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みどりの風こども園かなぎ 

運 営 管 理 規 程 

 

 

（施設の名称等） 

第１条 社会福祉法人あおもり愛育会（以下「当会」という。）が設置するこの幼保連携

型認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

   （１）名 称 みどりの風こども園かなぎ 

   （２）所在地 青森県五所川原市金木町川倉七夕野８４番地６６ 

 

（施設の目的及び運営方針） 

第２条 みどりの風こども園かなぎ（以下「当園」という。）は、幼児期における教育・

保育は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うだけでなく、生涯にわたる人格形

成の基礎を培う重要なものであるとの認識のもと、満３歳以上の幼児に対する教育

ならびに保育を必要とする乳児及び幼児に対する保育を一体的に行い、これらの子

どもの健やかな成長が図れるよう適切な環境を整え、その心身の発達を助長すると

ともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。 

２ 当園の職員は、園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して環境に関わ

りその活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育

の環境を創造するよう努めるものとする。 

３ 当園は、教育基本法、児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律、その他の法令ならびに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）の示すところに従い、教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫を生か

し、園児の心身の発達と幼保連携型認定こども園、家庭及び地域の実態に即応した

適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。 

４ 当園は、「青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律施行条例（平成２６年１２月１６日青森県条例第４９号）」その他関係

法令を遵守し、運営するものとする。 

 

（利用定員） 

第３条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第１９条第１

項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

（１）法第１９条第１項第１号の子ども（満３歳以上の小学校就学前子ども。ただ
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し、次号に掲げるものを除く。以下「１号認定子ども」という。）  ２５人 

（２）法第１９条第１項第２号の子ども（保育を必要とする満３歳以上の小学校就

学前子ども。以下「２号認定子ども」という。）          ４０人 

（３）法第１９条第１項第３号の子ども（保育を必要とする満３歳未満の子ども。

以下「３号認定子ども」という。）のうち、満１歳以上の子ども   ２５人 

（４）３号認定子どものうち、満１歳未満の子ども            ５人 

 

（提供する保育等の内容） 

第４条 当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、以下に掲げる教育・

保育及びその他の便宜の提供を行う。 

（１）特定教育・保育（法第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。以下

同じ。） 

支給認定を受けた保護者（以下「支給認定保護者」という。）に係る園児

に対し、当該支給認定における保育必要量（法第２０条第３項に規定する

保育必要量をいう。以下同じ。）の範囲内において教育・保育を提供す

る。 

（２）時間外保育 

やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保

育を必要とする場合は、当該支給認定に係る園児に対し、第８条に規定す

る時間の範囲内において、法第５９条第２号に規定する時間外保育とし

て、一時預かり、休日保育、延長保育等を提供する。 

（３）送迎 

保護者等が、園児を送迎できないやむを得ない事情の場合は、園のマイク

ロバス等で送迎を行う。 

（４）食事（給食・間食等）の提供 

当園は、全ての園児に対し、主食の提供を含む完全給食を実施する。 

（５）その他、教育・保育に係る行事等 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 教育・保育の実施にあたり配置できる職員の職種、員数及び職務内容は、次のと

おりとする。ただし、職員の配置については、青森県就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例で定める職員配置基準を満

たすものとし、配置する職種と員数については、子どもや保護者及び園の事情を勘

案して、適宜これを定めるものとする。 

（１）園長 １名（常勤専従） 

園長は、職員及び業務を一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守させる
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ため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務を司

