
2022年4月入園ご検討の皆様へ 2021/8/25 柿生保育園

　現在、新型コロナウィルス感染拡大防止として、説明・見学会の開催を見送りさせていただいて

います。開催時期は、未定となっていますことご了承ください。園舎内をご案内できず申し訳あり

ません。説明会にてご説明させていただく内容をもとに園の紹介をさせていただきます。保育園の

ご検討をするうえでのご参考になれば幸いです。

かっきーとおともだち

2022年4月入園者向け説明会資料

柿生保育園とは

　柿生保育園は「社会福祉法人鈴保福祉会」として、1966年5月5日に設立し、運営を開始しました。

小田急線柿生駅から2分程の小高い丘の上のとても利便性の良い所にあります。

　園庭には、３本の大きな禅寺丸柿の古木が強い日差しをさえぎり、元気いっぱいに遊ぶ子ども達

をうれしそうに見守っています。

　保護者の方々の勤務形態の変化に伴い、保育ニーズも多様化しており、延長保育や一時保育を実

施する等、駅に近い立地条件を活かして、これらにお応えしています。

　また、同一法人の特別養護老人ホーム「アルナ園」との世代間交流も積極的に取り入れ、おじい

ちゃんやおばあちゃんとの触れ合いを通して、心豊かな感性や思いやりの心を育んでいきます。

柿生かきっこ保育園とは 　　　　　2020年4月1日生まれのかきっこです。

　2020年4月、五十有余年の歴史のある柿生保育園の隣りに認可小規模園が誕生しました。

柿生かきっこ保育園の玄関を出るとすぐに本園の園庭なので、柿生保育園の先生やお友だちとも日々

交流しています。0～2歳児が家庭的な雰囲気の中で安心して過ごせ、大人との関係を築けるように

日々の保育をすすめています。

　「つぼみ」から「ふたば」が出て育ち「わかば」へ。そんな思いからクラス名をつけました。

心のねっこにたくさん愛情の栄養を注ぎ、柿生保育園に巣立つ若葉を育てていきたいと思います。

柿生チームとして

　全職員がお互いに一人ひとりの個性を尊重し、かつ力を合わせ、２つの保育園を運営していきます。

保育のニーズに応えるとともに、子どもたちの明るく元気な成長を支援していきます。

基本方針

　1.子ども一人ひとりを大切にし、保護者からも信頼され、地域に愛される保育園をめざします。

　2.豊かな人間性を持った子どもを育てます。

保育目標

　1. 元気のよい子ども

　2. 心の豊かな子ども

　3. やる気のある子ども



保育園概要

〇施設紹介

運営法人 社会福祉法人　鈴保福祉会　　理事長　鈴木　錠

園名

開園 1966年5月5日(開園55年目) 2020年4月1日開園(開園2年目)

認可 川崎市認可保育園 連携園 川崎市認可小規模保育園

住所 川崎市麻生区上麻生5-23-1 川崎市麻生区上麻生5-23-14

最寄駅 柿生駅南口下車徒歩2分 柿生駅南口下車徒歩3分

園長 輿水　邦夫 村上　佳代

職員 鈴保福祉会在籍職員　正規職員及びパート職員70名

園長、事務長、主任、副主任、看護師、保育士、栄養士、保育・調理補助、事務員

園医(栗平すこやかこどもクリニック小野木Dr.)、産業医(柿生すずき内科循環器内科鈴木Dr.)

他事業所 特別養護老人ホーム　柿生アルナ園、しゅくがわら

給食 完全給食制　直営　(公立保育園に準ずるオリジナルメニュー)

※アレルギー・離乳食による対応あり

〇定員

園名 柿生保育園 柿生かきっこ保育園

園児定員 才児 定員 在籍 才児 定員 在籍

0～5才 １５０名 １６５名 0～2才 １９名 ２２名

０才 ９名 １２名 ０才 ３名 ３名

１才 １６名 ２０名 １才 ６名 ６名

２才 ２０名 ２７名 ２才 １０名 １３名

３才 ３５名 ３７名

４才 ３５名 ３３名 ※２才卒園児は、柿生保育園３歳児に

５才 ３５名 ３６名 　転入園が可能となっています。

※受入年齢は、生後４ヶ月

　～小学校就学前となります。

〇保育時間

園名

開所時間 月～金 7:00～19:00 (18:00～延長保育) 月～土 7:00～20:00 (18:00～延長保育)

