
様式第3号

１．施設の概要

2．定員

（定員内訳）

３．職員体制

埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定める条例

及びその他法令等の定める基準を順守し、保育に必要な職員として、

左記の職種の職員を配置しています。

４．開園日・開園時間及び休園日

８：３０～１６：３０

月～金１８：00～１９：００

－

７：００～８：２９
　　　　１６：30～１９：００（土曜日は18：00）

日曜・祝日・年末年始

２号・３号認定子ども

月曜日から土曜日

（月～金）7：００～１９：００
（土） ７：００～１８：００

－

７：００～１８：００

休園日 土・日曜日、祝日、春季・夏季・冬季休み

ー

保育短時間認定 ー

保育標準時間認定延長保育時間

教育標準時間認定
７：００～８：２９

１4：3１～１９：００

保育時間（保育短時間認定・8時間） ー

保育時間（保育標準時間認定・11時間） ー

教育標準時間 ８：３０～１４：３０

開園時間 ７：００～１９：００

１号認定子ども

開園日 月曜日から金曜日

0 2

合計 19 4 23

その他 2

1 3

事務職員 1 0 1

調理員（委託） 2

1 1

学校薬剤師 0 1 1

学校歯科医 0

0 0

学校医 0 1 1

養護教諭又は
養護助教諭 0

0 0

主幹養護教諭 0 0 0

指導保育教諭 0

0 12

主幹保育教諭 1 0 1

保育教諭 12

0 1

副園長又は教頭 0 0 0

園長 1

110

職種 常勤 非常勤 合計

２号認定 ３号認定 合計

5 63 42

（合計）

１号認定

19 22 22 8 16 181 2 2

３歳 ４歳 ５歳 ０歳 １歳 ２歳３歳 ４歳 ５歳

事業の類型 幼保連携型認定こども園

１号認定 ２号認定 ３号認定

重要事項説明書

名称 なかよしこども園

設置者 社会福祉法人　光輪会

施設長氏名 喜多濃 恵美子

電話番号 04-2968-5851 ＦＡＸ番号
連絡先

所在地 所沢市三ヶ島３－１４７６－１

認可日 平成28年3月31日

04-2947-2475

メールアドレス http://korinnomori.com/

http://korinnomori.com/


5．給食

６．利用者負担額

かばん

スモック(冬)

スモック(夏)

体操着

半ズボン

衛生費（布団乾燥・丸洗い等）

月刊絵本

月間絵本

カラー帽子

名札

ゴム印

集金袋

特別教育費

主食代

７．選考の方法

（１号）入園希望者が利用定員を上回る場合においては、社会福祉法人光輪会　幼保連携型認定こども園

なかよしこども園　運営規程第11条により、公正に先着順とします。

　（２・３号）利用の申込みをした子どもの数と入所児の総数が利用定員の総数を超える場合については、市が行う

　　　　　　　利用調整により選考します。

８．緊急時の対応方法

　保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者の方が指定した緊急連絡先へ連絡をし、

（ ）

（ ）

９．非常災害時等の対策

¥1,000 ３歳以上児

出席ブック・英会話・リトミック・体育指導（年１回）・衣装 ¥2,600 ２歳児

出席ブック・カード・おいたち・衣装・作品集　等々 ¥1,800 ０，１歳児

¥180 全園児

¥100 全園児

¥6,000 ３歳以上児

¥4,920 3歳児

¥570 全園児

¥140 全園児

¥1,650 ３歳以上児

¥4,560 午睡のあるクラス・全園児

¥5,160 4歳以上児

¥2,080 ３歳以上児

¥1,700 ３歳以上児

¥1,650 ３歳以上児

（英会話・リトミック・歌唱・体育　等々指導）

04－29４8－８１８１

防災設備 自動火災探知器・煙感知器・誘導灯・セコム

避難場所 第１避難場所 園庭 第２避難場所 三ヶ島小学校

火災及び地震等を想定した避難消火訓練（月１回）を実施します。

学校歯科医
氏名

土江博人 所沢緑ヶ丘病院

非常災害時等

電話

非常災害時や防犯等に対する計画は別に定めます。
詳しくは、施設長までお問い合わせください。に対する計画

避難訓練

新井克弥 アライ歯科クリニック

所在地 所沢市若狭１－２９７４－１ 電話 ０４-２９４９-７１２３

アレルギー 現在の症状や除去内容について対応可能か相談してください。

学校医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。

学校医
氏名

給食

徴収時期・徴収方法

夕食（補食代）

自園給食

保育料

延長保育料（2・3号）

所在地 所沢市狭山ヶ丘１－３００９

上乗せ徴収

保育料は、所沢市が定める条例によるものとします。

標準時間：150円／30分、短時間：100円／30分～1時間　 ※詳しくはお問い合わせください

毎月月初・口座引き落としによる。

なし

実費徴収

¥3,300 3歳以上児



１０．虐待等の防止
　入所児の人権の擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに

職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。

１１．地域子育て支援事業の内容

１２．その他の重要事項

1号認定利用者負担

給食費

2,000円

延長保育料

長期休暇中

長期休暇中月額料金

16:30～18:00 ¥1,000 ¥1,000

光輪会　新入園・進級についてのしおり参照

8:30～1４:３0 ¥2,000 ¥3,000

8:30～1６:３0 ¥3,000 ¥4,000

１日保育 8:30～1４:３0 ¥1,000

保育時間 春・冬 夏

14:30～16:30 ¥1,500

1６:30～1８:00 ¥1,000

18:3０～19:00 ¥150

保育時間 月額利用料

保育時間 1回利用料

責任者 理事長　喜多濃定人

7:00～7:30 ¥100

・園庭開放事業
　親子で安心して遊べる場所として認定こども園の園庭を地域の子育て家庭の皆さんに開
放する。
・相談業務事業
　育児に関する悩み相談の受付を行い、子育ての悩みの軽減に努める。電話相談・面接相
談
・育児講座事業
　育児・絵本・食育・制作・お茶会・散歩など幅広いジャンルで企画をし、参加型の講座
や講義型の講座などを開催する。
・地域交流事業
　運動会・すいか割り・じゃが芋掘り・餅つき・作品展等園の行事への参加を呼び掛け
る。
　近隣の公園にミニ遠足へ出かける。季節を感じられるような企画を行う。

¥100

7:30～8:30 ¥100

14:30～16:30 ¥250

16:30～17:30 ¥100

１回利用料

半日保育

保育時間

8:30～12:00 ¥500

17:30～18:30


