
社会福祉法人
川崎市社会福祉事業団
まめの木保育園
ＴＥＬ：044-281-0565

入園のご案内

電話質問対応時間
月～金 ９：３０～１６：００

現在の空き状況についてのご質問はお控え下さい



まめの木保育園の概要

年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

クラス
名

ひかり にじ そら つき ほし たいよう

定員 １２名 ２１名 ２１名 ２２名 ２２名 ２２名 １２０
名

職種 園長 保育士 看護師 栄養士 事務員 嘱託医

定数 １名 １８名 １名 １名 １名 １名

名称 社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 まめの木保育園
所在地 川崎市中原区小杉町３丁目１５０１番A棟３
電話 ０４４－２８１－０５６５
FAX ０４４－２８１－３５４６
開園年月日 平成２７年４月１日
施設規模 鉄骨造４５階建てマンションの４階部分
施設面積 （４階保育園部分） １,010.26㎡

（園庭） 783.22㎡

園児定員 １２０名

＊その他職員
朝、夕方・職員週休代替の契約職員、給食委託業者、清掃委託業者
が複数勤務しています。

＊嘱託医
一城 千都絵先生 どうどう小児科

＊歯科医
渡辺 直人先生 ワタナベ歯科

職員数



社会福祉法人
川崎市社会福祉事業団保育園の方針

乳児 幼児 備考

７：００ 順次登園 ７：００ 順次登園 職員が交代で保育にあ
たります。

８：３０

９：００
９：３０

１０：３０
～
１１：００
～
１４：３０
１５：００

クラス別保育
あそび
午前のおやつ
視診
あそび
離乳食・授乳
昼食
午睡

目覚め
おやつ

あそび 室内・園庭
順次降園

８：３０

９：３０

１１：３０
１２：４５
１４：３０
１５：００

クラス別保育

視診
あそび

昼食
午睡
目覚め
おやつ

あそび 室内・園庭
順次降園

食事の時間は年齢や時
期により異なります。

一人ひとりにあった睡
眠時間を保障します。

１８：００
２０：００

延長保育（延長補食）
閉園

１８：００
２０：００

延長保育（延長補食）
閉園

職員が交代で保育にあ
たります。

～デイリープログラム～

● 心も身体も健康な子ども ～逞しく生きる力や自己肯定感を育む～
● 友だちと一緒に楽しく遊べる子ども ～協調性を育む～
● 自分の思いや考えを豊かに表現できる子ども

～自主性や表現力を育む～
● 楽しく食べる子ども ～意欲的に取り組む力を育む～

《保育理念》
＊子どもの人権の尊重及び子どもの権利保障
＊子どもの健全な発達保障
＊地域における子育て支援の社会的役割の実施

《保育の基本方針》
＊「川崎市子ども権利条例」による子どもの権利を守る保育園
＊養護と教育が一体になった保育を目指し健康で心豊かに生活できる保育園
＊保護者の育児と就労の両立を支援し安心して預けられる保育園
＊保育の専門性を生かして地域における子育て支援の拠点となる保育園

～目指す子ども像～



受領する費用の種類 支払いを求める理由 金額

幼児給食費 主食費 3～5歳児クラスの児童に提供する主食代を
実費でご負担いただくもの

月額 1,500円

副食費 保育の無償化に伴い、ご負担いただくもの
(但し被保護世帯及び市民税非課税世帯は免
除)

月額 4,500円

延長保育費
用

延長保
育料 延長保育に要する費用の一部をご負担いた

だくもの
(但し被保護世帯及び市民税非課税世帯は免
除)