土 7:00～18:00 (延長保育なし) 　※新制度に基づく新園のため

標準時間 7:00～18:00 標準時間 7:00～18:00

短時間 8:30～16:30 短時間 8:30～16:30

延長保育 18:00～19:00 延長保育 18:00～20:00

(30分単位・事前登録) (30分単位・事前登録)

土曜保育 事前申請 土曜保育 事前申請

柿生保育園 柿生かきっこ保育園

柿生保育園 柿生かきっこ保育園



スポット 事前申請(30分単位) スポット 事前申請(30分単位)

受託時間 保護者様の通勤・在勤時間を鑑み決定となります。

休園日 祝日・日曜、12/29～1/3の年末年始、3/31(年度末)

〇保育内容

区分

考え方 子どもたちの生活リズムには個人差が 子どもの心情、意欲を引き出しながら、

あるので、一人ひとりに合った食事の 一人ひとりが色々なことを、その子な

援助、睡眠リズムを大切にした保育を りに表現できるよう、丁寧に援助して

心掛けています。生活リズムが安定す いくことを大切にしていきます。

ることで、十分に体を動かしたり好き 異年齢児交流も実施していきます。

な遊びを見つけたりして楽しく過ごす

ことができます。

園の一日   7:00　早番受入れ、早番の部屋で過ごす   7:00　早番受入れ、早番の部屋で過ごす

流れ   8:30　各年齢の保育室へ   8:30　各年齢の保育室へ、自由遊び

  9:00　牛乳を飲む   9:30　体操や月ごとに決めたダンス

10:30　離乳食児　昼食 　　　 自由遊び、製作など

11:00　3歳未満児　昼食 11:00　昼食

12:30　午睡　※0歳児は個々のペースで、午睡となります。 12:30　午睡

14:30　離乳食児おやつ　ミルク 14:30　目覚め

15:00　目覚め、おやつ 15:00　おやつ

15:30　自由遊び 15:30　クラス保育

17:00　遅番保育 17:00　遅番保育

18:00　延長保育(補食あり) 18:00　延長保育(補食あり)

　         ※0歳児は誕生日を過ぎてからの利用となります。

19:00　保育終了 (20:00 柿生かきっこ保育園) 19:00　保育終了 (20:00 柿生かきっこ保育園)

