
重要事項説明書

東京都認証保育所

永　山　駅　前　こ　ど　も　の　家

ご　あ　ん　な　い
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１． 認証保育所の所在地及び名称

東京都多摩市永山１－４グリナード永山４階　永山駅前こどもの家

２． 設置者

東京都多摩市諏訪１－９－１

株式会社　ライフケアサービス　　代表　北俣　聰

３． 施設長氏名

早川　恵子

４． 構造面積

鉄筋５階建　４階部分

保育所床面積　１７８．４１㎡（５４．０６坪）

５． 非常設備

煙感知器、スプリンクラー、自動火災報知器

非常用放送設備、ビル防災管理システム導入

避難階段２方向

６． 保育室

（乳児室）

０歳～１歳室　畳・フローリング・沐浴室

（幼児室）

２歳～５歳室　フローリング・防音設備室・床暖房・トイレ・洗面室・足洗い場

７． 利用児童に関して契約している保険の種類

賠償責任保険・障害保険

８． 嘱託医の住所・氏名・委託内容

東京都多摩市和田１１７５　　藤井医院　藤井　達磨

年２回の健康診断

９． 利用者からの苦情対応職員

施設長　早川　恵子　　連絡先　０４２－３７６－５５８８

１　施設の概要
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１０． 定員と職員数

０歳から５歳迄 ３０名

０歳児 　５名

１歳児 １３名

２歳児 １０名

３歳児

４歳児 　２名

５歳児

施設長 　１名

保育従事職員 　８名

看護師又は准看護師 　１名

調理員 　１名

事務職 　１名

非常勤嘱託医師 　１名

運営委員会委員

学識経験者 　１名

当所保育利用者 　１名

施設長 　１名
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2 保育の内容のご案内

１　保育の目標

一人一人の子供が健康で、感性豊かに

伸びやかに成長する手助けをします。

年齢別目標

０歳児 清潔な環境を整え個々の発達に応じた

暖かい関わりを大切にします。

１歳児 自分でしようとする気持ちを養いながら

基本的な習慣が身につくよう手助けをします。

２歳児 個々の自主性を大切にしながら

社会性が育つよう手助けします。

３～５歳児 心身の表現を大切に受け止め保健、安全面に

留意しながら、道徳心や探索意欲を育てる

手助けをします。

保育方針

１.子供たちが生き生きと楽しく遊べる保育を行っていきます。

２.様々な年齢の子供達の健全な心身の成長を手助けします。

３.働く父母が安心して楽しく子育て出来る様手助けします。

『　心やさしい　元気な子　』
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２　給　食

・ 子供の年齢に応じた栄養量、切り方や味付けの工夫をしています。

（離乳食も手作りしています）

・ いろいろな食品をバランス良く取り入れる事によってなんでも食べ

られる様にしています。

・ おやつを軽食にし、手作りを心掛けています。

・ 温かい物は温かく、冷たい物は冷たく食べられる様にしています。

・ 薄味を心掛けています。

・ 必要に応じてアレルギー除去食も行います。

３　非常災害時の対策

（1）　防火管理者　：　施設長　早川恵子

（2）　受講後防災管理者として消防計画作成　

（3）　施設長を中心に月一回火災時及び地震等の災害時　

避難誘導訓練を行う

避難場所　：　永山北公園

○災害緊急時の連絡方法

NTT災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ「１７１」にダイヤル後アナウンスに従って録音の

再生２　「0423765588永山駅前こどもの家」を入力してください。
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４　健康管理