月契約延長保育料
30分につき 月額

1,000円
スポット利用保育料

30分につき 1回
500円

補食代 延長保育時に提供する補食代を実費でご負
担いただくもの

月額 1,500円
スポット1回 100

円

受領する年齢 諸費用

保育活動
で

個人使用
する教材
及び日用

品

学年共通

帽子(新入園時) ＠814円
名札(新入園時) ＠9７円
ゴム印（新入園時） ＠350円

0歳 ●おしぼりタオル代 ＠2,400円/年

1歳 ●おしぼりタオル代 ＠2,400円/年

2歳 ●おしぼりタオル代 ＠2,400円/年

3歳
はさみ (進級時) ＠500円
クレヨン(進級時) ＠500円
●おしぼりタオル代 ＠600円/半年

4歳
粘土（ケースを含む） ＠600円
なわとび ＠４００

5歳

①遠足費用H30年度実績 ＠1,500円
②お泊り保育H30年度実績 @550円
※①②はコロナ感染症感染状況を鑑みながら
実施内容を検討していきます。
卒園アルバム代 ＠4,０00円

(令和４年4月現在)

保育に関する諸費用



園で必要な持ち物(０～２歳児)

＊すべての持ち物には名前を見えるように書いてください＊

1.毎日持ってくるもの

コップ 大きすぎず、割れにくいもの
＊使用開始時にお知らせします

巾着袋 コップが入るサイズのもの

食事エプロン マジックテープで脇にひもがついていないもの
袖なしのもの 1日2枚

2.午睡のためのもの

敷き布団カバー
作り方は別紙参照

毛布カバー

バスタオル 2枚(敷き用と掛け用)

3.着替え用などその他に必要なもの

着替え用衣類 毎日3組程度 身体の大きさにあったもの
綿素材で半袖の肌着
(長袖・キルティング・ロンパースはNG)

紙おむつ 必要に応じて補充をお願いします。記名をして下さい。

おしりふき 市販のおしりふきを用意してください

外用の靴・靴下 足の大きさにあったもので脱ぎ履きしやすいもの
＊使用開始時におしらせいたします
＊登園用とは別のものをお願いします

汚れ物入袋 大き目のビニールの袋など１枚・エコバッグ

園帽子 クラスカラーの園帽子を購入していただきます

＊園帽子・外用の靴・寝具は、週に1度は持ち帰って洗いましょう＊



園で必要な持ち物(３～5歳児)

＊すべての持ち物には名前を見えるように書いてください＊

1.毎日持ってくるもの

コップ 大きすぎないもの

巾着袋 コップが入るサイズで、子どもが自分で出し入れしやすいもの

通園カバン
（リュック）

子どもが自分で出し入れしやすいもの

2.午睡のためのもの

毛布カバー 作り方は別紙参照

バスタオル 2枚(敷き用と掛け用)

3.着替え用などその他に必要なもの

着替え用衣類 毎日１組程度 身体の大きさにあったもの
綿素材で半袖の肌着
(長袖・キルティングなど厚手素材はNG)

汚れ物用袋 大き目のビニールの袋など１枚

外用の靴・靴下 足の大きさにあったもので脱ぎ履きしやすいもの
＊登園用とは別のものをお願いします

上履き バレーシューズ 足の大きさに合ったもの

園帽子 クラスカラーの園帽子を購入していただきます

＊園帽子・外用の靴・寝具は、週に1度は持ち帰って洗いましょう＊



敷き布団・毛布カバーの作り方

・同じ布・柄ですとお子さんもわかりやすく、安心してお使いいただけます。
・お使いいただく布団、毛布のサイズより、余裕を持ったサイズで記載して
います。

＜敷き布団カバーサイズ＞ ＜毛布カバーサイズ＞

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

135cm

73cm

なまえ

30cm

10cm

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

120cm

93cm

なまえ

30cm

10cm

スナップ・マジックテープなど

＊スナップボタン・マジックテープなどをつけた出し入れ口(×印部分)を
作り、その他の三辺を縫い合わせてください

＊敷布団、毛布の中央に、白または無地の布に名前を書き、縫い付けて
ください

＊名前は大きくはっきりと記入してください
(刺繍や油性マジックで対応いただくと最適です)



延長保育時間及び延長保育利用料について

(1)延長保育時間及び利用料

延長保育≪18:00～20:00≫の利用料は下記のとおりです。
・30分単位で月額1,000円です
・短時間認定の方は、朝の時間(7:00～8:30)も延長保育となります
・時間を1分でも過ぎると利用時間と利用料が変わります

