
 

 

 

  

社会福祉法人 八実会 

     認定こども園石山保育園 

海津市南濃町田鶴４１６－１ 

TEL ０５８４－５６－１９６０ 

FAX ０５８４－５６－２８６９ 
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（１）方針と重点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育理念 
子どもの育て方で、どのようにも育つ可能性を持ち合わせています。 
・子ども本来が持っている限りない可能性を大切にした保育 

・将来社会の一員としての資質「生きる力」を育む保育 

つよく 

健康なからだをつくる 

規則正しい生活習慣を 

身につける 

積極的な体づくり 

下駄での登園や運動をする 

自分の足で遠くまで歩く 

バランスのよいからだをつくる 

あきらめずにやりきる 

あかるくすなおで 

規範意識を育てる 

社会人として暮らすための心

を育てる 

がんばれる子 

学ぶ力を育てる 

理解力思考力等の重要な

手段となる言葉を豊かにし 

学び方の基礎を身につける 

 

どんなこともやりきる 

早寝早起きをする 

多くの体験をする 

苦手なこともあきらめず努力

する 

想像力を豊かにする 

会話の機会を多くする 

自分のことは自分で話す 

約束ごとを守る 

相手の話を聞く 

地域の方と交流する 

お手伝いをする 

感謝の気持ちを表す 

つよく あかるくすなおで がんばれる子 

名港保育園との交流 

夜間保育 

朝明キャンプ(５歳) 

園原雪あそび (５歳) 

異年齢児集団での保育 

地域触れ合い豆まき 

次世代育成支援 
 

わくわく教室

音のたまてばこ

科学あそび  

お茶のお稽古  (４歳のみ) 

英語教室   

歌のレッスン 

教育保育方針 
１．朝型の子どもを育てる 

２．地域との交流を図り、地域に根ざす 

３．園生活と家庭生活が円滑に流れるように、保護者との交流を深める 

４．情緒の安定を図りながら、子供の自発性を尊重する 

５．自然の中で心と身体を鍛錬する 

朝の体操・マラソン 

園内雑巾がけ  

園外保育・遠足（春・秋） 

 



慣らし保育 

※ 入園当初５日間 慣らし保育(お子様のストレス軽減の為)をお願いします。 
（期間）入園前後５日間（入園前は一時預かり保育料金が必要です。） 
（時間）  １・２日目  8：30～11：00 

３・４日目  8：30～13：00 
５日目    8：30～14：30 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
☆送迎について 
・駐車場や横断歩道では、必ずお子さんの手を 
引いてください。道路を横断されるときにも 
十分注意して下さい 

・迷惑にならないように、長時間の駐車は避けてくだ 
さい。 

駐車中の事故・盗難については、園では責任を 
負えません。お子さんの行動には、十分注意を 
払ってください。 

 
    
  

 駐車場への入り方 

 

 女性の家駐車場の利用の仕方 

 

※保育参観や発表会時の駐車は、南北
に縦列駐車をお願いします。（途中で
の出庫はできません） 
【発表会】未満児 和合館駐車場  

    以上児 虹色園舎東駐車場  
 終了後10分後の出庫にご協力を 
お願いします。 

 

園外保育の時には、女性の家
まで送迎をお願いします。 
 

子育て支援事業 

（すくすく教室） 
開催日は、海津市 HP にてご確認ください。 

※ 入園前には 一時預かり保育のご

利用ができます。 
【対象児】生後４３日以後の未就園児 
【費用】 ８：００～１６：００利用  2,250円 

８：００～１２：００利用  1,000円 
        給食費   250円 

１２：００～１６：００利用  1,000円 
（給食なし） 

【必要書類】一時預かり保育台帳（月１回） 



（６）服装・持ち物 
園生活は、基本的生活習慣の確立を目指しています。保育では、「子どもはかぜの子」の諺のように育てたいと願って

います。園で必要なものをまとめましたので、以下の内容でご用意ください。 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通園バック(アンパンマンの黄色

