入園のしおり
企業主導型保育

KURASU-ONE 保育園

住所

姫路市下手野二丁目 4-3
電話

079-292-1701

FAX

079-292-1702

1．保育理念
保護者の想いに寄り添い、共に育てる関係を大切にします
子どもの感性を育み、地域の環境の中で人や社会に愛される子どもを育てます

2．保育園の概要

及び

保育内容

入園定員 １９ 名（０歳児～２ 歳児）
★企業枠 10 名程度（非正規労働者優先）
★一般枠 9 名以内
※入園は、一般枠より企業枠入所が優先になります

【クラス別人数及び職員】
０歳児

１歳児

２歳児

計

定数

６名

６名

７名

１９名

保育士

２名

１名

１名

４名

【保育対象】
生後 4 ケ月～２歳児
一時保育は、生後 6 ケ月～2 歳児対象

【職員構成】
園長・主任保育士・保育士・事務担当・調理担当者
嘱託医師
内科医；三輪小児科
歯科医；大前歯科

【開園時間・登降園時間】
◎ 月曜日から土曜日の７時から 20 時
◎ １８時から 20 時までは延長保育となります。（利用料別途必要）
◎ 勤務時間プラス通勤に要する時間（上記開園時間内となります）
◎ 産休中・育休中の延長保育は使用できません。原則 8 時半～16 時半までの
保育となりますので、ご協力お願い致します。

【休園日】
◎ 日曜日・国民の祝日及び国民の休日
◎ 年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
◎ その他当園から連絡した日

【保育料について】
◎ 入園準備金・・・２０，０００円
※入園時の月のみに徴収いたします。
※徴収した代金は、教材費や入園準備金等に使用します。
◎ 保育料・・・保育料は現金又はクレジットカードにて集金いたします
4 月 1 日現在年齢

0 歳児

1、2 歳児

保育料（保育材料含）

37,100 円

37,000 円

※企業枠保育料・・・30,000 円
※入園お祝いとして、帽子、おたよりケース、ノート、
行事のプレゼントなどを進呈いたします。
※制服はありません。

【延長保育】
時 間・・・・ １８時～20 時までの 12０分間
月 額・・・・ 3,000 円
緊急利用・・・ 200 円／30 分

【一時預かり保育】
保育園に利用要件
◎ 家庭で保育されている児童で、保育を必要とする事由が発生した際
◎ 他園に在園中の方で、園が休園であるとき
※定員に余裕がある場合に利用していただけます。当日は、職員の配置・
行事の都合によりお断りする場合があります。
預かり日より 5 日程前にお電話でご確認してから予約してください。
利用時間・・・９：００～１７：００
利 用 料・・・700 円／１時間

【送迎について】
◎ 登降園時の送迎は、原則として両親又はそれに替わる人がして下さい。
上記以外の方がお迎えの場合は、事前に必ず連絡をお願いします。
◎ 連絡がない場合は、こちらから確認の電話をする場合がありますので
ご了承ください。
◎ 小学生や面識のない方で、保護者に確認できない場合、お子様をお渡しする
ことはできません。
◎ 必ず送迎時は、保育士に声をかけて下さい。
※欠席・遅れる時の連絡は、朝９時までにお願いします。

（℡）０７９－292-1701

【タイムスケジュール】
時刻

０歳児

7：00～

1・２歳児

順次登園・自由遊び
朝のおやつ
設定保育
（体操・戸外遊び・リズム遊び等）

10：00～
10：50～

給食

11：00～

給食

11：30～

順次午睡

12：00～

順次午睡

14：40～

起床

15：00～

起床・トイレ
昼のおやつ
自由あそび

16：00～

順次降園

18：00～

延長保育

※おおよその活動内容です
【年間行事について】
・誕生会

・身体測定

・避難訓練は毎月行います。
（子どものみの参加となります。）
その他詳しい日程は、年度初めの園だよりでお知らせします。

【非常災害・緊急時について】
◎災害から子どもを守るため、月一回避難訓練をします。
◎災害があった場合、個別に連絡させていただきます。
※ 警報発令…午前７時、兵庫県南部・兵庫県南西部に警報が発令された場合は、
できる限り自宅待機してください。やむを得ず登園する場合は、保護者の
責任のもと注意して登園してください。なお、状況によっては休園する場
合もあります。
◎防火設備 自動火災報知機・煙感知器・消火器・誘導灯を備えています。