・ 毎日看護師による視診と検温

・ 毎月身体測定

・ 年２回小児科医による健康診断（藤井医院）

・ ぎょう虫検査（春）

※ 御家庭で以下の事を御確認下さい

１） 連絡帳に家庭での様子を必ずお書き下さい。

２） 朝、自宅で必ず体温を計り37.5℃以上ある場合

又は熱がなくても体調が悪く集団生活が無理な場合は、

休ませてください。

３） 保育中に発熱や病気になったり怪我など急を要する場合は、

その時に応じて適切な処置を取った上で、保護者にご連絡

致しますので速やかにお迎えをお願いいたします。

４） 毎日子供の様子（顔色・元気・目の輝き・食欲・咳・機嫌

発疹）などを観察し、変化に気づいたら早めに連絡して下さい。

目の充血や目やに涙目、発疹など異常が見られたら受診し、

他のお子さんにうつらない事を確認してから登園して下さい。

５） 感染症

万一、感染症にかかったら早目に連絡して下さい。

治って登園する時は医師の証明書を提出して下さい。用紙は

園にも用意してあります。

６） その他

薬と食物アレルギーに関する事柄　詳細別紙

５　「多摩市保育所児童保育要録」について

厚生労働省公布・平成21年度保育所保育指導指針の改定に伴い、
年長児については、就学先小学校へ「保育所児童保育要録」を
送付いたします。
尚、個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律により
適切に取り扱いされます。
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１日の保育の流れ

０才～２才 ３才～５才

順次登園 7:15 順次登園

視診・問診・検温 視診・問診・検温・自由遊び

	 9：00 自由遊び・眠り

１、２才児おやつ 	 9：30 朝の集まり

10：00 ０才児離乳食 10：00 遊び（戸外遊び、絵画、制作、リズム遊び）

10：30 戸外遊び（沐浴）

11：30 昼食

12:00 昼食

12：30 昼寝 12：30 昼寝　（５才児は自由活動）

14:00 ０才児離乳食 䦅

15:00 １、２才児軽食 15:00

自由遊び 15:20 軽食

０才児沐浴

15:40 自由遊び（戸外遊び）

※０歳児のデイリーは月齢や

個々の発達を考慮しています

18:30 補食 18:30 補食

20:15 保育終了 20:15 保育終了

※乳児では子供の月齢によって、幼児ではその日の活動によって、

一日の流れが変わっていきます。

䦅
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年間行事

※毎月行うもの

防災訓練・身体測定・誕生日会

※保護者会、個人面談は必要に応じて行います。

１０月

１１月

園外保育

七　五　三

クリスマス会

お　正　月

１２月

　１月

８月

９月 敬老の日

節　分

ひな祭り・お楽しみ会
卒園式

４月

５月

６月

７月

　２月

　３月

はじめましての会

子供の日　園外保育

七　夕
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《用意していただくもの》

【昼寝用】

・ベビー毛布（115㎝×85㎝）1枚・毛布カバー（120㎝×90㎝）２枚

・敷布団カバー（125㎝×75㎝）（ファスナー、もしくは紐タイプ）２枚

・バスタオル2枚（毎週新しいものに取り替える）

・パジャマ・パジャマ袋(巾着型30㎝×28㎝）（1歳児から）

☆毛布・毛布カバー・バスタオルに、名前を縫い付けて下さい。

☆敷布団カバーにも、必ず名前を縫い付けてください。

（園にて洗濯する場合もあります）

名前は大きく分かりやすく

15ｃｍ

３０㎝

０歳児～１歳児

・紙オムツ 必要枚数 ・帽子（散歩用、ゴム付）

・肌着 ３枚

・上着 ３枚

・ズボン ３枚

・ハンドタオル ２枚

・食事用エプロン ２枚

２歳児～５歳児

・肌着 ３枚 ・帽子（散歩用、ゴム付）

・上着 ３枚 （フード付きは不可）

・ズボン ３枚 （タイツやサスペンダー不可）

・ハンドタオル ２枚

・食事用エプロン ２枚 （２歳児のみ）

※汚れ物を持ち帰る袋をご用意下さい（エコバック等とか・２枚は必要です）
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3 保育料金
別紙にて記載

※保育料金のお支払い方法

翌月の保育料金は、当月の末日迄に納入して下さい。

自動引落し（郵便局の手続きが必要になります）

又は郵便局にて下記口座に振込み願います。

口座番号 00190-2-759721

口座名義 永山駅前こどもの家

4 保育時間
★ 開園時間 7：15～20：15

★ 保育日 月曜日～土曜日

★ 休園日 日祭日　国民の休日

年末年始（12月29日～1月3日）

5 入園までの手続き
見　学 施設の案内

申　込 施設長と面接

契　約 書類提出

(健康診断書・食品チェックリスト児童票・緊急連絡)

入園金と初月保育料を納入

両方合意で契約をする（契約書交わす）

※補助金対象児は、契約書の内容がそれぞれの自治体に届けられる事を

ご承知下さい。

慣らし保育開始