い袋) 
絵本が傷まないように貸し出し時に利用しま
す。 
袋がないと貸出はできません。 
入園時に園からお渡しします。 

 

・体操服（３・４・５歳児） 

 

・着脱しやすい私服 
（０・１・２歳児） 
吊りズボンは避けてください。 

ボタン・帽子のゴム等取れたり伸

びたりしたものは、すぐに直してく

ださい。 

汚れても良い服装、おむつ替えの

しやすい服装でお願いします。 

着脱の際は、１歳児から自分でで

きることを行うことで、発達をより

促すことができます。 

 

 

 

下 駄（３・４・５歳児登降園時使用） 

運動靴（運動時に使用） 

 
下駄の使用により、体感を鍛えることができます。 

姿勢を正しくするための背筋・大腿部の筋肉を発達させることがで

きます。戸外では、下駄をはいて生活します。 

ただし、避難用やマラソン用に運動靴の置き靴の準備をお願いし

ます。（足のサイズに合ったもの・脱ぎ履きしやすいもの） 

 

【登降園時着用します】 

・園児服（３・４・５歳児） 

・園児帽（３・４・５歳児） 

・名札 
着脱の練習と身だしなみを整える 

リュックサック（２～５歳児） 

手提げ鞄（０～１歳児） 
  （未満児の荷物詳細は（８）） 
・連絡ノート・出席カード・ハンカチ・手拭きタ

オル・通園バック・着替え・口拭き(０歳から２

歳児まで)を入れます 

・ループ型手拭きタオル ポケットハンカチ  

０～３歳児              ４．５歳児 

 

 

 

 

 

・スモック  

  

・スモック（１・２・３・４・５歳児） 

製作時に着用します。自分で服をみつけるために、目印をつけ、大きく名前を書いてください。 

金曜日に持って帰ります。洗濯をして月曜日に再度持って来てください。 

・傘・長靴・カッパ・着替え（２歳児以上） 
雨天にも体験活動を行い、雨具の着用の仕方等を体験します。 

・着替え 
ズボン・上着・下着 各２組程度 

・歯ブラシ・コップ 
基本的生活習慣の定着と健康維持のため、食事の後に使用します。（歯磨き粉やキャップは不要） 

巾着袋に入れて 
・水筒（肩からかけられるものにしてください。） 
れんげ・ちゅうりっぷ・さくら組は自分でふたが開けられるものを用意してください。 
お茶を入れる前に、必ずカビが生えていないか確認し、熱湯等で消毒するなど、衛生面には十分配慮をお願いします。 



（７）お道具箱の記名についてのお願い 
名前を分かりやすく記入してください。 

お道具箱に入れます   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

≪クレパスの名前の書き方≫ 

 例１：斜線部分に名前シールを貼り、 

その上からセロテープを貼る。  

 

    

 

 

≪色鉛筆の名前の書き方≫ 

 例１：カッターナイフで削って名前を記入する。 

 

 

 例２：斜線部分に名前シールを貼り、その上からセロテープを貼る。（写真） 

 
 

 

  

 

≪その他の名前の書き方≫ 

   子どもさんが自分で分かりやすいように名前を書いてください。 

毎日の活動の中で、「自分で片づけること」 

「文字に興味をもつこと」につながります。 

いろ 

いろ 

クレパス 

種類と名前の書き方 

・色鉛筆  ・・・鉛筆一本ずつとケースと 

         （下記参照） 

  ・クレパス ・・・クレパス１本ずつとケース 

         （下記参照） 

  ・のり   ・・・ふたと容器 

  ・はさみ  ・・・本体とキャップ  

  ・ねんど  ・・・ふたと容器 

  ・ハーモニカ・・・本体と容器とキャップ  

  ・スモック ・・・よくわかる場所 

  ・カラー帽子 
 



（８）エプロン･着替えについてのお願い (もも・すみれ・たんぽぽ)  
着脱も出来るだけ自分で行います。できないことも、介助しながら出来るようにしてい

ます。以下のようにご協力をお願いします。 

 