る。 

（２）副園長 １名（常勤専従） 

副園長は、園長を助け、園務を整理し、必要に応じ園児の教育及び保育を

司る。 

（３）主幹保育教諭 １名（常勤専従） 

園長、副園長を助け、園長、副園長の命を受けて園務の一部を整理し、な

らびに園児の教育及び保育を司る。 

（４）副主幹保育教諭 １名以上（常勤専従） 

主幹保育教諭を補佐し、必要に応じて副主幹保育教諭の業務を代行する。 

（５）保育教諭 １２名以上（常勤換算後） 

園児の教育及び保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡

等の業務を行う。 

（６）栄養士 １名以上（常勤専従） 

園児の発達段階に応じ、０歳児の離乳食、満１歳以上児の幼児食に係る献

立を作成するとともに、調理業務に従事する。 

（７）調理員 １名以上（常勤換算後） 

栄養士の作成した献立に基づき、または栄養士に代わって献立を作成し、

給食及び間食を調理する。 

（８）看護師 １名（常勤専従） 

園児の保健・看護及び０歳児の保育ならびに職員・保護者の保健衛生指導

を司る。 

（９）事務員 １名（常勤専従） 

園長、副園長の命を受けて、園の事務・経理処理、庶務を司る。 

（１０）保育補助 必要な数 

保育教諭を助け、園児の保育や地域子育て支援の業務を補助する。 

  （１１）調理補助 １名以上 

       栄養士等の作成した献立に基づき、給食及び間食の調理を補助する。 

（１２）園医 １名（非常勤兼任） 

園児に対して入園時及び定期的に、内科的見地から健康診断を行うととも

に、必要に応じ子ども及び保護者ならびに職員の保健に関する助言・指導

を行う。 

（１３）園歯科医 １名（非常勤兼任） 

園児に対して入園時及び定期的に、歯科的見地から健康診断を行うととも

に、必要に応じ子ども及び保護者ならびに職員の保健に関する助言・指導

を行う。 
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（１４）園薬剤師 １名（非常勤兼任） 

園内外の環境の衛生検査を行い、必要に応じ園長等に指導を行うととも

に、与薬に関する助言・指導を行う。 

 

（特定教育・保育の提供を行う日） 

第６条 特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年

始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日を除く。 

２ 園児が多数伝染病に罹患するか、その怖れがある場合、または災害その他の事由

により保育上、重大な影響があると認められる場合は、その事由が消滅するまで園

児の登園を禁じ、または臨時休園することができる。 

 

（開閉園時間） 

第７条 当園の開閉園時間は、次のとおりとする。 

（１）開園時間  午前７時００分 

（２）閉園時間  午後６時００分 

 

（教育・保育を提供する時間） 

第８条 教育・保育を必要とする園児に対し、教育・保育を提供する時間は、次のとおり

とする。なお、保育時間は１日につき８時間を原則とする。 

（１）教育標準時間利用（１号認定子ども） 

午前９時００分から午後１時００分までの４時間を原則とする。 

（２）保育標準時間利用（２号・３号認定子ども） 

午前７時００分から午後６時００分までの１１時間を限度とする。 

（３）保育短時間利用（２号・３号認定子ども） 

午前９時００分から午後５時００分までの８時間を限度とする。 

２ 延長保育や休日保育の実施及び保育時間については、別に定める。 

 

（利用者負担その他の費用の種類） 

第９条 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を行った市町

村が定める利用者負担金（保育料）を当園に支払うものとする。 

２ 当園は、前項の支払を受けるほか、教育・保育の提供における便宜に要する費用

のうち、別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。 

 

（利用の開始に関する事項） 

第１０条 当園は、１号認定子どもに係る支給認定保護者から利用の申込みを受けたとき

または市町村から特定教育・保育の実施について要請を受けたときは、これに応じ



5 
 

るものとする。ただし、次に掲げる場合についてはこの限りではない。 

（１）利用申込があった１号認定子どもの数及び現に当園を利用している１号認定

子どもに係る園児の総数が、第３条第１号に規定する利用定員の総数を上回る

場合 

（２）利用要請があった２号認定子どもまたは３号認定子どもの数及び現に当園を

利用している２号認定子どもまたは３号認定子どもに係る園児の総数が、第３

条第２号及び第３号に規定する利用定員の総数を上回る場合 

（３）当園の現員からは利用申込に応じきれない場合 

（４）その他、児童の受入れにあたり自ら適切な特定教育・保育を提供することが

困難な場合 

２ 前項第１号の事由により支給認定保護者からの利用申込に応じられない場合は、

申し込み順により入園児童の選考を行う。 

３ 当園は、特定教育・保育の提供開始に際し、あらかじめ、利用申込を行った支給

認定保護者に対し、当該運営規程の概要、職員の勤務体制その他事業者の選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に

ついて同意を得るものとする。 

 

（利用の終了に関する事項） 

第１１条 当園は、以下の場合には特定教育・保育の提供を終了するものとする。 

（１）園児が小学校に就学したとき 

（２）法第２４条第１項第２号または第３号の規定により、支給認定が取り消され

たとき 

（３）その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき 

 

（緊急時における対応方法） 

第１２条 当園の職員は、教育・保育の提供時に、園児に病状の急変、その他緊急事態が

生じたときは、速やかに嘱託医または園児の主治の医師に連絡する等、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、青森県、支給認定を行った市町

村及び園児の保護者等に連絡するとともに、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、事故

発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

４ 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

速やかに行うものとする。 

 

（非常災害対策） 
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第１３条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者または火気・消防等につ

