
 

令和 3 年度  

 

認定こども園帯広藤幼稚園 

 

 

 重要事項説明書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 釧路カトリック学園  認定こども園帯広藤幼稚園  

〒080-0804 帯広市東 4 条南 14 丁目  1 番地  

T E L 0155-23-3604 F A X 0155-23-3609 

 

 



 

 認定こども園 帯広 藤幼稚園 重要事項説明書  

 

施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  学校法人釧路カトリック学園  

事業者の所在地  釧路市新川町  １６－１９  

事業者の連絡先  ０１５４－２４－５９７１  

代表者氏名  内藤  孝文  

 

（２）施設の概要  

種別  幼稚園型認定こども園  

名称  認定こども園  帯広  藤幼稚園  

所在地  帯広市東４条南 14 丁目１番地  

連絡先  
電話  ０１５５－２３－３６０４  

ＦＡＸ０１５５－２３－３６０９  

施設長氏名  和泉  有子  

開設年月日  令和２年４月１日  

利用定員  

年齢区分  2 歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１号   ３０人  ３６人  ３６人  １０２人  

２号   ４人  ４人  ４人  １２人  

３号  ６人     ６人  

合計  ６人  ３４人  ４０人  ４０人  １２０人  

当園の基本理念・方針  

学校教育法第 22 条及び第 23 条に従い、キリスト教の教えに基づいて

入園する幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長

することを目的とする。社会の期待や願いに応えられる創意と活力の

ある保育活動をすすめ、園児・保護者・地域に信頼されるよう努める

ものとする。安心・安定した情緒と落ち着いた保育環境の中で、健や

かで豊かな心と体が育つよう保育を行うものとする。子育て支援と対

話・相談を大切にし、親と子の育ちの場となるよう努めるものとする。

「学校教育法」その他関係法令を遵守し、事業を実施する。  

 

 

 

 

 



 

（３）施設の概要  

敷地  
敷地全体  １４８７．６㎡  

園庭  ７８３．００㎡  

園舎  
構造  鉄骨造２階建   耐火構築物  

延べ  １０８９．４８㎡  

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

保育室  ８室   

遊戯室  １室   

職員室  １室   

便所  ３室   

研修室  １室   

その他    

 

（５）職員体制（令和３年２月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長   １人   １人     

保育教諭  １１人  １１人    

保育士  ３人  ３人    

園医   １人     １人   

園歯科医   １人    １人   

園薬剤師  １人   １人   

事務職員   ２人   ２人    

保育助手  １人    １人    

運転手   ３人   １人   ２人   

清掃員  １人   １人    

管理栄養士  １人   １人   

調理員  ６人  ２人  ４人   

宗教講師  １人   １人   

 

 

 

 

 

 



 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】  

提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

休業日  

日曜日・土曜日・祝日  

年末・年始（１２月２０日～１月３日）  

夏季（７月２０日～８月２０日）  

冬季（１２  月２０日～１月２０日）  

開園記念日（９月）  

教育時間  ８：３０ ～ １４：１５  

＜平日の保育時間＞  

  
8：30       10：00           14：15         17：30 

↓           ↓             ↓         ↓  

登園・自由遊び 教育時間 降園・預かり保育 

 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

開園記念日（９月）  

保育時間  

平日【標準認定】  （７：３０ ～ １８：３０）  

平日【短時間認定】 （８：３０ ～ １６：３０） 

土曜日 （８：３０ ～ １２：３０）  

 

＜平日の保育時間＞  

【標準】【短時間】                                       【短時間】 【標準】 
7：30  8:30     10：00         14：15       16:30     18：30 

↓      ↓    ↓           ↓         ↓    ↓ 

登園・自由遊び 教育時間 保育時間・お迎え  

※「幼稚園」と同じ時間帯は１号認定のお子さんと一緒に教育・保育を行います。  

※「降園時間」はお仕事終了次第、お迎えをお願いします。   

＜土曜日の保育時間＞  

8:30                        12：30                                   

↓                          ↓                                       

保育時間 

 

 



 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

上乗せ徴収  
  ０円  

  ０円  

実費徴収  

給食費用（1 号希望者のみ）  １食あたり  ２５０円  

送迎バス利用料金（希望者のみ）

※１ヶ月ごと分割納入可能  

年額（往復）  

年額（片道）  

４３，２００円  

２１，６００円  

用品費（制服・かばん・帽子等） 

年少  

年中  

年長  

１５，９１０円  

１６，０７０円  

１６，１６０円  

保護者会費  １月あたり  １，１５０円  

絵本代  

年少  

年中  

年長  

４００円  

４００円  

４５０円  

その他  

１号認定こどもの預かり保育に

係る費用  

２号・３号短時間認定の認定時

間以外の保育に係る費用  

１５分毎  ５０円  

長期休み  

４時間以上  

１５分ごと  

３０円  

 