① 着脱しやすい 下着・ズボンを持ってきてください。 
    着脱の練習を兼ねています。下着・ズボン等は自分で脱ぎ着のしやすい服にしてく

ださい。 

ロンパース型のように股にボタンのある型は、子どもでは、着脱が行えないので、

上下別の下着にしてください。 
 

② 下記の持ち物をきんちゃく袋に入れてください。 
  

エプロン(タオルエプロン) ・・1 枚 

口ふき       たんぽぽ・・・1 枚 

       もも・すみれ・3 枚 

手拭きタオル・・・・・・・・1 枚 

 （ループ式のもの） 

ビニール袋・・・・・・・・・1 枚   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 種類ごとに袋は一袋にまとめてください。 
保育士が分かりやすいように、一つの袋にいれてください。 

      おむつ５枚（名前を書いて）       

※はいはいやつかまりだちができる 

ようになる時期はパンツ式を使います 

      おしりふき 

着替え 

      ビニール袋 2 枚       

 

 

④ 午睡用マット（隔週で持ち帰ります）  
    ・敷シーツ 1700円 

・６㎝×２０cmの布に大きく名前を書き、 
表側左下に貼り付けてください。 
・掛け布団用に、タオルケット・毛布を準備してください。 

 

ご不明な点は、保育士にお尋ねください。  

自分でできることを増やすための 

 タオルエプロン  



 
（２）食物アレルギーの対応について 

本園では、子どもたちの安全を考えて、アレルギー症状を発症する可能性の高い児童

には、食物アレルルギーによるアナフィラキシー等の重篤な危険を回避するために、以

下の対応をとっています。 

 

①園で提供しない食品 

アレルギー症状を起こす危険性の高い、そば・ピーナッツに関しては、原則として提供

しません。 

 

②気を付けるべき食品 

 

 

 

鶏卵・牛乳・小麦・そば・ピーナッツ・果物類（バナナ・メロン・りんごなど）・甲殻類・魚など 

 

③アレルギー症状を起こす可能性のある方への給食の対応 
除去食での対応を行っています。但し、除去食対応には、医師の診断書が必要です。 

医師の診断書をもとに、３段階でのチェックを行います。 

・家庭での献立チェック 

・家庭から提出された献立表をもとに、調理担当者がチェック 

 調理後の配食された食器への記名 

・教室への提供時に、食器の記名確認 

 個人への配食時に、食器の記名と本人確認 

 

以上のチェックを、ご家庭から提出された献立により行います。 

毎月 1日までに、チェックした献立表の提出をお願いします。 

 

④卵の除去 
基本は完全除去です。 

しかし、段階に応じて該当する除去食の提供も行います。 

 

段階１ 非加熱、半熟のもの、卵そのものを除去 

卵焼き・ゆで卵などは除去 ケーキ、ハムなどは提供 

段階２ 非加熱、半熟のものを除去  

    マヨネーズ、プリン、かきたまなどを除去 

段階３ 少量で加熱した卵のみ提供 

つなぎでの卵使用・てんぷらの衣・クッキーなどは提供 

 

⑤除去食解除のタイミング 

原則として、医師の指示に従います。 

しかし、ご家庭で複数回そのものを食べても症状が出ないことを 

確認されてから、園での対応とさせていただきます。 



（３）投薬について 
 与薬は、本来医師の指示を受けた保護者の方がお子様に与薬していただくのですが、やむを
得ない理由により（アレルギーのみ）保護者の方が与薬できず、保育時間中の服用が必要な場
合にのみ与薬を承ります。 
 ただし、その際には、与薬による事故を防止するため、必ず与薬依頼書に必要事項を記入
し、薬と共に職員へ直接渡してください。また、以下の注意事項を熟読の上、ご理解くださ
い。 
 
