


《保育対象年齢》

・日勤、夜勤とも生後２か月からとします。

・短期保育もします。

《保育時間と利用について》

（保護者の勤務時間内を原則とする。）

※ 園児の受け入れは原則として、朝７：５０から、夜勤は１５：３０からです。

《保育園の連絡について》

連絡先 ０８０‐６０６３－５１５０

※ 欠席する時（夜勤を欠席する場合で事前にわかっている時には、遅くても前日までに）

※ 夜勤明けで１０：００を過ぎる時（日勤時の保育計画・保育内容や、昼食時間帯にも関係

ありますので）

※ 日勤でお迎えが１８：００を過ぎる時（夜勤児や遅番の子どもさんの夕食の準備の関係が

ありますので１８：００までに連絡）

※ 勤務変更があった時（遅くても前日迄に）

保育士の勤務体制・保育士人数に影響がありますので御協力お願いします。

・日 勤 7：５０～１７：３０

・遅 番 ９：３０～１９：１５

・夜 勤 １５：３０～翌日１０：００



《保育料について》（H25. 4.1 改正）

保育料区分
保育料金

正職員 臨時職員

月
額
保
育
料

１カ月（３

歳児以下）

1 人目 ４０，０００円 ２０，０００円

2 人目以降 ２４，０００円 １２，０００円

泊り料金 夜勤１回につき １，６００円   ８００円

1 ヵ月（４歳

児以上）
1 人目 ３２，０００円 １６，０００円

臨
時
保
育
料

１日につき （４時間以上） ２，４００円 １，２００円

半日につき （４時間未満） １，２００円      ６００円

泊り料金 １回につき ３，２００円 １，６００円

※ 月額保育者で中途契約の場合は、臨時保育料を適用する。

※ おやつ代は 1 カ月 1 人 １，０００円

※ 昼食（お弁当）３５０円

《年間行事予定》

・身体測定、避難訓練は毎月実施します。

・年間行事は、所在乳幼児の年齢構成、その他の条件により変更になることもありま

す。

・お誕生会は、対象者がいる月に、その都度行う予定です。

５月 こどもの日        １０月 運動会

７月 水遊び          １２月 クリスマス会

８月 七夕            １月 雪遊び

９月 お月見           ２月 節分

                 ３月 ひなまつり・お別れ会



時間
子供の活動

０歳～１歳半 未満 １歳半 以上

7：50

～

8：20

9：00

10：00

11：00

12：00

12：30

15：00

16：50

17：15

～

登園 うけいれ

親からの伝言受け、視診

自由遊び

オムツ交換

果汁、おやつ

（参加できる子は朝の会へ）

午睡

お散歩

（オムツ交換、自由遊び）

ミルク

離乳食、水分補給（昼食）

自由遊び

ミルク、オムツ交換

午睡

おやつ、ミルク

自由遊び

オムツ交換、降園準備

お迎え順に降園

登園 うけいれ

親からの伝言受け、視診

自由遊び

片付け、排泄

朝の会（今月のうた）

おやつ

設定保育（外遊び、製作、その他）

片付け、排泄、食事の用意

昼食

着替え、歯みがき、排泄

絵本のお話を聞く

午睡

午睡目覚め、排泄、着替え

おやつ

自由遊び

片付け、排泄、降園準備

お迎え順に降園

※ 子供の状態、人数によって時間が多少変わることがあります。



時間
子供の活動

０歳～１歳半 未満 １歳半 以上

15：30

～

16：00

16：50

18：00

20：00

～

21：00

6：45

7：15

8：00

9：00

9：30

登園（視診）

自由遊び

（子供に応じてミルク、果汁補充）

オムツ交換

自由遊び

離乳食、水分補給（夕食）

自由遊び

（子供に応じてミルク補充）

オムツ交換

入眠準備、入眠

（参加できる子は絵本のお話を聞く）

（24：00 以降子供に応じてミルク補充）

起床

オムツ交換

ミルク、離乳食（朝食）

自由遊び

オムツ交換

果汁、おやつ

自由遊び

降園準備

登園（視診）

