
1 事　業　者

事	 業	 者	 の	 名	 称 株式会社　ライフケアサービス

代	 	 表	 	 者	 	 氏	 	 名 北　俣　　　聰

法	 人	 の	 所	 在	 地 東京都多摩市諏訪１-９-１

法	 人	 の	 電	 話	 番	 号 ０４２-３３９－７７７７

定款の目的に定めた事業 保育事業

居宅介護支援事業、訪問介護事業、福祉用具貸与事業

通所介護事業

2 事業の目的

事	 業	 の	 目	 的 保育事業

運	 営	 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.様々な年齢の子供たち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。

名　　　　　称 多摩センター　こどもの家

所　　在　　地　 多摩市落合１-４７　ニューシティ多摩センタービル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２Ｆ

電　話　番　号 ０４２-３７３－７７７３

施	 設	 長	 氏	 名

入所定員（年齢別） ０歳児　７人　　１歳児　１０人　　２歳児　７人　

３歳児　４人　　４歳児以上　２人

職　　員　　数 施設長　１名　　保育士職員　６名　　看護師　１名

保育補助　４名　　栄養士（調理員）　１名

取扱う保育事業の種類 月極保育、一時保育

自己評価の概要 職員による保育内容等の自己評価を毎年1度実施し、

サービス内容の向上に努めています。

職員への研修の実施状況 全職員1年に1回以上実施

嘱託医 江崎小児クリニック　　　　江崎宗憲

4 開所日・開所時間及び休所日

開　　所　　日 月曜日～土曜日まで

開	 	 所	 	 時	 	 間 ７時１５分　から　２０時１５分

休　　所　　日 日曜日・祝祭日　　年末年始（１２/２９～１/３）

重要事項説明書

中村　道子



5 施設の概要

敷　　　　地　 　面積5577.12㎡

建　　　　物 Ｓ・ＳＲＣ造　　地上８階　　地下２階塔屋1

延べ床面積３８９２７.９６㎡

施設の内容 ２階部分　　施設面積　２１３．８５㎡

乳児室・ほふく室　１室　面積６３．５７㎡　調理室８．５８㎡

保育室・遊戯室	 	 	 	 １室　面積６３．６７㎡　保育士室

幼児用トイレ　　　４個　面積２．４９㎡　　事務室　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医務室