【実施している保育事業】
◎ 一時預かり保育
◎ 子育て支援事業
◎ 育児相談

3. 保健衛生について
【保健について】
◎ 持病やアレルギーのあるお子様は、入園までに必ず保育士にお知らせ下さい。
(熱性痙攣・ヘルニア・小児ぜんそく・卵アレルギー・アトピー・脱臼しやすい
等)
◎ 法定伝染病はもとより、伝染病の病気（インフルエンザ・はしか・水ぼうそう・
とびひ・流行目等）は、医師の許可があるまでお休みし、園にお知らせ下さい。
※“登園できない病気”を参考にして下さい。（別紙記載）
※伝染病が治り、当園する際は医師による当園許可証が必要となります。
◎ 園で３7.5℃以上発熱した場合は、保護者の方に連絡しますので、お迎えを
お願い致します。
◎ 園では、お薬の投与はできません。慢性の病気（気管支喘息・てんかん・糖尿
病・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
る投薬においては、保育所保育指針（厚生労働省）によって、児童の主治医ま
たは保育園の委託医の指示に従うとともに、相互の連携が必要です。（どうし
ても保育時間中に投薬する必要がある場合は、園に申し出てください。）
※ 主治医の診察を受けられるときは、児童が○時～○時まで保育園にいること
と保育園では原則として薬の使用ができないことをお伝えください。
※ 出来るだけ保育園で薬を服用しないでいいように薬の処方を医師にお願い
してください。
◎ 健康診断について
・入園前健診
入園が決定した際、入園前に入園児の健康診断を受け、結果を提出
していただきます。園では実施しません。（指定医院の場合当園負担）
・年２回健康診断を園内で行います。（自己負担なし）
・年１回歯科健康診断を園内で行います。（自己負担なし）
◎ 毎月、身長・体重を測定し連絡帳にてお知らせします。
※ 保育中に容体の変化があった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡
先に連絡し、嘱託医や主治医に連絡を取るなど必要な措置を講じます。

【給食と衛生管理】
◎ 給食は、当園の調理室で毎日調理し安全安心の給食を毎日提供します。
・献立表は、毎月配布致します。
※離乳食の必要なお子様には、段階に応じた離乳食を提供しますので、
事前に担任まで、ご相談ください。
・アレルギーが疑われる時は、医師の診断書・調査書を提出して頂き、
除去食・代替食で対応します。

◎ 衛生管理 乳児担当職員は毎月検便を行っています

4. 持ち物について
◎ お昼寝用のお布団を用意してください。
（まくら・毛布は不要です。 ※夏：タオルケット）
※週末持ち帰りますので、洗濯をして月曜にお持ちください。

【毎日の持ち物】♢全園児用意していただくもの
① 連絡ノート
前夜からの様子・お子様のご家庭での様子などご記入ください。
② オムツ
4～5 枚
初期 5～6 枚
おしりの部分に名前を書いて持ってきてください。
当日、履いてくるオムツにも名前を書いてください。
③ シャツ・ズボン・肌着（2 組以上）
汚れてもいい服を多めに持ってきてください
（最低 2 組は園に置いておいてください。）
※歩けるようになったお子様は、つなぎではない服装でお願いします。
④ おしりナップ（ケースは不要）
⑤ 食事用エプロン・手口拭き
・エプロンを入れる袋
・エプロン１枚
・手口拭きシート（園でお預かりし、無くなる前にお知らせします。）
⑥ ナイロン袋
・持ち手付きＭ（外袋に名前）…※汚れもの入れに使います。
・ポリ袋Ｍ（外袋に名前）…便が出た時に使います。
※お迎えの際に持って帰っていただきます。
⑦

哺乳瓶（ミルクを飲んでいる場合）・マグ（必要な場合）
※ 園でお預かりすることもできます。

⑧ フェイスタオル 1 枚
沐浴等した時、体を拭くためのタオルです。

⑨ くつ
外遊びで使いますので、履きなれたものを持って来てください。

（歩行していない場合は不要です）
※マジックテープ式が望ましいです。ブーツ系などのおしゃれ靴や
子どもが履きにくい靴は避けてください。
♢２歳児のお子さんは、上記①～⑨に加え以下のもご用意ください。
⓾ トレーニングパンツ・布パンツ（2 歳児）
※必要なお子さんに、担任からお伝えします。
※すべての持ち物にわかりやすく名前を記入してください。
※譲り受けたものは、名前を書き替えてください。
※各自タンスを用意していますので、置いておくことも可能です。

【服装および所持品について】
◎服装は、活動しやすい服装でお願いします。（制服は有りません）
（チュニック・レースなどの飾りが付いている物、身丈に合っていない物はさ
けてください）
◎1・2 歳児は子ども自身で着替える練習もしますので、着脱しにくい固いジーン
ズやつなぎの服等は極力避けてください。
◎フード付きの服は危険ですので、着用しないようお願いします。
(上着も同様です)
◎ 園備え付けの衣服類を着用して帰った場合は、洗濯して必ず一両日中に職員へ
お返し下さい。園のおむつを使用した時は、使用した枚数持ってきてください。

5. 苦情処理
保護者の皆様から寄せられたご意見・苦情について、適切に対応し
その解決にあたります。また保育園の更なる改善に役立てます。
KURASU-ONE 保育園 TEL 079-291-1701
◎受付窓口；主任保育士
◎解決窓口；施設長
◎第三者委員；下手野自治会長

