
施設名称

ふりがな

施設住所 施設電話 施設FAX

施設長 ふりがな

施設認可年月日

施設メール 施設URL

●法人情報 ●園庭・屋外遊戯場状況

運営法人 敷地内 屋上 隣接地 公園 寺社境内その他 計

ふりがな

住所

電話 法人代表 公園使用の場合の公園名

FAX 代表者氏名

ふりがな

●質の向上等に向けた評価等受審状況 ●建物構造等 ●特別保育等実施状況

第三者評価※３ 直近２回の受審年度 □ 障がい児保育

年度 年度 造 階建て □ 延長保育

使用 □ 一時預かり

外部監査等 預かり時間

自己評価 ～

□ 地域子育て支援事業

●認可定員・利用定員 ●年齢別保育室１人当たり面積 □ 休日保育

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

認可定員 クラス ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 □ 病児対応型

利用定員 保育室面積 □ 病後児対応型

入所児童 面積／認可定員 □ 体調不良児対応型

□ 非施設型（訪問型）

その他

備考欄１

□ 通園バス

※３　国の福祉サービス第三者評価の受審状況

大阪市では平成30年度から補助制度を設けて、評価受審を推奨しています。

民間保育所　基本情報
社会福祉法人　阪神長楽苑　優心保育園
はんしんちょうらくえん　ゆうしんほいくえん

福島区福島8-3-9 06-4798-0278

筒井　克博

4 13 15 18 19 19 88

06-4798-0274

2016年4月1日

つつい　かつひろ

社会福祉法人　阪神長楽苑
しゃかいふくしほうじん　はんしんちょうらくえん

大阪市福島区福島4-6-24
06-4798-0270
06-4798-0275 筒井　美加

理事長

つつい　みか

未実施

未実施
未実施

4 13 15 18 15 15 80

4 13 15 18 19 18 87

0 94.95 0 500 0 50 644.95

福島西公園

鉄骨 4

20 43.87 34 35.2 35.34 42.36
5 3.37 2.26 1.95 1.86 2.22

15206

〇

〇

〇



●開園時間等 ●分園設置状況　箇所数

開園時間 施設名称

平日 ～ 施設住所

土曜 ～ 設置年月日

日祝 ～

保育時間 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

平日標準 ～ ●給食提供状況

平日短時 ～ 2号の提供方法

土曜標準 ～ 2号の提供内容

土曜短時 ～ 2号アレルギー対応 2号調理委託 施設名称

日祝標準 ～ 施設住所

日祝短時 ～ 3号の提供方法 設置年月日

3号の提供内容

3号アレルギー対応 3号調理委託 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

施設から申し出による情報です 調理委託業者

●休園日・家庭保育協力日など（2号・3号）

給食備考欄 アレルギー対応方法等

施設名称

施設住所

設置年月日

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

備考欄２

〇大阪市の保育施設は、日曜、祝日、12月29日～1月3日は休みです（休日保育除く）

〇夏季、冬季、春季および行事等、園の都合により家庭保育への協力等をお願いしている園もあります。

〇家庭保育協力日等は法令による認可や確認に基づくものではなく、各園で独自に設定しているものです。 施設名称

〇家庭保育等への協力が困難な場合には、各園に相談してください。 施設住所

設置年月日

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

2

・

3

号

2

・

3

号

2

・

3

号

2

・

3

号

休園日：日曜日、祝日、12/29～1/3
家庭協力日：3/31（検討中）

7時00分 20時00分

7時00分 18時30分

7時30分 18時30分

9時00分 17時00分

7時30分 18時30分

9時00分 17時00分

自園調理
完全給食

〇

自園調理
完全給食

〇

アレルギー児の保護者に対して半月前に園児用献
立を作成し、保護者に確認印を押印してもらって
から対応。食器類は全てアレルギー児用に色を変
え対応。看護師、栄養士と保護者間で定期的コミ
ュニケーションを取っています。



おむつについて ふとんについて 施設から申し出による情報です

取扱 処分 取扱 持参

【実費徴収費】 【上乗せ徴収・その他】

保育料以外に保護者に負担を求める費用

紙おむつのみ 保護者が持参し、施設で処分する 保護者が持参する
0歳児は布団。1,2歳児は簡易ベット、3歳児はマットを用
意しているので、タオルケット・バスタオルを持参

その他（メモ参照）
0歳児は布団。1,2歳児は簡易ベット、3歳児はマットを用
意しているので、タオルケット・バスタオルを持参

入園手数料

写真代

アルバム代

特別保育代金

保護者会費

寄付金

3歳児以上給食費

延長保育料

主食費月額1,500円
副食費月額4,500円

月極5,000円
一時延長30分毎500円

給食費合計　6,000円

月極は夜食代込
一時延長は希望者のみ夜食代100円プラス

入園事務手数料

制服・帽子代

体操服上下・ポロシャツ

年間教材費

用品代

行事費

園外保育交通費

宿泊保育積立金

絵本代

16,400円（1式）

月額2,000円

制服上4,000円、下3,100円、ｽﾓｯｸﾞ2,700円
かばん5,000円、帽子1,600円

年間教材費、遠足交通費、絵本代込



【実費徴収費】 【上乗せ徴収・その他】

保育料以外に保護者に負担を求める費用

布団リース代

おむつリース代

バス運行費

保険代

登降園時間登録カード

年額300円

1,500円

ｽﾎﾟｰﾂ保険

カード入れ、連絡帳、連絡袋、集金袋込


