
２　利用状況等

３　施設・設備の概要

※面積は測量により変わることがございます。

４　職員体制

【参考】横浜市保育士配置基準

５　地域子育て支援事業の状況

ア　経験者の確保について

イ　施設長予定者、主任保育士予定者について

ウ　移管後の保育士必要配置数（本市民間保育所基準）
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令和６ 年度移管予定 釜利谷
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１　所在地
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〒 236-0042

交通 京急線「金沢文庫駅」から徒歩７分
金沢区釜利谷東1-1-3
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保護者会
クラス名 － ひよこ あひる すずめ ひばり つばめ

4歳 5歳
合計 障害児数 特別支援児数 連携施設・事業開所年月日

0歳 1歳

有
利用児童数 － 5 13 18 18 15 69

16 17 65
5 1 家庭的保育事業

開所時間 受入れ年齢 年間平均利用率（％）

 平日（7:00～19:00）
１歳～5歳

平成30年度 令和元年度 令和２年度 3年間平均

 土曜（7:30～18:30） 106.5％ 105.8％ 106.8％ 106.4％

竣工年度 構造 延床面積 敷地面積 用途地域等 ガス 備考

1990
木造

479.83㎡ 1,166.32㎡

 第一種低層住居専用地域  都市ガス

建ぺい率 容積率

2歳 ３歳 4・5歳

下水道

１階建 40% 80% あり

職種 正規職員

嘱託
・

ｱﾙﾊﾞｲﾄ
計保育士経験年数別内訳

24:110年以上 民間保育所（本市基準） 3:1 4:1 5:1 15:15年未満5年以上

1人 2人 12人 23人 市立保育所（国基準） 3:1

年　　　　齢 0歳 1歳

保 育 補 助 3人 3人

6:1

地域子育て支援事業 施設の地域開放 その他

6:1 20:1 30:1

調 理 2人 － － － 3人 5人

保 育 士 11人 8人

育児相談 育児講座 交流保育 保育室等 園庭

　※金沢区合同育児講座　年４回月～金

施
設
長

次のいずれかの経験年数を有すること。
(ｱ) 社会福祉事業の経験15年以上（うち認可保育所経験３年以上）
(ｲ) 認可保育所での保育経験12年以上
(ｳ) 社会福祉事業の経験10年以上（うち認可保育所施設長経験３年以上）
※　アについては、社会福祉事業経験年数に、横浜保育室での経験を算入で
きる。認可保育所経験年数に、幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こ
ども園での経験を算入できる。

保
育
士

確保を要する経験者数

経験10年以上 経験５年以上

2人以上 ２人以上

年13回

※R2・３年度は
交流は実施せず
（育児講座に変

更）

回廊と縁側
※R2・３年度は実施せず

水・木・土

9:00～16:00 10:30～12:30 10:30～12:30

・ 移管後の保育の安定性の面から、原則3年以上継続勤務することを移管条件としています。

・ 応募時点で予定者を雇用している必要はありませんが、予定者本人が移管条件等を理解した上で応募
していることを確認します。

（人） 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

17 65
保育士配置数 0.0 1.0 2.4 1.0 0.6 0.7 6

定　　　員 0 4 12 16 16

※令和３年10月1日時点

※ 現時点の利用状況はこちら↓

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/info/nyusho-jokyo.html

※ 令和３年10月時点の定員による必要配置数です。

※ 移管時の状況により、必要配置数が変わる場合があります。

※ 正規保育士には施設長を含みます。

※ 嘱託・ｱﾙﾊﾞｲﾄ職員には、朝・夕のみの短時間勤務者も

含みます。

■令和５年度移管法人募集の詳細はこちら↓ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/ikan/05bosyu.html