与薬依頼書の記入は必ず依頼者（保護者）が行ってください。 
与薬できるお薬は、お子様を診察された医師が処方し調剤したもの、もしくはその医師の処方
によって薬局で調剤したものに限ります。 
市販のお薬、保護者の方の判断で持参されたお薬には対応いたしません。 
与薬依頼書とお薬は、必ず保護者の方より受け入れ職員に直接渡してください。 
慢性の病気（アトピー性皮膚炎などのように、経過が長引くような病気）の日常における与薬
や処置については、保育所保育指針によって、お子様の主治医の指示に従うとともに、相互の
連携が必要となります。（長期間の与薬につきましては、保育士までお申し出ください。） 

 

書類（４種類）の提出が必要です。 

 

 

 

（４）健康診断と予防接種について 

健康診断    全園児 ２回（新入園児は３回）   

歯科検診    全園児 １回 

尿検査     全園児 １回 

身体測定    全園児 月１回 

保育園は、集団生活です。 

お子さんが病気にかからないための予防として園では２つのことをお願いしています。 

①自分のお子さんが病気にならないための健康診断・健康チェック・予防接種の啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ほかのお子さんに病気をうつさないためにの登園禁止期間の設定・・・ 

※≪園において予防すべき主な感染症名及び登園のめやす≫を参照 

・予防接種の確認のために、年２回書類の記入と修正をお願いします 

－14－ 



（５）感染症の種類と登園停止期間 
本園では、厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」を受けて、保護者の方に対応

をお願いすることがあります。 

 

保育所は学校とは異なり、生後すぐの乳児から小学校入学直前の 6 歳児ま

で幅広い年齢層の子どもが、長期間濃厚に接触しながら生活をしています。年

長児ではそれほど重症にならない感染症であっても、低年齢児では時に脳炎

など生命に関わる重症感染症に発展する場合があります。また、様々な感染

症に対して学校の児童生徒よりも高い割合の感受性者が生活している場であ

ることを忘れてはなりません。                   

          厚生労働省 「保育所における感染症対策ガイドライン」より 

 
 

年齢の低い子ほど、飛沫感染しやすくなります。園全体に蔓延しな
いようにご協力をお願いいたします。 

 
・症状の回復 
・医師の診断・許可 
・全身状態のチェック（全身状態が良い） 

全身状態が良いとは・・・①機嫌・活発さ、 
②食欲（乳児の場合は哺乳力） 
③意識状態、④表情・顔色、⑤発疹、 
⑥体位・歩行、⑦呼吸状態 
などの項目を総合して判断する。 

・登園許可書の提出（保育者に手渡しをお願いします） 
（未提出の場合は、お引き受けできません） 

 

 
★お子さんの全身状態によっては、「園において予防すべき感染症の罹患報告書」が
あっても、お迎えをお願いする場合があります。 

 
★「園において予防すべき感染症罹患報告書」の必要な病気は、子どもたちにとって
つらい症状が多く、また合併症などにより重篤な症状を起こす場合もあります。
「人にうつすから」ではなく、「お子さんの身体のため」にも、十分休ませてあげ
ましょう。 

 
★園にて発熱（一般に３７.５℃以上を発熱とし、３８℃以上を高熱とされています。解熱剤などで
発熱や症状を抑えている状態は健康とみなしません）や感染症の疑いが出現した場合、保護者
の方へ連絡します。医療機関へ受診してください。 
緊急連絡先に変更がある際は、必ず登園時もしくは電話・おたより帳にてお知らせく
ださい。 
 

★軟便は様子を見ながらお預かりしますが、泥状～水溶便、おう吐で回数が多い場合
はお預かりできません。また、園で、そのような状態になったときは、緊急連絡し
ますので適切な対処をお願いします 

一覧表に記載された感染症と診断された際は、必ずその日のうちに園へご連絡ください。 



≪園において予防すべき主な感染症名及び登園のめやす≫ 
１ 医師が意見書を記入することが考えられる主な感染症（海津市においては、医師の診断を受け、保護者が報告書に記入しても可） 