いての責任者を定め、少なくとも毎月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１４条 当園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、当会が定める「利用者

への虐待防止対策に関する規程」に基づき、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、その他の必要な措置を講じるものと

する。 

 

（記録の整備） 

第１５条 当園は、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。 

（１）教育・保育の実施にあたっての計画 

（２）提供した教育・保育に係る提供記録 

（３）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成２６

年内閣府令第３９号）第１９条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４）保護者からの苦情の内容等の記録 

（５）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

（苦情対応） 

第１６条 当園は、その提供した保育に関する保護者等からの意見・要望・苦情・不満等

（以下「苦情」という。）に迅速かつ適切に対応するために、当会が定める「意

見・要望・苦情・不満苦情を解決するための仕組みに関する規程」に基づき、苦情

を受け付けするための窓口の設置、苦情受付担当者や苦情解決責任者の配置等、必

要な措置を講じて組織的に対応するものとする。 

 

（秘密保持） 

第１７条 当園の職員は、職務上知り得た、園児及び保護者をはじめとする家族の秘密を

保持するものとする。 

２ 職員でなくなった後においても同様に厳守するものとする。 

 

（保健衛生管理） 

第１８条 当園は、保健衛生管理を次のように実施する。 

（１）保育教諭等は、当園を利用する子どもの生育暦、既往症、家族の健康状態の

調査を行う。 
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（２）当園を利用する子どもの身長、体重の測定（毎月） 

（３）嘱託医による健康診断（内科 年２回、歯科 年２回） 

（４）伝染病その他の予防注射の実施・指導 

（５）職員の健康診断（年１回） 

（６）園舎内外の消毒、清掃 

２ 当園は、前項に定める事項を実施するため、学校保健安全法に基づき、学校保

健年間計画として、別に定める。 

 

（食育の推進） 

第１９条 当園における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向

け、その基礎を培うことを目標として、国の示す「保育所における食育に関する指

針」を参考に食育栄養指導年間基本計画を定め、これに基づいて推進する。 

 

（本規程の改廃） 

第２０条 本規程を改正または廃止するときは、理事会での承認を得るものとする。 

 

 

 

附 則 

一、この規程は、平成２７年３月３１日に制定し、平成２７年４月１日より施行する。 

一、この規程は、平成２８年９月３日に改正し、同日より施行する。 
一、この規程は、平成２８年１２月２１日に改正し、平成２９年４月１日より施行する。 

一、この規程は、平成３０年３月１７日に一部改正し、平成３０年４月１日より施行す

る。 

一、この規程は、平成３１年２月２３日に一部改正し、平成３１年４月１日より施行す 

る。 

一、この規程は、令和元年８月１９日に「別表」を改正し、令和元年１０月１日より施行

する。 

一、この規程は、令和３年３月１３日に改正し、令和３年４月１日より施行する。 
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別 表 

 

１ 原則として全員が対象となるもの※ 

特定教育・保育の提供に要する利用者負担金 

項   目 負担を求める理由及び目的 金   額 

１号認定子どもに係る給食費 主食及び副食の材料費として 
月額４，０００円 

土曜日は１食あたり２００円 

２号認定子どもに係る給食費 主食及び副食の材料費として 月額５，０００円 

※市町村長が指定する園児を除く。 

 

２ 利用者のみ対象となるもの※※ 

（１）時間外保育に係る利用料 

ア 保育標準時間認定及び保育短時間認定に係る時間外保育利用料 

１時間あたり１００円（月額２，０００円を上限とする。） 

イ 教育標準時間に係る時間外保育料 

１時間あたり１００円（月額４，０００円を上限とする。） 

（２）休日保育・一時預かり（休日型）利用料 

ア 就労上の事情による２号・３号認定子ども    無 料 

イ 就労上の事情によらない２号・３号認定子ども  １日当たり   ５００円 

ウ １号認定子ども                １日当たり １，２００円 

＊兄弟姉妹で利用した場合、２人目は半額、３人目以降は無料 

（３）送迎バス利用料（車両費、燃料費） 

１回１００円または月額２，０００円（朝のみ・夕のみは各１，２００円） 

＊兄弟姉妹で利用した場合、２人目は半額、３人目以降は無料（ただし、月

額に限る）。 

 

※保護者の就労による利用の場合に限り、当分の間、上記（１）ア及びイ 

並びに（２）ウの利用料の負担を免除し、徴収しないものとする。 

 

   ※上記費用の支払を受けた場合は「領収証」を交付する。 

 

 

 


