
 

こばと保育園  重要事項説明書  

 

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  こばと保育園  

事業者の所在地  大阪市淀川区東三国４－２１－１１  

事業者の連絡先  06-6395-1351 

代表者氏名  橋本  実幸  

 

（２）施設の概要  

種別  保育所  

名称  こばと保育園  

所在地  大阪市淀川区東三国４－２１－１１  

連絡先  
（電話番号）   06-6395-1351 

（ＦＡＸ番号）06-6395-1351 

施設長氏名  橋本  実幸  

開設年月日  平成 8 年 9 月 1 日  

利用定員  
０歳児  １・２歳児  ３～６歳児  合計  

２  人  １０  人  ６  人  １８人  

当園の基本理念・方針  

〇  情熱ある保育  

〇  遊びを通じて協調性。心身発育の育成  

〇  社会の一員としての自覚  

〇  学校生活を送るための準備  

取り扱う保育事業  月極保育・一時保育  

 

（３）施設の概要  

敷地  
敷地全体   53.3 ㎡  

園庭   隣にちびっこ広場  

園舎  
構造  鉄筋コンクリート造り  

延べ   53.3 ㎡  

 



 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

保育室  １室   

乳児室  １室   

調理室  １室   

便所  １室  便器  １個  

バルコニー    屋根あり  

 

（５）職員体制  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

施設長  １人   １人   人  保育士  

保育士   ４人   ２人   ２人   

保育補助   人   人   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  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで（土曜日は延長保育なし）  

保育時間（月～土）   ８時００分  ～  １８時００分  

延長保育（月～金）  １８時００分  ～  １９時００分  

休園日  日曜日・祝日・お盆休み・年末年始  

 

（７）利用料等  

入園金  16,000 円（初回のみ・教材費含む）（入園金は無償化の対象になりません）  

利用料金（月額保育料）  ０歳児  １～３歳児  ４～６歳児  

週５日  60200 円  53200 円  45200 円  

週４日  57200 円  51200 円  43200 円  

週３日  54200 円  49200 円  41200 円  

※  希望保育日数・時間によって料金が異なります  

※  上記料金は  給食費・おやつ代等 (月額 1000 円 )・保険代 (月額 200 円 )を含みます  

 （幼児教育・保育の無償化は給食費等を除いた保育料が対象となります）  

 



 

利用料金（一時保育料）  ０歳児（６ヶ月～）  １～３歳児  ４～６歳児  

入園金あり  400 円／３０分  350 円／３０分  300 円／３０分  

入園金なし  700 円／３０分  650 円／３０分  600 円／３０分  

※  別途  給食代・おやつ代が２００円（一食につき）かかります  

 支払方法  

月極保育  前納とし  毎月５日までに現金で全納してください  

一時保育  一時保育利用後までに現金でお支払いください  

 

（８）提供する保育の内容  

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針  

及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供します。  

 

（９）食事の提供方法等について  

提供方法  自園調理  

アレルギー対応  除去食の提供（要保護者との相談）  

0 歳児  月齢・生活リズムに応じ提供（母乳、ミルク、離乳食）  

 昼  食  午後間食  備考  

1 歳児  11 時頃から  15 時頃から  月齢・生活リズムに応じ提供 (午前間食 ) 

２～6 歳児  11 時 20 分頃から  15 時頃から  年齢・生活リズムに応じ提供  

 

（１０）医療機関  

医療機関の名称  貴生病院  

診療科目  内科・小児科・皮膚科・外科・整形外科  他  

診療時間  

365 日 24 時間救急対応  

午前：  9：00～12：30 午後：14：00～17：00 

夜間：17：00～19：00（土曜日は除く）  

所在地  淀川区西三国 1 丁目 18-4 

電話番号  06-6392-0007 

 

 



 

歯科医  

医療機関の名称  大下歯科  

診療時間  午前：   9：00～12：30 午後：  14：00～20：00 

所在地  淀川区東三国 4 丁目 19-17 シャトー高山 1F 

電話番号  06-6397-5545 

 

（１１）緊急時における対応方法  

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、当園が指定する医療機関

及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います  

【管轄する消防署】  

消防署名  淀川消防署  

所在地  淀川区木川東 4-10-12 

電話番号  06-6308-0119 

【管轄する警察署】  

警察署名  淀川警察署  

所在地  淀川区十三本町 3-7-27 

電話番号  06-6305-1234 

 

（１２）非常災害対策  

防火管理者  橋本  実幸  

消防計画届出年月日  ２０２１年  5 月 2５日  

避難訓練  月 1 度実施  

防災設備  消火器・自動火災報知機・防炎カーテン  

避難場所  北中島公園（火災）北中島小学校（地震・津波・水害）  

緊急時の連絡手段  

緊急連絡先に電話  

NTT の災害用伝言ダイヤル「171」を利用  

被災地電話番号は  06-6395-1351 (園の番号 ) です。  

 

 

 



 

（１３）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情解決責任者  橋本  実幸  

連絡先  電話・FAX 06-6395-1351 

受付時間  8：00 ～  18：00 

受付方法  面接・電話・文書等の方法で相談・苦情を受け付けます  

（１４）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  普通傷害保険・総合賠償保険  

保険の内容  死亡：1000 万円  入院：2000 円 /1 日  通院：1000 円 /1 日  

保険金額  月額 200 円  

 

（１５）個人情報の取扱いについて  

個人情報の取扱いについて  

利用者から取得した個人情報につきましては、個人情報の保護に関

する法律およびその他の関連法令等を遵守し、個人の尊厳を最大限

に尊重し取り扱います  

また  円滑な施設運営上  例えば  緊急時において  病院その他関係

機関に対して必要な情報提供を行うなど  子どもの利益となること

に使用します  

・情報訂正は  正しい情報を確認し  すみやかに訂正する  

・削除は  保育に支障がない場合のみ可能とします  

・取り扱いにより目的外には使用しません  

当園の個人情報の取り扱いと保護に関して  入園される方は同意を

お願いします  なお、利用者個々の諸事情により利用制限の必要性

がある事項につきましては  お申し出ください  

写真・動画等  
他の園児が映っている物を譲渡したり、SNS などで公表しないで

ください  

（１６）その他保護者に説明すべき事項  

喫煙  当園の敷地内はすべて禁煙です  

宗教・政治・営利活動  他の利用者に対する宗教・政治・営利活動はご遠慮ください  

 