（８）支払方法  

利用者負担（月額保育料）、その他の実費徴収は毎月口座引き落とし。  

 

 

（９）提供する特定教育・保育の内容  

 

 

・子ども子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育要領を踏まえ、幼稚園教育要

領に基づき、利用子どもの心身の状況に応じて、特定教育・保育を提供する。  

・カトリックの精神に基づき、自由と個性を重んじ身体の健全な発達を助けながら素直

で純真な心の教育を実践する。自分や他者を大切にし、感謝の心・お詫びや赦し・素

直で信頼する心を育む。  

・給食は帯広市の献立を基に契約管理栄養士が作成し、自園の調理にて、2 号・3 号子

ども、及び 1 号子どもの希望者に提供する。アレルギー等の理由により、給食を利用

しない場合は、事前の申し出により可能。  



 

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式  

５月  こどもの日のお祝い  給食参観日  

６月  交通安全教室     親子歩き遠足  

７月  年長宿泊保育  

８月   

９月  運動会      

１０月  おもちつき   お店屋さんごっこ    ハロウィン  

１１月  七五三のお祝い会  

１２月  遊戯会    クリスマスお祝い会  

１月   

２月  節分まめまき  

３月  お別れ会      卒園式  

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  

【１号認定子ども】  

  施設の管理者が定めた選考方法による  

【２号・３号認定子ども】  

  市が行う利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

  １号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき  

（卒園を含む。）  

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると市が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

遅くても１０時からの教育時間に間に合うように登園して下さい。

当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は８時３０分  

までに電話でご連絡ください。  

原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。緊急に預かり

保育を利用する場合は電話でご連絡をください。  

熱が３７度５分以上ある場合は登園を控えてください。  

園での与薬は病院処方の記名・日付の記されたもののみとさせて頂

きます。  

 



 

（１２）嘱託医  

医療機関の名称  医療法人社団慶愛  慶愛病院  

医院長名  丸山  剛史  

所在地  帯広市東 3 条南 9 丁目 2 番地  

電話番号  0155－22－4188 

 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  医療法人社団刀圭会  協立病院  

医院長名  長谷川  賢  

所在地  帯広市西 16 条北 1 丁目 27 番地  

電話番号  0155－35－3355 

 

（１４）嘱託薬剤師  

医療機関の名称  楓  薬局  中央店  

薬剤師名  長尾  嘉朗  

所在地  帯広市西 4 条南 15 丁目 17 番地 4   

電話番号  0155－28－2828 

 

（１５）緊急時における対応方法  

保育の提供中に園児に体調の急変や事故、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに

保護者に連絡し、必要によって嘱託医または幼児の主治医に連絡する等の処置を講じま

す。事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因

を解明し、再発防止のための対策を講じます。  

園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

に行います。  

【管轄する消防署】  

消防署名  帯広消防署  ：  (東出張所 ) 

所在地  帯広市西 6 条南 6 丁目 3 番地 1 ： (東 7 条南 11 丁目 1 番地の 3) 

電話番号  0155-26-9128 ：  (0155‐23‐7346) 

【管轄する警察署】  

警察署名  帯広警察署  ：  (東 4 条交番 ) 

所在地  帯広市西 1 条北 1 丁目 1 番地  ：  (東 4 条南 9 丁目 19 番地 ) 

電話番号  0155-25-0110 ：  (0155‐23‐7581) 

 

 



 

（１６）非常災害対策  

防火管理者  和泉  有子  

消防計画届出年月日  令和 2 年 4 月 1 日     

避難訓練  避難及び消火を想定した訓練を毎月１回行います。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知機を備えています。  

避難場所  帯広藤幼稚園園庭（その後、状況により指定避難所へ）  

緊急時の連絡手段  メール一斉送信・電話  

 

（１７）相談・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者   和泉  有子  

相談・苦情解決責任者   和泉  有子  

【要望・苦情等への対応方法】  

要望・苦情を受け付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  

要望・苦情を受け付けた場合には、その内容を記録し、市町村からの指導又は助言を受

けた場合には、必要な改善を行います。  

 

（１８）賠償責任保険の加入状況  

加入保険の種類  独立行政法人日本スポーツ振興センター  

加入保険の内容  災害共済給付制度  

・事故が発生した場合の窓口は、こども園となります。  

・医療費については、市町村の医療費無料制度との併用はできません。  

・日本スポーツ振興センターのホームページでもご覧いただけます。  

 

（１９）個人情報の取り扱い  

特定保育・教育の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密

は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありま

せん。  

 

（２０）その他保護者に説明すべき事項  

定員を超える希望者があった場合の選考方法について  

  ・先着順で受け付けする。 （幼稚園の教育理念を理解された方）  

利用者の思想・信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活

動は御遠慮ください。  

 