病    名 登園のめやす 
麻しん （はしか） 熱が下がってから３日を経過してから 

インフルエンザ 
発症した後 5 日を経過し、かつ熱が下がった日の翌日から 3 日を経
過し、体力が回復してから 

風しん 発疹が消えてから 
水痘 （水ぼうそう） 発疹がすべて消え、かさぶたになってから 

流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫れが出現してから 5 日を経過し、かつ
全身状態が良好になってから 

結核 医師に感染の恐れがないと認められてから 
ア
デ
ノ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
症 

咽頭結膜熱 （プール熱） 主な症状が消えてから 2 日を経過してから 
流行性角結膜炎 （はやり目） 感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消えていること 

百日咳 
特有の咳が出なくなってから 
または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了してから 

腸管出血性大腸菌感染症 
（O―157,O26など） 

医師に感染の恐れがないと認められていること。トイレの排泄習慣
が確立している 5 歳以上の小児については、出席停止の必要はな
い。また、5 歳未満の子どもについては、2 回以上連続で便から菌
が検出されなければ登園可能である。 

急性出血性結膜炎 医師により感染のおそれがないと認められてから 
侵襲性髄膜炎菌感染症 
（髄膜炎菌性髄膜炎） 

医師により感染のおそれがないと認められてから 

 

２ 医師の診断を受け、保護者が報告書に記入することが考えられる主な感染症 
病    名 登園のめやす 

溶連菌感染症 
医療機関で処方された抗生剤を内服後 24～48 時間以上が経過して
いること。 

マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まってから(症状が改善し全身状態が良いこと) 

手足口病 
熱が下がり、口腔内の水疱や潰瘍がなくなり、普通の食事がとれる
ようになってから 

伝染性紅斑  
（りんご病） 

全身状態が良い場合は登園可能 

ウイルス性胃腸炎 
（ノロ・ロタ・胃腸風邪など） 

下痢、嘔吐の症状が治まり、普段の食事がとれるようになってから 
※症状がある間は感染する恐れがあるため登園できません。全身状
態が良いこと 

ヘルパンギーナ 
熱が下がり、口腔内の水疱や潰瘍がなくなり、普通の食事がとれる
ようになってから。 

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良くなってから 
帯状疱疹 発疹がすべて消え、かさぶたになってから。 
突発性発疹 熱が下がり、機嫌が良く全身状態が良くなってから 
アタマジラミ症  駆除を開始していること 

伝染性軟属腫 （水いぼ）  掻きこわし傷から浸出液が出ている場合は覆うこと 

伝染性膿痂しん （とびひ）  
発疹が乾燥しているか、湿潤部分がガーゼなどで覆うことが
できる程度のものであること。 

Ｂ型肝炎 
急性肝炎の場合、症状が消失し、全身状態が良いこと。 
キャリア、慢性肝炎の場合は、登園に制限はない。 

出典：保育所における感染症対策ガイドライン 



  



☆園と家庭との連絡について  必ず、見てください。 
   園からのお願いや行事等の連絡を、以下のものを通じて行います。 
 

園だより（毎月１回 ２５日配布） 
   献立表 （毎月１回 ２５日配布）  

保健だより（たんぽぽだより 適宜配布）   
連絡帳  （随時）  

    
 
☆早めにお知らせ下さい 
※緊急時の連絡ができなくなります。必ずお知らせください。 

・住所変更したとき 
・勤務先が変更したとき  

・認定を変更するとき  
・病気等で１ヶ月以上、休園するとき  
・退園するとき 
 

 
 

 

（１）石山保育園保護者会  
会則 

1. この会は、石山保育園保護者会という。 

2. この会は、石山保育園園児の保護者と職員は、園の方針に従い協力する。 

3. この会は、次の役員を置き任期は一年とする。 

       会 長  １名   会務を総括し、家庭教育学級長を兼務する。 

       副会長  １名   会長を補佐し会長事故あるときは代行する。 

       会 計  １名   会員の出納処理にあたる。 

       書 記  １名   会の記録にあたる。 

       役 員  若干名 会員の連絡にあたる。 

この会の会費は、年 300円とする。当年度の残金は、全て次年度のカンパ金と

する。 

4. 慶弔見舞は、  会員及び園児が死亡した場合   5,000円 

              園児が入院した場合       3,000円 

                  （但し、その都度役員会にて決議する。） 

                  （10日以上入院した場合に、年に 1回だけ支払う） 

この会の会計年度は、4月1日～翌年3月31日迄とする。 

 
  



