300 円 

  １６:３０～  １時間 650 円 

 

③一時預かり 

利用日 年齢区分 実施時間 料金(１日) 

【食事代込み】 

半日または 

１時間あたり 

月～金曜日 ０・１歳 

２歳以上 

８：３０～１６：３０ ３，０００円 

２，０００円 

１時間 500 円＋食事代 300 円 

１時間 400 円＋食事代 300 円 

 

④給食費 

 ・1 号認定子どもの給食費・・・1 ヶ月 ４，０００円 

 ・１号認定子どものおやつ代・・・１回５０円（月額おやつ代午前・午後各 1,000 円） 

 ・３歳以上児で主食を忘れてきた場合・・・１回５０円 

 

⑤パンツ・おむつ代 

 ・パンツ１枚・・・３００円         ・おむつ１枚・・・５０円 

 

⑥送迎バス代 

 ・（幼児）１ヶ月・・・２，０００円 （１回片道・・・１００円） 

 ・（乳児）１ヶ月・・・３，０００円 （１回片道・・・１５０円） 