自由遊び

片付け、排泄

自由遊び

片付け、排泄、夕食準備

夕食

自由遊び

片付け、排泄、着替え、歯みがき

絵本のお話を聞く

消灯、就寝

起床、排泄、着替え、洗面

朝食

歯みがき

自由遊び

片付け、排泄（所持品の整理）

朝の会、おやつ

設定保育～降園準備

※ 子供の状態、人数によって時間が多少変わることがあります。



《病児保育について》

※ 病児保育はしませんのでご了承ください。

集団の中に入ると、いろいろな病気に感染しやすくなります。

特に病気や高熱の場合、乳幼児は抵抗力が弱いため、急変しやすく重症になるお

それがあります。

   勤務上どうしても休めない場合、御家族や近所で見てくれるサポーターのかたが

いない場合については、前日か、登園前には必ず連絡を入れ保育者に相談して下

さい。

（医師により保育に支障ないと診断された時には保育を受け入れます。）

※ 登園前に、坐薬・解熱剤を使用しての登園は、御遠慮下さい。

子どもさんが保育中、発熱や体調が急変した場合に連絡を致します。

※ 坐薬が必要となった場合は、医療行為に当たりますので、保護者の責任の上で、

直接保育園にきて、子どもさんの様子を見た上で坐薬を挿入して下さい。

※ 坐薬は子供さんの体重・体質が異なるので、貸し借りはしないようにお願いしま

す。坐薬は保育園で保管しません。（心配な場合は登園時にご持参下さい。）

冷ピタ、水分補給の飲料水は、お預かりします。

薬は、誤飲を防ぐために１回分ずつ分けて御持参下さい。また、服用の際に食前

か食後かをお知らせ下さい。

※ 受診される場合は、保護者の責任において保育園から病院までの送迎をお願いし

ます。受診後、子どもさんの様子を保育者にお知らせ下さい。



《感染症について》

保育園では、皆様の大切なお子さんの健康に、充分注意を払っています。しかし、

家庭に皆様の御協力がなければ完全な健康管理はできません。病気と知らずに通園す

ることは、お子さん自身の身体を痛めるばかりか、大勢のお友達の健康にも関わるこ

とになります。病気を早く発見し、早くなおし、健康で元気に通園していただけるよ

う願って、最近の伝染病の症状などについてお知らせします。

少しでもお子さんの身体に変調がありましたら、早く医師の正しい処置を受け、不

幸にして伝染病であった時は早く保育園に連絡して下さい。

（保育園で多く見られる伝染病について）

病  名 潜 伏 期 症  状 登園できない期間

水ぼうそう ２～３週間

ポツポツと赤い白い盛り上がった斑点の

様な発疹が胸、腹、背中に出て、次第に水

泡になり３～４日で全身に広がり先に出

たものから、かさぶたになって治っていき

ます。予防接種があります。

熱は出ないか、出ても３７度～３８度で

す。

発疹がかさぶたになる

まで

はしか １～２週間

始めの２～３日間は、３８度前後の熱、咳、

鼻水、目やに等、かぜに似た症状が見られ

ます。やがて口の中のほおの内側に乾いた

パンくずを投げつけた様な、白い斑点が現

れます。いったん熱が下がり、再び３９度

～４０度の高熱が出ると同時に全身に赤

い発疹がポツポツと出ます。

高熱は４～５日間続き

ます。伝染力が強く重い

病気ですので、ぜひ予防

接種を受けましょう。

風疹 ２～３週間

３７度～３８度の熱と共に、赤くて小さな

発疹が体中に出ます。熱は出ない子がいま

す。首や耳の後ろ、後頭部部などのリンパ

腺がはれたりします。３～４日で熱も下が

り、発疹も後を残さず消えます。

発疹が消失するまで



手足口病 ３～６日

手の平、足のうら、口の中に小さな水ぶく

れが出来る病気です。おしりやひざに出来

る事もあります。熱は出ない事も多く出て

も微熱程度です。口の中の水ぶくれがある

間は、食べ物がしみて食べるのをいやがる

事もあります。治療しなくても、自然に治

る場合がほとんどです。

全身状態がよければ登

園可能

伝染性こう

紅斑

（りんご病）

１～２週間

ほおがりんごのように赤くなり、腕や足の