(2)補食代金について

夕方の延長保育を利用の場合、延長保育料の他に補食代として１ヶ月
1,500円が必要となります。

1,500円の内訳：
１回分の補食代(税込)68円×１ヶ月の利用日数(22日として)

＝1,496円

例)1時間の延長保育を利用した場合
2,000円＋1,500円＝3,500円

(3)延長保育スポット利用について

スポットとは
・急な仕事でお迎えが遅くなり、その日だけ保育時間を延長したい
場合などにご利用できる制度

・利用の際に申請書を記入し、提出
・スポット利用時の補食代は100円

＜保育利用料＞ ＜補食代＞ ＜スポット利用代＞
1回30分 500円 ＋ 100円 ＝ 600円

①朝・夕の各30分延長 月額 1,000円
②1時間延長 (31分～60分) 月額 2,000円
③1時間30分延長 (61分～90分)     月額 3,000円
④2時間延長 (91分～120分) 月額 4,000円



よくある質問

Q.保護者参加の行事はありますか？

A.あります
〈土曜日開催〉
４月 保育内容説明会・クラス懇談会・・・・全クラス

１０月 運動会・・・・・・・・・・・・・・・幼児クラス
１０月～１２月 個人面談・・・・・・・・・・全クラス
１２月 発表会（お楽しみ会）・・・・・・・・幼児クラス
２月 クラス懇談会・・・・・・・・・・・・全クラス
３月 卒園式・・・・・・・・・・・・・・・年長児クラス

〈平日開催〉
６月 保育参観・・・・・・・・・・・・・・幼児クラス

１０月 保育参観・・・・・・・・・・・・・・乳児クラス
※令和３年度実績より

Q.習い事など園で行っていますか？

A.行っていません
年長児対象の「太鼓指導」
幼児クラス対象の専任講師による「運動遊び」等保育の中で行っています。

※新型コロナの影響により実施状況が変わる事があります

Q.父母会はありますか？

A.ありません

Q.除去食対応は可能ですか？

A.入園が決まった後、川崎市健康管理委員会へ申請が必要となります

Q.母乳対応は可能ですか？粉ミルクのメーカーはどこですか？

A.入園が決まった後、ご相談下さい

Q. 慣らし保育はありますか？

A.お子様が無理なく保育園に慣れ、楽しく過ごせるように、基本的に最
初の5日間を慣らし保育としていますが、保護者の方の職場復帰時期
に合わせて時間をかけて行う場合もあります。
慣らし保育中は土曜日保育の利用はできません。また、0歳児は最初の
1か月は延長保育は利用できません。



A,駐車場はありません。園周辺も駐停車禁止となっておりますので、
近くのコインパーキングをご利用ください。
駐輪場は保育園入り口横にある駐輪場を利用して下さい。

（２時間まで無料）
バギー置き場はエントランスにあります。こちらも限られたスペースと
なりますので、０、１歳児クラスを優先とさせて頂きます。

Q.,連絡帳は乳児だけですか？

Q,駐車場・駐輪場・バギー置き場はありますか？

Q,新型コロナウイルス対策はどうなっていますか？

A,感染予防のため、園内の消毒、玩具の消毒を行っている他、園児・保護
者の方の検温や送迎は保育室の入り口で受け渡しを行っております。

Q,紙おむつですか？

Q,発熱があった場合、何度でお休み、あるいはお迎えの連絡が
ありますか？

A,目安は37.5度以上ですが、体温に関わらずその他の全身状態を見てご
連絡をしています。ご家庭でもいつもと様子が違う場合は、無理せずお休
みしていただく等保護者の方にご協力頂いております。

A,ご家庭から紙おむつを持ってきて補充して頂きます。一枚一枚にお名
前を記入していただきます。破棄は園で行います。補充の紙おむつがな
い場合、園の紙おむつをお貸ししますので、新しい紙おむつを返してい
ただきます。

A,乳児クラスのみ、連絡ノートを使用してお家の様子や園の様子を毎
日個別にやり取りしています。幼児クラスはその日の活動の様子を掲
示でお知らせしています。