受け入れ児童数について

・ 定員及び定員構成、受け入れ上限数などは、移管保育所

の継承を基本とします。状況により、保護者の同意を得た

上で変更可能な場合があります。

・ 障害児受け入れ児童数枠（３人以上）の確保が必要です。

参考：移管条件に基づく経験者の確保等（令和５年度移管条件）



　保護者が働いていたり、病気などのために

　　　　～地域育児支援事業～ 家庭で保育できないお子さんを、保護者に

代わって保育する、児童福祉法に基づく

●保育講座　　※要予約 児童福祉施設です。

  4月　   こいのぼりを作ろう ＊入所の申し込みは、保育所の所在地（金沢区）

  5月　　おはなしの会 　福祉保健センターで常時受け付けています。

【敷地面積】１１６６㎡木造平屋建て（５３０㎡）

　　　　　≪駐車場、駐輪場はありません≫

☆保育園や区役所等にパンフレットがありますので是非ご覧下さい！

●園庭開放 （おひさま広場） ●施設利用     ≪釜利谷保育園までの案内図≫

　＊京急金沢文庫駅　西口（徒歩7分）　金沢中学となり

●育児講座（合同育児講座）　　※要予約

 ・ 食育講座他いろいろ企画しています。

●育児相談 （月～金曜日　9時～16時）
祝日及び年末年始の休園日は除く

体を動かしてたくさん遊びましょう。

☆育児の事で聞いてみたいこと分からない事がありましたら

いつでもお気軽にご相談下さい。

★

  2月　　 お雛様を作ろう

  6月　　夏の遊び会（予約不要）・七夕飾りを作ろう　

  ９月　　リズム＆園庭で遊ぼう

10月　　運動会ごっこ

　　　　  秋の自然であそぼう　

11月　　 お話の会

  1月　　 鬼のお面を作ろう

☀保育園で遊びましょう

☀施設案内

☀保育園（保育所）とは？

地域の中でお母さんも、お友
だちを作りましょう。

昭和４１年７月１５日　開園

・毎週 水曜日・木曜日・土曜日（土曜日のみ予約制）

の
しおり

　　（こども家庭支援課）　Fax  ７８８-７７９４

＊問合せ先番号　　　　　　Tel　7８８-７７８５

釜利谷保育園

      ＦＡＸ      ０４５-７８１-９０６３

      住　　所　横浜市金沢区釜利谷東１－１－３

      電話番号　０４５-７８１-９０４０

2021年　４月（ＮＯ．1６）

      園　　名　横浜市釜利谷保育園

☆保育園の庭で、同年齢の子どもたちと一緒に泥んこをしたり、

　　　☆金沢区の合同保育講座もあります。

　 ・ 10:30～12:30
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◎今年度はコロナウィルス
感染症拡大防止のため、
変更があります。



「自分が大好き、友だち大好き」

　○短時間保育開始 　○短時間保育開始 ○短時間保育開始

☆おやつ　 ☆おやつ

☆たくさんあそぼう ☆たくさんあそぼう 　（乳児のみ）

☆楽しい食事（給食） ☆たくさんあそぼう

☆楽しい食事（給食） ●3月　　　　  卒園式

☆はみがき・着替え ☆楽しい食事（給食） 　　　　　　　(卒園児保護者）

☆はみがき・ ☆11月頃　　　個人面談

☆お昼寝 ☆はみがき・着替え ☆保育士体験をしていただく

☆お昼寝 ☆お昼寝 　保育参加があります。

☆目覚め・着替え ☆目覚め・着替え ☆目覚め・着替え ●5月　　こどもの日の集い

☆おやつ ☆おやつ ☆おやつ ●7月　　七夕

☆たくさんあそぼう ☆たくさんあそぼう ☆たくさんあそぼう ●1月　　昔遊びの会

☆順次降園 ☆順次降園 ●2月　　節分

　○短時間保育終了 　○短時間保育終了 ●3月　　ひなまつり

　○標準保育終了

　○延長保育終了

○平日・土曜日

　　　短時間認定　 8:30～16:30

 　　標準時間認定　7:30～18:30 ●散歩のほか、園外保育にも出かけます。

○開園時間 ●年長児を中心に野菜の栽培やクッキング体験

　　　平日　　7:00～19:00

　  　 土曜　　7:30～18:30 １歳児 １名 ●リズム遊びを週1回取り入れています。

＊朝 ・夕の延長保育があります。 ２歳児 ２名 ●大川公園の愛護会活動をしています。

３歳児 ２名 　

　 ４歳児

＊当園は民間移管該当園になっております。 ５歳児

≪毎日、給食サンプルを提示しています。≫

＊日曜日、祝祭日及び年末年始は、保育園が

お休みになります。

16:30

≪園目標≫

　　　のびのび、いきいき元気な子 7:00～

・日々の子どもたちの姿を様々な形で保護者の方に

  保育園づくりをしていきます。

・地域とのつながりを大切にしながら、親しみのある

  お伝えするようにしていきます。

・異年齢や地域の方との交流など、様々な人との関わり

  が持てるようにします。　

土曜日

　○延長保育開始

　○標準保育開始

7:30開門

11::00～

○延長保育開始

平日(月～金曜日）

　○標準保育開始7:30～

19:00

閉門

○標準保育終了

☀クラス編成について

年齢

６５名

18:30

１６名

15:40

クラス名

ひよこ

☀保育時間について
　　(詳細については園にお問い合わせ下さい。） 閉門

つばめ
３5名

  支援をしていきます。

・年齢や季節に合った生活環境を整え、遊びが広がって

・研修で学んだり、職員同士で連携を取ることで、

  保育の質の向上に努めます。

☀園目標と保育姿勢

  していきます。

  いくようにしていきます。　

≪保育姿勢≫

・健康で安全な環境を整え、安心して過ごせるように

・一人ひとりの発達を捉え、その子に合った声かけや

○標準保育開始

乳児（1,2歳児） 幼児（3.4.5歳児）

☆順次登園

乳児･幼児

開門

●10月上旬　　運動会（幼児クラス

●1１月上旬　　親子で遊ぼう

12:００～

14:30

15:15

●12月上旬　　かまりやまつり

8:30～

11:30

☆順次登園

☀保育園の一日 ☀保育園の一年(行事や保育活動）

●4月　　　　入園を祝う会　

　　　　　　　(新入児保護者）

●5月･2月　　クラス懇談会

2名

１６名

　など、食育活動に取り組んでいます。

●日常生活の中で、異年齢交流をしています。

≪毎月実施するもの≫

☆誕生会･身体測定･避難訓練を行います。

あひる

すずめ

ひばり

１２名

定員

　　　　　　　　　　（乳児クラス）

５名

１４名

１８名

☆順次降園

　　（生活発表会／幼児クラス）

４名

７2名

１７名

○短時間保育終了

着替え

　○延長保育終了

　○標準保育終了

円滑化 可能数

保護者参加

伝承行事

保育の活動
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