安全保障 施設賠償責任保険　　生産物賠償責任保険

受託者賠償責任保険

その他 屋外遊戯場（代替場所　多摩中央公園　１１４６２０㎡）

6 職員体制

常勤 非常勤 備考

１人

６人 人

人 ６人

１人 人

人 人

7 保育計画

大切にします。

よう手助けをします。

手助けします。

＊平成21年4月から施工された「保育所保育指針」に基づき、小学校等に就学する

保育園児童に対する「保育所児童要録」の作成が義務付けられ、小学校に送付す

ることとなりました。５歳時クラスの児童の保護者の方は、ご了承ください。

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

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。

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

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

調理員 栄養士　１人

事務員

保育従事職員 保育士	 ６人

保育補助者 看護師３人　その他４人

常勤者の資格 非常勤者の資格

施設長 保育士	 １人

兼用　9.55㎡	
	



8 毎日の保育の流れ

（1）１日の保育スケジュール

０才～２才 ３才～５才

7:15 順次登園

視診・問診・検温・自由遊び

	 9：00

9:00 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）

11:15 昼食

11:30 昼食

12:00 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 軽食 15:00

自由遊び 15:20 軽食

お迎え前の視診

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

お迎え前の視診

18:30 補食 18:30 補食 ※お迎えが19時以降のお子さんが

20:15 保育終了 20:15 保育終了

※乳児では子どもの月齢によって、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。

年間行事

４月 10月

５月 11月

６月 12月

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

（2）お散歩のコース・・・‥‥ 近隣にある、多摩中央公園などにお散歩に行きます。

夕涼み会 ひな祭り・お楽しみ会・お別れ会

クリスマス

七夕 お正月

節分

こいのぼり祭り　　園外保育

※お迎えが19時以降のお子さんが

　対象です。 　対象です。

　視診・問診・検温

　自由遊び・眠り

䦅

入園式 園外保育・ハロウィン

　順次登園



9 昼食等について

昼食・おやつ 　保護者の方へは、前月末日ごろに翌月の献立表をお配りします。

補食 （今月の献立表は別紙のとおりです）

・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。

・いろいろな食品をバランス良く取り入れる事によって何でも

　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。

アレルギー等へ 　使用する食材の中でアレルギーなどで食べられないものが

の対応 　ありましたら、事前にご連絡ください。ご相談の上、除去する

　などの対応をとります。

衛生管理等 集団給食施設届出を南多摩保健所へ届出済みです。

（平成２１年　２月　１日）

水質検査を年2回実施しています。

保育士は、毎月検便を行っています。

10 入園時に必要な書類等

（1）住居を確認するもの。

（2）保護者の連絡先を明確にするもの。（緊急連絡票）

（3）児童の体調を確認するもの。（病歴、予防接種の記録や健康診断書、

アレルギー等）

（4）児童の嗜好や生活習慣を知るもの。（食品チェックリスト児童票）

11 保育所と保護者の連絡について

（1）乳幼児の保育所での状況や家庭での状況を相互連絡しあうために連絡帳を

　　	 活用します。　

　　	 体温、食事、遊び、覚えたこと、挑戦していること、失敗したこと、

	 	 　	 排便状況など乳幼児の様子を保育側はもちろんですが、保護者側も家庭

　　	 での様子をできるだけ詳細に記入するようにしてください。

（2）月に１回、園だよりを発行します。月の行事や共通連絡事項などをお知らせ

　	 	 	 します。



12 保護者の方が用意するもの

（1）入園時に用意するもの

【昼寝用】

・綿毛布（冬）・敷布団カバー（125㎝×75㎝）

・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（１歳児から）

☆毛布・バスタオルに、名前を縫い付けて下さい。

名前は大きく分かりやすく １５㎝

３０㎝

０歳児～１歳児

・紙オムツ 必要枚数

・肌着 ３枚

・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）

・食事用タオル ２枚

・食事用エプロン ２枚

・哺乳瓶用の乳首 １個（０歳児のみ）

・お尻拭き １箱

２歳児～５歳児

・肌着、下着 ３枚

・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）

・食事用タオル ２枚

・食事用エプロン ２枚

※汚れ物を持ち帰る袋をご用意下さい（スーパーの袋２枚位）



13 保護者会について

　必要なときに開催予定です。保育所からは行事や出来事、運営委員会
　の内容等に関することについてお知らせします。

　また、保護者の御意見もいただく場としています。

14 運営委員会について

　年に2回、開催予定です。保護者、外部委員（社会福祉事業について　

　知識経験を有する方）及び事業者がさまざまな内容について意見を交換し、

　利用者の立場に立った良質な保育を行う為に開催するものです。

15 健康診断等について

（1）健康診断

　全乳幼児 年２回（９月と３月）、嘱託医が検診をします。検診の結果については、

児童票に記載します。

（2）身体測定

　全乳幼児 毎月２０日に身長・体重の測定を行います。結果については、

各児童票（日々の成長記録）及び連絡帳に記載します。

※その他、乳幼児の日頃の様子でご心配なことがありましたら保育所に

　ご相談ください。

16 料　金

（1）月極保育料 別紙参照

（2）随時の延長保育料　1時間当たり６００円

（3）夕食代（補食代）　　1回当たり１００円

（4）自主事業（付帯サービス）の利用料金

一時保育=月極保育以外に時間単位での保育を行っています。月極保育の

出席数により受入人数が変動しますので、ご利用は３日前の１７時までの

予約が必要となります。料金は１時間あたり800円です。

（5）上記金額は、すべて消費税込みの値段です。

17 支払い方法

（1）現金振込払【納付期限：毎月３１日。指定口座にお振り込み願います。】



18 保育所のご利用に際し留意していただきたいこと

欠席する場合	 又は 当日に欠席の連絡をする場合又は登所が遅れる場合は、

登所の時間が遅れる場合 その日の登所予定時刻までにご連絡願います。

お迎えが遅れる場合は、原則として随時の延長保育扱い

となりますので、下記の通り１５時までにご連絡

願います。

毎日の体温等の確認 登所前に必ず体温や健康状態等の確認を行ってください。

麻疹（はしか）・百日咳・水疱瘡・耳下腺炎等の感染症

にかかった場合は、別紙の登所停止期間を経過してから

登所してください。
発熱のある場合について 熱が３７．５度以上ある場合は登所を控えてください。

医療行為に当たるため原則として行いません。ただし、

医師の処方を受けた薬に限り、医師の指示に基づき行う

ことができます。必要がある場合は個別にご相談させて

いただきます。

随時に延長保育が 当日１５時までに、ご連絡願います。

必要な場合

19 賠償責任保険の加入

１事故 ・・・ １億円

１名につき・・ １億円

20 緊急時の対応方法

（1）保育中の容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した

　　	 緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を

　　	 講じます。

（2）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を 優先させ、

　　	 当保育所が責任を持って、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。

嘱託医 氏名　江崎小児クリニック　　　江崎　宗憲

所在地　多摩市落合３-２０-２　　 電話　０４２-３７６－５２２５

救急隊 管轄消防署名　　多摩消防署

所在地　　　　　　　　　　　　　多摩市諏訪１－６９ 電話　０４２－３７５－０１１９

警察署 管轄警察署名　多摩中央警察署

所在地　　　　　　　　　　　　　多摩市鶴牧１－２６－１ 電話　０４２－３７５－０１１０

お迎えが遅れる場合

感染症について

投薬について



21 非常災害時の対策

火災及び地震を想定した避難訓練（月１回）を実施します。

自動火災報知器・誘導灯・屋内消火栓・消火器・非常用放送設備

ビル防災管理システム導入

第１避難場所　多摩中央公園　第２避難場所　落合中学校

多摩市落合2-35　　　　　　多摩市落合4-14

22 保育内容に関する相談・苦情

（1）多摩センターこどもの家　相談・苦情担当

　　相談・苦情受付担当者氏名　各担任保育士　電話　０４２－３７３－７７７３

　　相談・苦情解決責任者氏名　中村　道子　　電話　０４２－３７３－７７７３

　　

　　受付方法　　　面接・文書・電話などの方法で相談・苦情を受付けます。

（2）当保育所以外に区市町村の相談・苦情窓口があります。

　　区市町村担当部課名　　多摩市子育て支援課　保育係

　　所在地 多摩市関戸６－１２－１ 電話　０４２－３３８－６８５０

避難訓練

防災設備

避難場所

消防計画
多摩消防署　　平成　２５　年　　４月　１９日届出
防火管理者　　氏名　施設長　中村　道子

届出書

作成（変更）