（３）緊急時の対応について 
①けが等 緊急連絡簿に記載された番号順にご連絡をさせて頂きます。携帯電話番号や職場等に
変更があった場合は、必ずご連絡ください。 
 
②保育活動に係る緊急連絡 メール配信で休園又は自宅待機、自由登園、保育打ち切り、引き渡
し、送迎バスの中止等の連絡及び対応をお知らせします。 
 
③自然災害の警報発令による連絡と対応（海津市に準ずる） 
基本的にはメール配信で緊急時の対応をお知らせします。 
但し、東海・東南海等の大規模地震等で連絡できないような場合に備えて園においてどう対

応するかをお知らせします。  
 
※ 保育時間外（在宅中）に大規模地震が起きた場合は、それぞれの地域での避難計画・  
避難誘導に従ってください。園は、その時点で休園になります。 
（広域避難場所は 石津小学校 です）  

※ 保育時間中に大規模地震が発生した場合は、子どもたちの安全を最優先に対応しま  

す。被災状況によりますが、可能な限り、速やかに子どもたちのお迎えをお願いしま

す。火災や園舎の倒壊等の危険がない限り、基本的にお迎えがあるまで、園にて子ども

たちを預かりますが、２４時間を超える場合は、避難場所である石津小学校へ移動し

ます。  

電話・メールなどの連絡手段が使えないことが予想されますので、《災害用伝言ダイヤ 

ル・１７１》などを利用して、園の状況などをお知らせしようと考えています。  

また、張り紙などを使用し、避難先などの情報を掲示します。  
可能な限り当園にてお迎えを待っていますので、まず園に来てください。  
※台風について 午前７時の時点で暴風警報が発令されていれば、自宅待機になります。 

また、警報に関わらず、市が台風の進路予測上にあるなど、保育時間中に本市に気象警報
の発令又は被害が予想される場合は、予め、休業又は自由登園になります。道路や橋が冠
水及び崩壊又は流失、家屋や樹木の倒壊などで登園等の危険が予想される場合は、休業又
は自宅待機、自由登園とします。 

保育時間中に暴風警報が発令されそうな場合、速やかに降園となりますが、仕事の都

合で帰宅できない場合に限り、こども園で待機します。台風の進路などの状況により、

対応が多少変化することがありますので、緊急連絡にてその都度メールにてお知らせし

ます。  
 

緊急時におけるメール配信システムの登録（令和２年度版） 
 
 みだしの件について、メール配信システムの更新（登録）時期となりました。本システムは、海津市
内の子どもたちが安心・安全な生活が送れるようにと開始しました。 
つきましては、別紙手順書にもとづいて登録をされ、配信サービスが確実に受けられますようお願い

いたします。 
 

１ 登録期間について  (別紙参照) 

 

２ 登録制限について（予定） 

  ・お子様一人に対しての登録は３ユーザー(３メールアドレス)まで可能 
    ※兄弟関係に関わらず３ユーザーまで登録可 
３ テスト配信日   

・園が指定する日    ４ 月１ ５ 日（予定） 

海津市教育委員会 こども課（０５８４）５３－１５２６ 

  



（４）確認事項 （保育所運営規程より抜粋） 

（教育・保育の提供を行う日） 

第９条 当園の保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する

法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日、12月 29日から 31日及び翌年１月 1日か

ら１月３日を除く。 

２ 支援法第 19条第１項第１号の子ども（以下「１号子ども」という。）への教育の提供につ

いては、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日、12月 29日から

31日及び翌年１月 1日から１月３日 

(2) 夏季休業        8月 8日  ～ 8月 16日 

冬季休業    12月 27日  ～ 1月 7日 

学年末休業      3月 27日 ～ 3月 31日 

学年始休業    4月  1日  ～ 4月 4日 

(3) その他園長が必要と認めた日 

 

