さくらささくらんぼ保育園小規模保育事業 重要事項説明書
保育・教育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。

１ 事業者の運営主体
名
称 一般社団法人 ほっとステーション
所 在 地 立川市砂川町２－３６－１３
電 話 番 号 ０４２－５３７－９４４０
代表者氏名 鈴 木 洋 二
・保育事業 ・地域子育て支援事業
・障がいをもつ児童及びハンディキ
定款の目的に
ャップをもつ人に対する支援事業
定 め た 事 業 ・高齢者福祉の増進事業
・その他当法人の目的を達成するた
めに必要な事業
２ 事業の概要
種
別 小規模保育事業
名
称 さくらんぼ保育園
所 在 地 立川市砂川町２－３６－１３
電 話 番 号 ０４２－５３７－９４４０
責任者氏名 鈴 木 豊 美
開 設 年 月 日 ２０１１年６月１５日
０歳児 ３名
利 用 定 員
１～２歳児 ９名
取 扱 う 事 業 特定地域型保育事業
事 業 所 番 号 0131-05-001442
３ 施設・設備の概要
敷 地 面 積 １３０．８４㎡
木造 平屋建て
建
物
延床面積 ６４．５㎡
保育室・遊戯室・調理設備、トイレ
設
備
（ ６４．５㎡）
冷暖房
園
庭
屋外遊戯場
昭和記念公園砂川口前広場
４ 事業の目的、運営方針
保育理念
*おうちの方々と一緒に子育ての楽しみや悩み、
子どもの可愛らしさを共有しながら、子ども
一人ひとりを大切に、豊かでしなやかな「子
育ち、子育て」をします。
*子ども子育て世代の方々が地域の中で「ほっと
❤」できるあたたかい居場所、みんなで一緒
に元気な笑顔になっていくための保育支援を
行なって行きます。
保育目標

*健康な身体をつくる。
（良く遊び、良く食べて、良く眠る）

*豊かな心を育む。
（日々の好奇心、素直な感動の心）

*人や自然とのふれ合いを大切にする。
（優しさ、思いやりの心、自然の恵みへの感謝の心
を育む）

基本姿勢
子どもの声に耳を傾け気持ちを受け止めてゆっ
くり、はっきり、そして穏やかな会話と対応を
笑顔で接していく保育に心がけていきます。
一人ひとりの良さを見つめ、伸ばしていきます。

５ 職員体制
施
設
長 １人（資格 有 保育士）
保
育
士 常勤 ２人、非常勤 ５人
保 育 補 助 者 常勤
人、非常勤 １人
栄養士・調理員 常勤
人、非常勤 ２人
外部専任講師 体 操 教 室
岡本 公子
芸術保育（臨床美術） 松嵜ゆかり
音 楽 教 室
大石 和子
地域
誰でもアート
たま fun アート
「子育て・親」 ベビーマッサージ
池本 美和子
支援者
アロママッサージ 新井 真由美

６ 保育を提供する日及び時間
月曜日から金曜日
提供する日 年末年始（12 月 29 日から１月３日）
及び祝日を除く。
８時００分から１８時００分までの
うち、契約で定める８時間
提供する時間
契約で定める時間以外に施設を利用
した場合は延長保育となります。

７ 保育料等について

保 育 料

・保育料 市が定める額
・延長保育料 １０円（１分）

＊保育料は、慣れ保育や傷病
による 1 カ月以内の登園停止な

・保育料は当月末日までに、郵貯銀行口座振込にてお どにより、保育時間や保育日が
支払ください。
短縮された場合であっても減額
振込先 郵貯銀行 普通貯金
されません。
＊特段の事情により保育料の支
記号 10160 番号 78039981
払いが著しく困難になった場合
支 払 方 法 等
名義 一般社団法人ほっとステーション
などは、市にご相談下さい。
砂川口前 さくらんぼ保育園
（振込手数料は保護者ご負担となります）
延長保育料は翌月１０日までに、直接園にお支払いく
ださい。
（金額は翌月初めにお知らせいたします）
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・教育を次のように提供します。
0 歳児 家庭保育に近い環境を整えて、保育士と子どもの関係を大切にし離乳と歩行の完成するまでの大切
な時期をゆっくりと話しかけながら過ごします。
1・2 歳児 異年齢混合の保育形態をとります。子ども同士の自然な関わりや模倣などを大切にしながら、着
脱・食事・排泄などの基本的生活習慣の自立をめざしていきます。
また、専門講師による芸術保育（子どもの感性の豊かさをひきだします）・体操教室（楽しみながら身体機能を高
め、危険から身を守るしなやかな体作りをします）を毎月取り入れていきます。食育－みんなで野菜を育て収穫
し、日々の保育の中で観察 毎月クッキング保育を取り入れるなど、食に関心を持てるようにしています