慣らし 入園当初は、環境の違った集団生活に入り、大人が思っている以上に子どもは心身

保育とは 共に疲れます。集団生活にスムーズに慣れていくためにしばらくの間短い保育時間

から始め、段々と時間を延ばし ていきます。目安として一週間程度です。

行事 子どもたちが集団生活の中で、ひとつの目標に向かって成長いく上でのひとつとい

う位置づけです。

月 行事 月 行事

４月 入園説明会、懇談会、 10月 運動会、移動動物園、芋ほり

父母会総会 遠足、懇談会、保育参観

5月 幼児親子遠足、保育参観 11月 かっきーまつり、焼き芋会

6月 年長児お泊り保育、プール開き 12月 保育発表会、クリスマス会

7月 七夕集会、夕涼み会、プール １月 新年顔合わせ集会、どんど焼き

8月 プール、どろんこ遊び 2月 豆まき集会、作品展、

乳児 幼児



区作品展 年長児お別れ遠足

9月 ふれあい遊びコンサート、 3月 ひなまつり集会、おわかれ遠足

卒園式

毎月 誕生会、避難訓練 定期 歯科・内科・乳児検診

散歩

園庭遊び

食・食育 子どもたちが、野菜を育てていく中で、食べ物に興味を持ち、楽しく食事をする

ための活動のひとつです。

その他 子どもたちの成長を支援していくために様々な活動を取り入れています。

〇保育運営

項目 内容

保育前提 保護者の方が仕事にて勤務する場合にお預かりとなります。　

※2人の保護者のうち、おひとりがお休みの場合は、家庭内保育となります。

登園時間 各クラスの活動が９時から始まります。９時までにご登園いただきます。

遅刻 日常の受託時間に遅れる場合は、必ず事前に電話でご連絡をいただきます。

送迎者

定期健診 園医による健診が実施されます。必ず受診していただきます。

通園手段 自転車(送迎時のみ駐車場使用可能)、バギー(置場あり)、徒歩

※車での送迎はご遠慮していただいています(駐停車場はありません)

体調不良 ・熱がある場合は登園を見送り、早い機会の受診をお願いしています。

　病児保育は、実施しておりませんので、家庭内保育となります。

・発熱・怪我など発生した場合は、保護者の勤務先にご連絡をします。

　速やかなお迎えをお願いしています。

・薬のお預かり、投薬はできません。　(川崎市健康管理委員会承認の場合は例外)

内定時 ２月後半に実施される入園前健診は必須です。受診日の変更はできません。

その他 ・一時保育：登録制となっています。

・園庭開放：毎週水曜日9:30～11:30　(雨天・行事時中止)

・年間参加行事：HPにて随時お知らせとなります。

〇緊急時・衛生管理

項目 内容

受診 子どもに体調の急変が生じた場合や事故が発生した場合には、速やかに子どもの

保護者及び市に連絡をするとともに、子どものかかりつけの医療機関のほかご案

内の医療機関に受診させるなどの必要な措置を講じるものとします。

非常災害 ・別途定める消防計画や災害対応マニュアルなどにより対応いたします。

対策   月一回避難訓練を実施しています。

・避難備蓄用品は、2日分用意してあります。

集団生活をしていく上で、安全に気をつけ、楽しく一緒に行動することのひとつです。

子どもたち一人ひとりが自由に体を動かし、自然に触れ、成長していく活動のひとつです。

※受診などの場合には、ご連絡をいただき、10時頃までのご登園をお願いいたします。

登録された方のみとなります。登録者以外の方に依頼する時は、事前連絡となります。



・緊急時の連絡は、「緊急時災害用伝言ダイヤル」と「セコムメール連絡網」を

　使用します。メール連絡網は、入園後速やかに連絡先を登録していただきます。

・避難場所は、柿生小学校と法人の柿生アルナ園なりますが、保育園が安全な場

　合は、園に留まることもあり ます。お迎えは、まず保育園にお願いします。

　移動する場合は、門に掲示しておきます。

AED設置 子どもにも使用できる装置を設置し、職員は使用できる訓練を受けています。

保険 ・児童災害共済は、日本スポーツ振興センターに加入しています。

　詳しくは、「学校安全ナビ」にてご確認ください。

衛生管理 ・衛生管理委員会を設置し、子ども、職員の衛生管理に努めています。

　（登録している産業医・衛生管理者がいます）

・電解次亜水の有効利用も図っています。

　(保育全室・玄関ホール：噴霧器設置)

   (手の消毒、テーブル拭き、おもちゃの消毒、嘔吐処理などにも利用)

〇保護者から受領する費用

種類

保育料 0～2才児のみ　(※3～5歳児無償) 保育園への支払い(口座引き落とし)

川崎市への支払い(口座引き落とし) 

延長保育 30分：月1,000円～60分：月2,000円 30分：月1,000円～120分：月4,000円

補食代 月1,500円 (18:00) 月1,500円 (18:00)

主食代 完全給食制：3歳児以上　月1,500円

(口座引き落とし)　

副食代 完全給食制：3歳児以上　月4,500円

(口座引き落とし)　

教材費 クラス単位、実費負担 クラス単位、実費負担

写真代 希望にて購入可能 希望にて購入可能

園外保育 参加費用、交通費など 参加費用、交通費など

衛生費 紙おむつの処理代として　月700円　　(※2020年度から「紙おむつ」となりました)

柿生保育園 柿生かきっこ保育園