外側（内側には出ない）にも、赤い斑点が

現れ、まだら模様が出来ます。ほおがほて

ったり少しかゆくなることもあります。熱

はほとんど出ません。自然に治ります入浴

したり、日光や冷たい風に当たると長引く

事があります。

全身状態がよければ登

園可能

ほおが赤くなった 時は

すでに、うつる時は過ぎ

ています。

とびひ

小さな水泡が１～２日で大きくなり、皮が

破れ、つゆがあっちこっちについて広がり

ます。

皮膚を軟膏治療で完全

に覆っていれば登園可

能

溶連菌感染

症
２～７日

高熱、喉の痛み頭痛を訴え、１～２日後に

細かくて赤い発疹が全身に出ます。舌はい

ちごの様になります。熱は２～３日で下が

りやがて発疹も消えます。薬をきちんと飲

まないと、リウマチ熱や胃炎を起こす事が

あります。

主要症状が消失するま

で

百日咳 １～２週間

予防接種（三種混合）を受けていない子が

かかります。最初は普通のかぜと変わりま

せんが、次第に咳が多くなり、激しく咳き

込む様になります。咳と咳の間に息を吸い

込む「ヒューッ」という音がし、昼間より

夜間に発作が多い事も特徴です。

最も咳の激しい期間は４～５週間で、その

後２週間で回復します。

特有の咳の消失まで

３～４週間

流行性耳下

腺炎
２～３週間

耳たぶの下あたりが腫れてきます。腫れが

両側に出来る子と、片側だけに出来る子が

います。腫れのピークは２～３日間です。

熱は出たり出なかったりで、出ても３７～

３８度です。１～２週間で自然に治りま

す。

耳下腺の腫れが消失す

るまで

※詳しくは、かかりつけの医師に保育園に通っている事を告げ、ご相談下さい。



《その他協力して頂きたい事項》

◎ 登園時は、子どもさんの身体の状態をお知らせ下さい。

◎ 朝食は必ず、御家族で済ませてから登園するようにしましょう。

◎ 玩具やおやつ類は持たせないようにしましょう。

（お迎えがいつもと違う場合は、お知らせ下さい。）

◎ 降園時は、保育園の中に入られて箱の中の衣類の確認・整理などをお願いします。

◎ 保育園の連絡帳や掲示物などは、必ず目を通して下さい。

◎ 外靴は、足にあった自分で履きやすい、歩きやすい物をお願いします。



☆ 持ち物 ☆

乳児 幼児

食

事

０歳児 １歳以上

☆ お弁当

☆ スプーン、フォーク

☆ はし

（使えるようになってか

ら）

☆ 粉ミルク

☆ 離乳食

☆ おやつ

（アレルギー反応がある場合

は各自ご用意下さい。）

☆ マグマグ、スプーン

☆ エプロン

☆ お弁当

☆ エプロン

（袖付が良いです。

おやつと昼食用に２枚用意

して下さい。）

☆ スプーン、フォーク

（プラスチック以外のもの）

口・手拭き用おしぼり、汚れ物入れビニール袋

☆ 紙おむつ・紙パンツ

☆ 下着、上下服（室内は暑いので薄手のものも）

※ ０歳児は汗をかいたり、よだれで服を汚しやすいので着替

えの服、エプロンは多めに補充しておいて下さい。

☆ 下着：３枚以上

☆ 帽子（ゴム付のもの）

☆ 靴下：２足

（外遊びで汚れたり、

ぬれたりしますので）

☆ 上下服：３枚以上

（薄手のものも）

※排泄に行くときに子ど

も自身が脱ぎはぎが出

来るような服を。

☆ 敷布団

☆ シーツ

☆ バスタオル：２枚（週末に持ち帰る）

☆ 敷布団、シーツ

☆ フェイスタオル：１枚

☆ バスタオル：２枚

（週末持ち帰る）

☆その他 持ち物 ☆                
♯ コップ、歯ブラシ（月末に持ち帰り、点検を行って下さい。）

☆夜勤宿泊時☆
♯ パジャマ、洗面用タオル

♯ お弁当：夕食、朝食

（お子さんが食べられる量を用意して下さい。）

※ 衣類などの持ち物には名前を明記して下さい。

※ 衣服などを入れておく箱を用意して下さい。

※ 衣類などを汚して持ち帰った分は後日補充し箱の中の物を

各自確認して整理して下さい。                         

名前