6. 保育園からのお願い
◎送迎の駐車場について

・車で送迎される方は、ご近所の方の迷惑にならないように必ず駐車場に
とめてください。また、車の中に貴重品等を置かないようにしてくださ
い。万一、盗難等の被害にあっても、責任を負いかねます。
・駐車場付近や駐車場内では必ずお子様と手をつないで登降園してくださ
い
・登園の際は必ず保育室までお子様を送り届けてください。
・駐車場付近や駐車場内はスピードを出さずにゆっくり発進してください。
ハザードランプを付けて周囲に通行車両、通行者がいないことを確認し、
また発進する際には、付近に園児やご近所の方がいないか確かめてから
発進してください。
・駐車場では立ち話等せずに速やかに次の方にお譲りください。
・車を離れる際には必ずエンジンを切ってから離れてください。
・駐車場を利用される方は、駐車スペースに限りがあり、次の方も利用さ
れますので速やかに移動をお願いします。
◎保護者との連絡について
園での状況やご家庭での状況を相互連絡し合う為に連絡帳を活用しています。

お家でのできごとや楽しかったことなど、何でも気軽にご記入ください。
保護者の方との毎日のやりとりを通して、子どもの成長をともに喜び、
楽しみたいと思っています。気になることや相談ごとなど、口頭で言い
にくいことも書いていただいて構いません。

子どもたちはもちろん保護者の方も KURASU-ONE 保育園とかかわること
によって、楽しい毎日が過ごせたら・・・と願っています。

登園出来ない病気の一覧表
※登園する際には、“登園の目安”を参考にして下さい。
病

名

インフルエンザ
百日咳
麻 疹
（はしか）

第
二
種

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）
風 疹
（三日はしか）
水痘
（水ぼうそう）

第
三
種

感染しやすい期間

登園の目安

発症が有る期間(発症前 24 時間から発
病後 3 日程度までが感染力が強い

発症後 5 日経過し、かつ解熱後 3 日を経過し
ていること。

抗菌薬を服用しない場合、咳出現後
３週間を経過するまで
発症１日前から発疹出現後の４日
後まで。
発症後３日前から耳下腺腫脹後４
日。

特有の咳が消失してから、または 5 日間の適切
な抗菌薬療法が終了していること。

発疹出現後 7 日から後 7 日間位まで。

発疹が消えていること。

発疹出現 1～2 日前から痂疲形成まで。

すべての発疹がかさぶたになっていること。

咽頭結膜熱
（プール熱）

発熱、充血等の症状が出現した数日間。

流行性角結膜炎
（はやり目）

充血・目やに等症状が出現した数日間。

耳下腺の腫れが出て,5 日を経過していること。

主な症状がなくなり、2 日を経過していること。
医師の許可があるまでプールに入れません。
感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してい
ること。医師の許可があるまでプールに入れません。

腹痛・下痢が治まっていること。
本人の状態と医師の判断による。

腸管出血性大腸炎感染症

（Ｏ-157）
ヘルパンギーナ

急性期の数日間。（便の中の 1 ヵ月
程度ウィルスを排泄しているので
注意が必要)

溶連菌感染症

適切な抗菌薬治療を開始する前と
開始後１～２日間。

抗菌薬内服後 24～48 時間が経過していること。

適切な抗菌薬治療を開始する前と
開始後の数日間。

発熱や激しい咳が治まっていること。
本人の状態と医師の判断による。

発疹出現前の 1 週間。

全身状態が良いこと。
医師の判断による。

マイコプラズマ肺炎
★伝染性紅斑
（リンゴ病）

そ
の
他
感
染
症

解熱後、3 日を経過していること。

★手足口病

★伝染性膿痂疹
（とびひ）

手足や口腔内に司法、潰瘍が発生し
た数日間。
湿潤な発疹がある間

ウイルス性胃腸炎

症状のある間を、症状消失後 1 週間

（ノロ･ロタ･
アデノウィルス）

（量は減少していくが数週間ウィルス

発熱や口腔内の水疱、潰瘍の影響なく普段の食
事がとれること。

抗生剤は医師の指示があるまで飲みきる。

発熱や口腔内の水疱、潰瘍の影響なく普段の食
事がとれること。※プールは入れません
皮しんが乾燥しているか、湿潤部位が覆える程
度のもの。（皮しん、痂皮が湿潤している間は
接触による感染力が認められる）
※プールは入れません
嘔吐や下痢、発熱が治まり、普段の食事がとれ
ること。

を排出しているので注意が必要）

RS ウィルス感染症

呼吸器症状がある間。

呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと。
（呼吸器症状のある間は感染しやすい）

帯状疱疹

水疱を形成している間

水疱がすべてかさぶたになってから
抗生剤は医師の指示があるまで飲み切る

突発性発疹

解熱して機嫌が良く全身状態が良いこと。

※ 第二種・第三種（★印は除く）感染症・ノロウイルスは出席停止とします。
完治後の登園については、第二種感染症・第三種感染症は「登園許可書」が必要です。
その他感染症は「登園届」が必要です。
不明な点は職員に確認をしてください。
※ あくまで目安のため、子どもさんの体調に合わせて登園してください。