(1) 毎日の保育・教育の流れ
9:30 朝の挨拶・おやつ
10:00 遊び（室内）
・散歩
11:30 食事（年齢によって前後します）
12:30 お昼寝（年齢によって前後します）
15:00 おやつ
(2) お散歩のコース
園庭以外に、昭和記念公園砂川口前広場、近
隣にある見影橋公園、上砂第二公園などにお
散歩に行きます。
(3) 保育計画 （別紙記載）
保育課程に基づき「年間保育指導計画」をた
てています。毎月個々に合わせた月間保育指
導計画を作成し、月初めに各保護者の方に確
認して頂き一緒に子育てをしていくように
しています。
(4) 行事等
・毎月行なっている行事
体操教室 芸術保育 リズム遊び
身体測定 避難訓練 クッキング保育
子ども一人ひとりにあわせたお誕生日会

・季節の行事
お花見会食 子どもの日 七夕 プール遊び
敬老の日 運動会ごっこ 秋の味覚パーティ
芋掘り お楽しみ会（クリスマス） 節分会
雛祭り お別れ遠足 など
９ 給食等について
(1) 提供方法
自園調理
(2) 提供内容
給食

昼食（主食・副食）

おやつ

午前・午後

(3) 給食の提供にあたって
・毎月栄養士が子どもの発育・発達に応じて適切な
栄養摂取に配慮、季節を取り入れた献立表を作成
し保護者に配布いたします。献立に従い美味しく
魅力的な給食を提供します。
・食物アレルギー等、体質に合わない食材があれば
医師の診断書提出の上ご相談ください。
除去食等により対応します。
食物アレルギー等の状況により、お弁当を持参
するなどのご協力をお願いすることがあります
・食中毒等の発生を防止するため、食材や食器など
の衛生的な管理に努めるほか、全職員は腸内細菌
検査を毎月実施しています。

10 保護者の方に用意していただくもの
(1) 入園時に提出していただくもの
①利用契約書（重要事項説明書の同意に基づく）
②児童票
③送迎表
④写真掲載の同意書
⑤母子手帳のコピー
⑥医療書・○
乳 のコピー

住所や勤務先など
が変わったとき

保育中の怪我
発熱について

⑦生活状況調査票
(2) 保護者の方に用意して頂く物
・お昼寝用バスタオル(２枚)
・うがい用コップ(個々に合わせ)
・通園バック（着替え連絡ノートが入る大きさ
エコバックのような感じの物）
・着替え一式（3 組程度）
・オムツ（１パックでのお預かり）
・おしり拭き（お預かり）
・ミルク 哺乳瓶 乳首（必要な方のみ）
(3) 園に用意してある物
・お昼寝用布団（園で洗濯をし清潔に配慮しています）
・敷布団カバー（個人別に園で用意いたします。洗濯は
ご家庭に毎週金曜にお願いいたします）

・毛
布
・エプロン （昼食.おやつ用 洗濯は保育園で行ない
ます）

・おしぼりタオル（昼食.おやつ用 洗濯は保育園で行
ないます）

・手拭きタオル（個人用にし園で洗濯を行います）
上記等衛生管理費として、月５００円お願い致します
（紙おむつ処理代も含む）
服装について
・動きやすく、脱ぎ着しやすい服装
・ひもやフードなどのひっかかりやすい服はやめて
ください。
（危険防止のため）
11 登園などに関するご家庭との連絡について
・事前に連絡して下さい。
お休みの場合
・当日のときは、９：１５まで
に連絡してください。
・９：１５までに連絡して下さ
登園が遅れる場合
い
お迎え時の変更
・早めに連絡をください
（時間・お迎えの
（遅くても４：００までに）
方）が生じた場合
お願いします

連絡帳について

住所や勤務先などが変わったと
きは必ず申出てください。同時
に市への届出もお願いします。
お子さんが保育中に熱が出たき
や感染症の疑いがあるときは、
お迎えをお願いします。 怪我
をした場合は、保護者に連絡を
し症状により専門医に受診しま
す。ケガの状況により乳を使用
させていただく事もあります
常時連絡がつくようにて
おいてください。
朝の検温 食事状況 睡眠
体調 お子さんの様子は必ず
ご記入下さい

12 健康診断、健康管理について
(1) 健康診断
原則として母子手帳の写し（４
入所時健診
か月以内の健診記録）で代える
ものとします。
年２回（春・秋）
、嘱託医におい
定期健診
て実施します。
(2) 健康管理、病気のときの対応
・日頃から、お子さんの「健康な状態」をよく知っ
ておいてください（平熱の把握など）
・お子さんの病気の早期発見と迅速な対応のため、
体温や機嫌、食欲、顔色、皮膚の状態、活動性な
どを日頃から注意し、気になる症状などがありま
したら早めに医療機関で受診してください。なお、
その際のお子さんの様子を必ずご連絡ください。
・次のときは、お休みしてお子さんの様子をみてく
ださい。
＊熱があり、機嫌がわるいとき
＊下痢や腹痛、嘔気、嘔吐があるとき
＊顔色が悪く元気がないとき
＊咳や喘鳴（ゼイゼイ・ヒュウヒュウ）がひど
いとき
＊目が真っ赤、涙や目ヤニがたくさん出るとき
＊その他、感染症にかかったときやその疑いが
あるとき（別紙「感染症について」を参照し
てください。
）
・当園では医療行為にあたる為、薬をお預かりして
いません。病気で受診する時は保育園に行ってい
ることを告げ、薬は朝晩２回の処方にしてもらう
など相談して下さい。
・ご家族が感染症にかかった場合、必ずご相談くだ
さい。