（入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたっての留意事項） 

第 13条 当園は、市町村から教育・保育の実施について支給認定を受けた１号子どもから当園の

利用について申し込みがあったときは、次に掲げる理由がある場合を除き、これに応じる。 

(1) 利用定員に空きがない場合 

(2) 利用定員を上回る利用の申込があった場合 

(3) 当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を及ぼす恐れ

がある場合 

２ １号子どもについて、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、次の方法により選

考を行い、園長が入園者を決定する。 

     その際、当園の教育・保育方針に賛同し、そのねらいを達成すべく園職員と協力体制を築

いていけることや、当園の運営の規則等に理解を示し、協力支援できることを条件とする。

その上で公正な選考を行えるよう、以下のことを規定する。 

(1) 本法人が運営する保育園等に在籍している者は、優先して入園させる。 

(2) 本法人が運営する保育園等の在園児・卒園児の弟妹が在園しようとしている者は、前号の

次に優先して入園させる。 

(3) 本法人が運営する子育て支援事業に参加していた者は、前号の次に優先して入園させる。 

(4) 海津市に在住している者は、前号の次に優先して入園させる。 

(5) 家庭の諸事情を考慮しなければならない者は、前号の次に優先して入園させる。 

(6) その他の者は先着順（抽選、面接等）により選考し、入園させる。 

(7) (1)～(6)の選考基準により選考の上、多数による場合は抽選を行う。 

なお、以前に保育料の滞納があった入園家庭に関しては、入園に関し検討する。 

３ 支援法第 19条第１項第２号の子ども（以下「２号子ども」という。）及び支援法第 19

条第１項第３号の子ども（以下「３号子ども」という。）については、支援法第 42条の規

定により、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときは、これに応じ

る。 

４ 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの支給認定保護

者とその内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。 

５ 退園又は休園しようとする１号子どもは、支給認定保護者が理由を記して園長に願い出

るものとする。 

６ 当園の利用２号子ども及び３号子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の

提供を終了するものとする。 

 



(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消し

したとき 

(2) 支給認定保護者から当園の利用の取消しの申出があったとき。 

(3) 市町村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。 

(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき 

 

（虐待の防止のための措置） 

第 19条 当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。 

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備 

(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止 

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 

(4) その他虐待防止のために必要な措置 

２ 同条第１項第２号における虐待等の行為とは、「児童福祉法第 33条の 10」に規定する行

為をいう。 

３ 当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者（保護者等利用子どもを現に養

育する者）による虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待

の防止等に関する法律の規定に従い、市こども課・児童相談所等適切な機関に通告する。 

 

（苦情対応） 

第 20条 当園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情

受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するととも

に、苦情に対して必要な措置を講じる。 

２ 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し

合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。 

３ 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。 

 

（安全対策と事故防止） 

第 21条 当園は、安全かつ適切に、質の高い教育・保育を提供するために、事故防止・事故対応

マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。 

 

（健康管理・衛生管理） 

第 22条 当園では、園児に対する健康診断を、学校保健安全法（昭和 33年法律第 56号）に規定

する健康診断に準じて実施する。 

 

（秘密の保持） 

第 25条 当園の職員は、業務上知り得た子ども及びその保護者の秘密を保持する。 

２ 子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。 

３ 連携施設を利用する子ども及びその家族の秘密を保持する。 

４ 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。 

   ５ 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者そ

の他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により園児

の保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は

除く。 

保育料の納入方法や手続き、保育料以外の利用料等について、別紙をご確認ください。また保育認定によ
って、利用料や利用時間などに違いがありますので、あわせてご確認ください。  
確認し、ご理解をいただけましたら、同じく別紙添付の「同意書」と「契約書」に必要事項をご記入の

上、提出してください。 契約が完了ののち、こども園の入園が確定されます。 
 