13 嘱託医
連携施設との協定により、次の医療機関に健康
診断等のご協力をいただいています。
医療機関の名称
医院長名
所在地
電話番号

重城内科クリニック
重城 克彦
立川市上砂町１－２－３
クリニックプラザ大山１Ｆ
０４２－５３８－７４３１

14 地域防災拠点、広域避難場所
保育所近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次
のとおりです。

17 賠償責任保険の加入状況
以下の保険に加入しています。
三井住友海上
保険の種類
賠償責任保険
保険の内容
対人賠償など
・１名につき １０億円
保険金額
・１事故につき ３億円など
引受保険会社
エヌシーアイ
保険の種類
学校スポーツ保険
保険の内容
保険金額
引受保険会社

地域防災拠点

第 9 小学校

18 業務の質の評価について
保育士等の自己評価に基づき、全員で話し合い年
１回、自己評価を実施します。

広域避難場所

昭和記念公園 砂川口広場

19 苦情相談窓口

15 緊急時における対応
保育・教育の提供中に、お子さんの健康状態の
急変、その他緊急事態が生じたときは、保護者の
方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡しま
す。また、嘱託医又は専門医に受診します。
保護者の方と連絡が取れない場合には、お子さ
んの身体の安全を最優先させ、当園が責任を持っ
て、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ
ご了承願います。
近隣の緊急連絡先
立川消防署 砂川出張所
消防署
０４２－５３５－０１１９
立川警察署
警察署
０４２－５２７－０１１０

受付担当者
解決責任者

第三者委員
（地域で活動されて
いる方です）

20 連携施設
名称
所在地
連携協力の概要

16 非常災害時の対策
非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管
理者を定めています。非常災害時の関係機関への
通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職
員に周知するとともに、毎月１回避難及び消火、
救出その他必要な訓練を実施しています。
毎月 1 回 火災及び地震を想定
避難訓練
（9 月引き渡し訓練実施）
・防災ずきん・防寒シート・テント
・非常時持ち出し袋・大型非難車

防災設備

・緊急時カセットストーブ・ラジオ
・懐中電灯・ミルク・水・乾パン
など

氏 名 松本美穂
電話番号 042－537－9440
氏 名 鈴木豊美（園長）
電話番号 042－537－9440
役 職 民生委員・児童委員
氏 名 星野重乃
電話番号 042－536－5773
役 職 民生委員
氏 名 土屋たけ子
電話番号 042－535－5184

見影橋保育園
立川市砂川町３－２３－２
・園庭の利用
・行事への参加
・嘱託医による健診等

21 その他保護者に説明すべき事項
☆提携園「学校法人 武蔵みどり幼稚園

感染症について
保育園は抵抗力の少ない子ども達の集団ですから、感染症が発生すると次々と感染し
てしまいます。できるだけ病気を蔓延させないことが集団生活のルールですから、医師
の治癒証明書や登園の許可があるまでは、家庭での保育をお願いします。

１ 登園基準
(1) 登園停止になり、登園するときは医師の治癒証明書が必要なもの
第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そうなど

第二種

麻しん（はしか）
、インフルエンザ、風しん、水痘（水ぼうそう）
、流行性耳下腺
炎（おたふくかぜ）
、結核、咽頭結膜熱（プール熱）
、百日咳、髄膜炎菌性髄膜炎

感染性の強い病気等で、医師が登園停止と診断したものであって、登園するとき
は医師の治癒証明書が必要と判断されるもの
※第一種の感染症は、治癒するまで登園できません。
※第二種の感染症は、感染症の種類によってそれぞれ登園のめやすがあります。

その他

(2) 登園許可は医師の判断によるもの
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎（はやり目）
、急性出血性結膜炎、伝染性紅斑
（りんご病）
、流行性嘔吐下痢症、手足口病、皮膚化膿症、マイコプラズマ肺炎、溶連菌
感染症、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ、風邪、突発性発疹、伝染性膿痂疹（とびひ）、
伝染性軟属腫（水いぼ）
※治癒証明の提出は必要ありませんが、必ず医師に登園の許可を伺って、その指示に従
ってください。
２ 予防接種
○感染症を予防するためにも接種年齢を確認し、計画的にすすめていきましょう。
○予防接種は、できるだけ早めに済ませましょう。
○予防接種後は副反応を考慮して通常４時間程度の安静が必要になりますので、降園後
の接種をおすすめします。
３ その他
ご家族がインフルエンザなどの感染症にかかった場合には、お子さんに症状がなく
ても、感染症のまん延防止のため、原則として家庭での保育をお願いします。

